
．はじめに

平成 年の学習指導要領の改訂を受けて、教科 情報 が原則としてすべての高校で必修

科目化されることとなった。その後、高校においては、平成 年（ 年）度からの移行期

間を経て、平成 年（ 年）度より完全実施されている。これにより、 年度以降に入

学した大学生は原則として全員が高校で教科 情報 を学習してきている。このような、

小・中・高校の教育課程の改訂およびパソコンやインターネットの家庭などへの急速な普及

を受けて、 基礎的情報教育 について、その在り方を見直す動きが数年前から多くの大学

で出てきている。大阪商業大学（以下、本学）でも、この間、何度かのカリキュラム改訂を

行うと共に、その基礎資料として、 年度より全新入生を対象とした コンピュータの利

用経験等に関するアンケート 調査を実施してきている。その調査の主要な結果について

は、 年および 年に公表している ） ）。そこにおいて明らかになった主な点は、
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・コンピュータ利用経験のある学生は年度ごとに増加し、 年度新年生のおよそ ％

が何らかの形でパソコン等を利用した経験がある。

・利用頻度も年を追うごとに増加してきており、習熟度は上がってきている。

・利用頻度の増加は、中学・高校などでの情報教育の普及もさることながら、むしろ家

庭へのパソコンの普及によるところが大きい。

・普段のパソコンの利用は、インターネットやゲームなど、どちらかといえば娯楽的な

要素が強いものが主流である。

・パソコンの利用頻度が上がってきた結果、大学においてはマウスやキーボード操作な

どの基本操作を指導する必要性は少なくなってきている。

・高校などでの情報教育は、ワープロや表計算ソフトなどのオフィス系アプリケーショ

ンの利用頻度を押しあげる効果がある。

・大学教育においては、オフィス系アプリケーションや、そのより高度な利用法の学習

に対する学生の要求や満足度が高い。

である。

年度以降のアンケートの結果もここにあげた傾向をおおむね踏襲するものであり、目

立った変化、特徴はなかった。しかしながら、 年度以降の入学生は高校における教科

情報 必修化の中で教育を受けた学生であり、その影響、効果などを改めて検証すること

は今後の大学における基礎的情報教育の在り方を考える上で重要なことである。そこで、本

論文では 年度までのアンケート結果に 年度 年度のデータを加え、先の報告と

同様の分析を行うと共に、特に、 高校までの情報教育の学習経験がコンピュータの利用状

況等にどのような影響を与えているか に注目して分析した結果を報告する。

．アンケート調査の概要

本学では、大学入学以前のコンピュータ利用経験などを調査する 入学時アンケート に

加えて 年生対象の授業 情報リテラシー において 授業終了時アンケート を実施して

いる。今回は、 入学時アンケート の結果を報告する。

入学時アンケート は、 年度 年度については全新入生を対象として、入学式

当日に行われる 年生全員必修の基礎演習ガイダンスの時間を利用して質問紙により行っ

た。 年度からは システムを利用したオンラインアンケートによる調査を

行った。アンケートの回収状況を表 にまとめてある。 年度は調査方法の変更により自

主的な回答ということになり回収率が ％と他の年度に比べて低くなっている。

また、質問の概要を表 にまとめてある。質問の内容、項目は調査全体にわたってほぼ同

一であるが、時代の変化に合わせるために、年ごとに見直しを行い、一部、質問の追加や文

言の修正などを行っている。おもな修正点は表に示す通りである。
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大学入学前のパソコン利用状況の推移（高橋・福嶋・樽磨・正木・佐藤・北室）

．入学前のパソコン利用経験と利用状況

図 に 大学入学以前に学校や自宅など、どこかでパソコンを使ったことがありますか

という質問の回答状況をまとめてある。

この質問に はい と答えた利用経験者は年とともに増加し、全回答者に対する利用経験

者の割合は、 年度では ％程度であったが、 年度においてはほぼ ％に達してい

る。この結果と 普段どの程度利用していましたか という質問の結果をまとめたものが図

である。 日常的に利用している 、 時々利用している という学生の割合は、 年度

表 入学時アンケート調査の回答状況

年度 回答者数 回収率

年度 名 ％

年度 名 ％

年度 名 ％

年度 名 ％

年度 名 ％

年度 名 ％

年度 名 ％

年度 名 ％

表 入学時アンケート調査における質問の概要

番号 質問内容 主な質問項目

入学前のパソコン等の利

用経験

利用経験の有無・利用場所・利用内容・利用頻度・利用の仕

方を学んだ方法

年度から利用内容について マルチメディア およ

び プレゼンテーション を追加

中学・高校などでの情報

教育

授業の有無・習った学校・習った内容

年度から情報科目に関する質問を追加

インターネット利用経験

利用経験の有無・利用場所・利用機器・利用内容・利用頻度

年度から利用内容および頻度について、パソコンお

よび携帯電話それぞれについての質問に変更

情報機器の所有状況

所有している情報機器・家庭でのパソコン利用者・家庭のパ

ソコンの利用内容

年度から利用内容について プレゼンテーション

を追加

情報メディアの利用状況 新聞・テレビなどの利用状況

大学や社会における情報

機器の利用
大学や社会での情報機器利用の必要性と利用の意思

大学の情報処理の学習 大学での情報関係科目の履修予定など



には、全新入生の ％（経験ありの学生の ％）であったものが、 年度には ％

（経験ありの学生の ％）まで増加してきている。

次に、 どこでパソコンを利用しましたか という問いに対する回答結果を示したのが図

である。これによれば、 自宅 および 学校 が主要な使用場所であることがわかる。

パソコンの普及状況を反映して、 年度では半数程度であった自宅での利用者が、 年

度以降は 割程度にまで増加している。学校での利用状況は、中学・高校の情報教育の広が

りを反映しており、高校における教科 情報 の完全必修化が実施された 年度、 年

度はそれ以前より ポイント程上昇している。

図 は、 パソコンの使用法を誰から学びましたか という質問の回答結果を示してい

る。
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大学入学前のパソコン利用状況の推移（高橋・福嶋・樽磨・正木・佐藤・北室）

この結果では、 学校の先生 から教わったとする回答がもっとも多くなっている。やは

り、まず、パソコンの使い方を学ぶのは学校であるということが言える。特徴的なのは、

年度、 年度がそれまでに比べて 学校の先生 という答えが一段と多くなっている

ことである。これも 情報教育必修化 を反映しているものであろう。

パソコンの利用内容についての質問に対する回答結果を図 に示してある。 マルチメ

ディア と プレゼンテーション ）は 年度の調査から追加された項目である。これ

図 利用経験者のパソコンの利用場所

図 パソコンの使用方法を誰から学んだか



によれば、もっとも利用が多いのは インターネット であり、それに続いて 基本操作 、

ゲーム 、 ワープロ となっている。 ワープロ 、 表計算ソフト は徐々にではあるが

増加傾向にある。また、利用率は低いものの データベース も増加傾向にあり、 マルチ

メディア と プレゼンテーション も ％ ％と、ある程度利用されている。特に プ

レゼンテーション は学校における学習での利用が主であると考えられることから、これも

高校などでの情報教育の結果の現れと見ることができる。

これまで見てきたように、パソコンの家庭への普及もあり、年を追うごとに利用経験者の

割合は増加し、利用頻度も上昇している。また、利用方法は主に学校で先生から教わったと

いう学生が大部分である。さらに、普段家庭ではあまり使わない 表計算ソフト や プレ

ゼンテーション なども学校で教わってきている。普段の主要な利用内容はインターネット

やゲームなどエンターテイメント的な事項が主であるとはいえ、オフィス系アプリケーショ

ンの利用に関しては高校などでの情報教育の成果が出てきていると言える。

．中学・高校等での情報教育の学習状況

我々のアンケート調査のひとつの目的は、中学あるいは高校での 情報教育 の普及と必

修化の影響がどのように現われてきているかを知ることにある。図 は 学校の授業（課外

活動を含む）でコンピュータについて学びましたか という質問に対する回答結果である。
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図 パソコンの利用内容

）実際の質問では具体例をあげて マルチメディア（ やテレビを見る、ビデオを編集するなど）、
プレゼンテーション（発表資料の作成やパソコンを使った発表） としてある。



大学入学前のパソコン利用状況の推移（高橋・福嶋・樽磨・正木・佐藤・北室）

学校で習った というものは、 年度より徐々に増加し、 年度で ％に達してい

る。さらに、 年度にはその割合が一段と増加し、 ％となり、 年度には ％に達し

ている。 年度に比べて ポイント程の増加となっている 年度入学生は、高校におい

て教科 情報 の必修化が完全実施された年に高校に入学した学生であり、その状況がよく

わかるデータとなっている。本来ならば、 ％になるはずであるが、習っていないとする

ものが ％程度いるのは、浪人生や留学生が含まれること、回答者の思い違い、あるいは、

いわゆる 未履修問題 などが関係していると思われる。

アンケートでは高校で学んだのか、中学で学んだのかなど、具体的に どこで習いました

か という質問をしている。その中で 高校の授業 と答えた者の割合をまとめたのが図

である。これによれば 高校の授業 と答えた学生の割合は、 年度から 年度までの

％ ％に対し、 年度は ％と一段と増加している。なお、グラフは全回答者

に対する割合を示しており、 高校で習っていない とするものの中には、 学校で習ってい

ない あるいは 忘れた などの回答者も含まれている。 学校で習った と答えた回答者

のみに限定すれば、 高校で習った とする学生の割合は、 年度で ％、 年度で

％、 年度で ％であった。これは、明らかに、教科 情報 が必修化された結果

であろう。

さらに、アンケートでは、中学・高校での学習内容を把握するために 実習であったか講

義であったか 、 実習ではどのようなことを習ったか を問うている。その結果をまとめた

のが図 、図 である。これに見るように、ほとんどで実習を行っており、その内容の主な

ものは 基本操作 、 ワープロ 、 表計算 および インターネット となっている。

この結果で注目したいのは、 表計算 を習ったという割合が 年度から増加している

点である。また、新たに追加した項目のため 年度以前の状況は不明であるが、 プレゼ

図 大学入学以前の学校（小・中・高）での学習状況



ンテーション も 年度に伸びていることがわかる。これは、高校での必修化を受けて、

ワープロ・表計算・プレゼンテーション というオフィス系ソフトの指導に主眼が置かれ

てきたことを物語っている。また、 インターネット が伸びてはいるものの若干、伸びが

鈍っているように見受けられ、 ゲーム や 作図・作画 など、指導の際、まず 学生が

興味を引く事柄 として教えてきたと見られる内容がやや低下傾向である。このようなこと

から、高校等においては、移行期間を経て、初期の まず興味を持ってもらう という指導
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図 高校での学習状況（全回答者に対する割合）

図 小・中・高校での情報教育の状況（全回答者）



大学入学前のパソコン利用状況の推移（高橋・福嶋・樽磨・正木・佐藤・北室）

内容から より実務的な 内容へと変化してきていることが見受けられる。これはまた、

個々の教員の創意工夫で行っていた授業から学習指導要領に準拠した内容に移行した結果と

受け取ることもできる。いずれにしても ワープロ・表計算・プレゼンテーション という

分野は、大学における基礎的情報教育においても長年 主役 を務めてきた指導内容であ

る。そのことを考えれば、今後高校におけるこのような指導内容がどの程度充実してくるか

に十分注意しておく必要があろう。

次に、 使い方を習ったことについてどのように思ったか という質問の回答状況を図

に示した。多少の増減はあるもののおおむね良好で、 よかった と答えた学生が微増傾向

にある。否定的な意見 （習ってよかったと）思わない という回答をしたものは、調査期

間を通じて ％前後であり、情報教育を好意的に受け取る学生がほとんどであるといえる。

ただし、このことだけでパソコン操作に対する 苦手意識 が無いと判断するにはいたらな

いということに注意しておく必要があろう。

年度アンケートからは、高校での情報の必修化の状況を見るための質問を新たに設け

た。質問は、教科 情報 の 科目 情報 ・ 情報 ・ 情報 について、それぞ

れ何年生で学習したかを問うたものである。図 はこの質問に対する 年度生の回答をグ

ラフにしたものである。何年生の時に学習したかわからない ）としたものも含めて、本学

に入学してくる学生のほとんどは 情報 を学習してきたことがわかる。

その他、関連の質問として、 情報 ・ ・ 以外の科目でパソコンを使用した授業を受

けたことがあるか を質問しており、 ％ほどの学生がその他の科目でも使用したと答えて

図 中学・高校の授業の実習で習った事柄（学校で習ったという学生）

） わからない と回答した学生には、習ったかどうか忘れた者も含まれている。ただ、高校で習ったと
答えた者の状況から見てほとんどは情報 を学習してきたものと考えることができる。



いる。なお、本学では商業系の高校からの進学者が比較的多いこともあり、 ％ほどの学生

は実務系科目で学習したことがあると答えている。

．情報機器の所有状況と家庭でのパソコンの利用

次に、パソコン等の家庭への普及状況を見てみる。図 に示したのは家庭にどのような情

報機器を所有しているかを示したものである。 パソコン の所有率は、 年度では ％

程度であったものが、年々増加し、 年度には 割を超え、 年度には ％に達してい

る。また、 携帯電話 の所有率は調査期間を通して高い水準にある。その他 電子辞書

の所有状況が 年から急に増加しているのが目立っている。
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図 学校で使い方を習ってよかったか

図 情報 ・ ・ を学習した学年（ 年度データ）
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また、家庭にパソコンを所有しているという学生について、そのパソコンを 自分が使っ

ている という学生の割合を示しているのが図 である。 年度には家庭にパソコンがあ

りながら使用していないものが半数近くいたのに対し、 年には、 割以上の学生が家庭

にあるパソコンを使用するようになってきている。

家庭にあるパソコンを学生自身がどのような用途に利用しているかをまとめたのが図 で

ある。 インターネット や ゲーム の利用が多く、次いで 文書作成 、 の視聴な

どの マルチメディア となっている。 計算集計 や データ管理 などの実務的利用は

あまり多くはない。もちろん、学校の課題等を除けば高校生が家庭のパソコンでそのような

ソフトを使う必要性はあまりないと思われるので、当然の結果ともいえよう。

．入学前の情報教育の学習経験とパソコン等の使用状況

これまでも、いくつかの結果について高校等で情報教育が普及したことの現れが見て取れ

ることを指摘したが、ここでは、高校等で 学習してきた 学生と 学習してきていない

学生についてパソコン等の利用状況にどのような差があるか 、 の分析結果を紹介する。

図 に示したグラフは、パソコンの所有率の比較である。家庭でパソコンを所有するかど

うかは高校での情報教育の有無だけで決まることはもちろんないが、データに見るように、

調査期間を通じて、学校で学んだ経験のあるものの方がパソコンの所有率が数ポイントから

ポイント程度高い傾向にあり、学校で学んだということが少なからず影響していることが

わかる。

また、図 は、 家庭にパソコンがある と答えた学生について、そのパソコンを 自分

図 自宅での情報機器の所有率



が利用している という学生の割合を、高校などでの 学習経験がある 学生と 学習経験

が無い 学生別にグラフにしたものである。ここでも、習わなかった学生より習ったという

学生の利用率が高い傾向にあることがわかる ）。

その他、利用内容等についても同様に 習っていない 学生と 習った 学生との利用状

況には差異がみられた。例えば、 表計算 については ポイント程度、習っている学生の

利用率が高いという結果になっている ）。このように、学校で学ぶということが、家庭での

パソコンの利用率に見るように普段の利用状況に少なからず影響を与えていることがわかる。
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図 自宅のパソコンの利用状況（自分が使用しているという学生の割合）

図 自宅のパソコンの利用内容（自分が使用しているという学生）

）図 ・ で 年度および 年度で若干差が広がっているように見える。ただ、この 年、特に
年度は習っていないという学生が少数であるため精度がそれまでに比べて劣ることに注意されたい。
） 年までの分析では、ソフト別に比較をし、どのソフトも習った学生の利用率が高いという結果を得
ている。今回は、習わなかったという学生がごく少数となったため一部のソフトのみの比較を行った。



大学入学前のパソコン利用状況の推移（高橋・福嶋・樽磨・正木・佐藤・北室）

．まとめと考察

本学において実施してきた 入学前のコンピュータの利用経験等に関するアンケート調

査 の 年度 年度の 年間の主な結果についてまとめてきた。分析の結果、本学の

学生のパソコン等の利用状況に関して以下の点が明らかになった。

・家庭へのパソコンの普及、高校での教科 情報 の必修化などにより、ほぼ ％の

学生が何らかの形でパソコンを使ったことがある。

・約 ％の学生がパソコンを日常的に利用、あるいは時々利用している。

・パソコンの利用場所は、学校が ％、ついで自宅が ％となっている。

・パソコン等の利用方法は学校の先生から学んだという学生が約 ％ともっとも多い。

・利用内容は、インターネットがもっとも多く、ついで基本操作、ゲーム、ワープロで

あり、表計算、プレゼンテーションの利用が増加傾向にある。

・学校で学んだことは、基本操作、ワープロ、表計算、インターネットが多く、プレゼ

図 高校で習った学生と習わなかった学生のパソコン所有率の比較

図 高校で習った学生と習わなかった学生の自宅のパソコン利用率の比較



ンテーションも増加傾向にある。

・高校において、ほとんどの学生は 情報 を学習してきている。

・家庭へのパソコンの普及率は約 ％で、家庭のパソコンを ％の学生が利用してい

る。

・パソコンなどを習った学生の方が、パソコンの所有率、利用率とも高い傾向にある。

この調査結果から、学校で教わったということがひとつの契機となってパソコンを所有

し、普段そのパソコンを使ってインターネットで様々な情報を入手したり、あるいはゲーム

で遊んだり、 などを視聴して楽しむなど、パソコンやネットワークを情報収集の手段

やエンターテイメントツールとして利用しているという実態が明らかになった。ただ、この

ような使い方は学校教育の場であえて取り上げなくても、周りの環境次第で使えるように

なってくるともいえる。しかし、やはり身近な情報だけから学ぶ使い方には限界があること

もデータが示している。たとえば、表計算ソフトやプレゼンテーションソフトは、ビジネス

の現場では必須ともいえるソフトであるが、このようなビジネス系ソフトについては、学校

で教えなければそれを使う機会はあまりない。やはり教育の場で指導し、活用させ習熟させ

ていくことが必要であろう。

我々の調査では、情報倫理やセキュリティ意識に関する質問事項を設けていないため、そ

の面での状況の把握ができていない。今後、パソコンやインターネットが コミュニケー

ションツール 、 エンターテイメントツール としての側面が強くなるであろうということ

を考えると、そのような利用をするにあたっての著作権の問題やセキュリティ対策の必要

性、安易なメールのやり取りやブログでの不用意な発言の影響など、様々な危険性について

しっかりと教育していく必要性が高まってくるものと思われる。

パソコンやネットワークの利用率が ％を超えるようになった今、中学・高校での情報教

育が今後ある程度充実してくることを考えれば、それを受けて行う大学での教育を考えるた

めには、さらに具体的な状況を把握する必要がある。例えば、我々はパソコンの利用頻度な

どを習熟度の尺度として見たが、より具体的な質問により どんなことをどの程度身につけ

ているか を知る必要があろう。また、ブログなどのように、数年前までは想定していな

かったサービスやアプリケーションが、小中学生の間でも広く利用されるようになってきて

いるなど、新たな観点から調査する必要性もあると思われる。

また、データの分析過程で生じた、若干の問題点を指摘しておく。それは、質問者の理解

と学生の理解にずれがあると見受けられる回答が散見されたという点である。たとえば、

携帯電話でインターネットをしましたか という質問に対して、普段から当たり前のよう

に携帯電話でメールをしている学生にとっては、メールは 携帯電話の機能 であって、と

りわけそれが、インターネットと関係があるとは思っていないので いいえ と回答すると

いうような事例である。このように、この分野の調査では学生の知識や理解の仕方によって

回答が変わる可能性があり、質問の仕方や文言に十分な吟味が必要である。

さて、インターネットによる情報収集やワープロによる文書作成、 や の

ようなオンライン動画の視聴など、家庭においてはテレビと同じような身近な道具として浸

透してきたパソコンやネットワークを考えると、（極論ではあるが） テレビの使い方 を大

学で教えないのと同じように、少なくとも ワープロによる文書入力 ） のような技能的か
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つ初歩的部分については 情報教育 という教育の一分野としてとらえることが適切かとい

う疑問が生じる。もちろん、我々が前著において主張したように大学教育へのスムーズな移

行を促すための インターフェイスとしての基礎的情報教育 ）の重要性が失われるわけ

ではない。しかし、日常的にパソコンを使い、また、中学・高校でも一定の教育を受けてき

た学生が大半を占めるようになった今、大学においては、それらはすでに身につけていると

いう前提で考えるべきではないだろうか。大学全入時代といわれる現在、もちろん、漢字が

読めない、分数の計算ができない、簡単な英語も理解できないという学生がいるのと同じよ

うにパソコンで文章が書けないという学生も必ず存在する。そうした学生に対する教育と

情報 教育は分けて考える時代が来ているといえよう。

実際の指導での経験や、本稿で紹介したようなアンケートなどにより現状に対する理解は

ある程度一致しても、大学における 情報教育 のとらえ方や在り方については様々な議論

があり、著者らの間でもそれは例外ではない。いずれにしても、コンピュータがあらゆる分

野で必須ともいえる道具となった今、大学で教えるべき 情報教育 の内容やレベル、目的

について、社会人として求められる素養なども踏まえて十分議論していく必要があろう。

．おわりに

この調査は、 年度から 年度まで（本稿では 年度までの結果を分析）の長期に

わたって継続的に行われたものである。その時期はちょうど時代の要請を受けて、中学・高

校において、基礎的情報教育が急速に浸透してきた時代である。もちろん、教育の場だけで

はなく インターネット の普及から ブロードバンドネットワーク 時代へと社会環境も

大きく変化し、今や家庭に 台のパソコンの時代から、一人に 台のパソコンあるいはパソ

コンに代わる高機能・多機能携帯電話の時代、モバイルコンピューティング、ユビキタスコ

ンピューティングの時代へと進みつつある。このような中、長期にわたるこうした調査は大

きな意義を持っていると考える。

本稿では、紙面の都合上いくつかの主要な結果を示したにすぎないが、その結果からも教

育の影響の一端を見ることができる貴重なデータが得られた。当然ながら、中学・高校での

情報教育がどの程度浸透、充実してくるかということに大学における情報教育の在り方は大

きく左右される。今後もその動静に十分注意を払う必要があろう。
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