
はじめに

情報通信技術（ ）の急速な進歩を受けて、

情報系科目は教材、教材の選択および講義手法も一層の変革が必要となりつつある。

やそれを主体としたブレンディッドラーニング ）の重要性が提唱されている。

（ ）でも科学的教育法と の効用と注意点が詳述されてお

り、宮地（ ）でも からブレンディッドラーニングへの推移が議論されてい

る。ガニエ他（ ）にみられるように教育工学の分野でも飛躍的な進展がみられ インス

トラクショナルデザイン として種々の手法に多くの進展がみられる。

しかし、それらの諸手法の実践には教材の整備が欠かせない。われわれが担当する初年次

情報系科目である 情報リテラシー も例外でなく、教材・教育手法など多くの解決すべき

課題を有している。本稿では、この 情報リテラシー （以降本科目と略称する。）を対象科

目として採りあげ、直面する諸課題を解決することを目的として行った実践的な活動の一端

を以下に報告する。なお、著者の一人である正木他（ ）に詳細な問題点と留意点の関連

事項の記載があり、一部の参照・引用等を行う。便宜上、同書を 今後既報告と略称する。

最初に本科目の直面する課題を示そう。第 の課題は教育上の問題点の解決である。ワー
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）宮地（ ）、 によれば、ブレンディッドラーニングとは 学生が教室に集まり同時間、同空間に
同経験を共有するという伝統的なスタイルと、通信インフラを媒介としたテレビ会議や、インタネットを
介して提供されるオンラインコースに学生が一人ひとりログインして個人的に行う、 ラーニングという
新しいスタイルを融合させ、相互補完的に用いることによって、より高い学習効果を上げようとする試み
のことをさす。 とある。



プロ（ を主とする）、表計算（ を主とする）の基礎的運用

能力の養成は、 情報リテラシー の基幹であり、科目の主要な目的でもあった。しかし、

高等学校以下の情報関連設備の整備にともない、大学入学以前の情報系科目の教育も充実さ

れつつある。近年では、上述のソフトの基礎的な運用・活用能力を有した学生の比率が増加

しつつある。中でも、商業系高校の出身者は特にその能力が高い。そのため、授業教材によ

り高度な課題を付加する必要と要求が高まりつつある。それらの学生の要求に応えるために

は、より高度の教材を開発し補完する必要がある。

第 はビジネス現場などでの実際的なソフトの運用の状況をどのように採り入れるかとい

う点である。ビジネスの色々な状況では、定型文書などは表計算ソフトエクセルで作成する

事例が増えており、ワードの比重がやや低下している。ビジネス現場でのこのようなトレン

ドの変化等を考慮し、将来的な実際的運用をも見据えた、新鮮な教材の開発が急務である。

第 の課題は、数年ごとに行われるソフトウエアのバージョン・アップにいかに対処する

かということである。近年でも、基幹 ソフトである のバージョンも 、

、 および （ 年 月に発売が予定されている ）。）というように頻繁に更新されて

いる。ビジネス現場で多用され、講義で使用するソフトの一つである、 も

から に短期間の間に移行するという状況にある（ 年には が発

売予定）。これらソフトの更改とそれに付随して新機能が大幅に付加され、その性能が大き

く向上している。これらの更新に迅速に対応した新教材の開発が課題となる。

本報告では第 から第 の課題に着目し、どのような方針で本科目教材の改訂を行った

か、教材改訂作業の概要を最初に述べる。次に、講義の際に実施したアンケート調査を基に

簡単な統計処理を行う。これより、どのような成果が得られたか、その定量的評価と確認作

業について言及する。最後に、それらより今後どのような工夫点が教材および授業時に必要

かなど、課題解決の将来方策について考究する。

．教材改訂作業の概要

既存教材の概要・特色

われわれは学内ネットワークを通じて共有ドライブである ドライブに教材関連ファイル

を保存したパソコン教材として提供している。学生は学内において容易に教材を閲覧、自由

に予習・学習・復習の作業を行うことができる。現況では、学外からのネット閲覧はできな

いが、 メールである メールを用いたファイル転送や メモリーなど電子記

憶媒体に保存することにより自宅パソコン等で教材を自由に閲覧でき、予習・復習の作業を

随時行うことができる。教材に誤謬などが発見されれば、その更新も紙媒体よりかなり迅速

に、ほぼリアルタイムで対応できる。すべての学生に頒布でき、教材購入にともなう学生の

経済的負担を軽減することができる。
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既存教材の内容と教育実践面での留意事項

既報告では教材・講義に関連して多くの指摘がなされた ）。

・受講学生の基礎能力としては キー操作やマウス操作などの基礎技能は、全般的に向上

しておりその訓練は不要である。、携帯端末の普及等により インターネット利用に馴

れた者が増えており、その技能訓練は不要である。 とあり、

・授業の際の留意点として 学生の技能水準に二極分化が起こり、置き去りになる学生へ

の対応が必要である。 とし 最近の大学生の気質に由来すると見られる一般的特徴か

ら、次のような問題にも配慮すべき と認識がある。 習熟度に格差があると、一律に

歩調を揃えた授業は困難である、私語は授業効率を低下させ、未熟者の脱落を誘発す

る。 と述べられ、

・学生気質として、 学生は教員の解説を聞かない傾向が顕著で勝手な判断で実習課題に

とりかかる場合が多い。 とし 授業内容の理解や習熟、教養を高めることには無関心

であり、良い評点のみを追及する傾向が顕著である。 課題をノルマと勘違いし、進歩

の意欲に欠ける。 等である。

一方で講義の問題点としては以下の指摘があった。

・初心者を対象にしているが、実際にはパソコンに習熟した多くの学生が受講してしま

う。 学習水準の格差を助長している可能性は否定できない。 格差の対応策として習熟

度別 授業も考えられる。

・指示の通りにすれば何でもできてしまうが、学生の身に付いているか分からない。より

実践的（実用的）と思われる問題は、後半部分にあるので、そこまで到達する学生が少

ない。到達せずに次のステップに進む。単純作業の問題のみを選んで練習する例がみら

れる。画面上の提示さえも読まずに勝手な判断で実習課題にとりかかる例がある。

・教養を高めることには関心が薄い学生が多く、教養教育を組み込むことがむずかしい。

これらのことから以下のような改良点が示唆されている。

・まず、学生に、何のために何をしているのかを理解させる（文字サイズの強調などの工

夫）。なぜそうするのかの説明を充実させる。学生が から考えて、データやグラフな

どを作る問題を作成する。

・しかしそれぞれの学生に教材のみで対応することは難しく、 ブレンデイッドラーニン

グの利点を生かして指導方法の工夫をあわせておこなう必要がある。

新教材改訂の際の留意点

前節で記載した既存教材の内容と教育実践面での留意事項を考慮し、今回の教材の改訂に

従事した。またソフトウエアのバージョン・アップに対処するため、基幹 ソフトである

から に、 から および から への移行措

置を取った。

改訂の際の留意点は以下である。

・簡潔にして明確な用語の使用。経済・経営および商学系に対応した教材を付加した。

）正木他（ ）



・丁寧語の使用。言葉づかいの である 調から です ます 調に書き換える。表現

を和らげた。

・受講学生の、熟練度に対応した問題の選別と区分表示。必須問題・練習問題・高度な応

用問題などの区分の明確化を行った。

・ソフトの更改および機能追加に対応した、 の新機能を活用したもの。従来

の煩瑣な操作が簡略化されたものがあれば特にそれを選択した。例えば、 に関

連したものとして、 の新機能であるナビゲーションウインドゥ ）の採用で設

問の区分と、表題から設問へのジャンプが可能となった。

・色彩表現を多用し、教材の区分を明確にした。

・ と が連携した例題を強化した。これはビジネス文書の作成の参考を企図

した。

等である。

・更に、実際の教育現場では、講義方針および講義状況に対応した、講義担当者の個人的

な 加筆・修正など自由裁量の余地も残すようにした。

．教材の評価とその確認作業

教材の改訂により、見込まれる成果

今回の教材の改訂は、レイアウトなど多くの変更を行ったが、 へのバージョ

ン・アップへの対応が多くを占めたので、実習課題の内容はほとんど変更していない。教材

改訂にともなう評価は、改訂前教材と改訂後教材の同時使用に伴う比較が必要である。その

ために必要な実験的授業は今回特別に実施していない。評価の側面的な観点と調査の継続性

の保持のため、既報告で実施したアンケート調査をほぼ踏襲して実施した。同時に、学習者

の学習進行状況の個別把握の参考にするため、授業の理解度や満足度と達成度などの度合い

の調査をあわせて行った。

受講学生に対するアンケー卜調査（その ）

既報告と同様、 回目の授業後に 教材のアンケート調査（概要を表 に記載）、

回目に 教材のアンケート調査（概要を表 に記載）を実施した。 教材のア

ンケート調査の回答数は 、 、 、また 教材のアン

ケート調査の回答数は 、 、 であった。

次に 教材のアンケートの内容の一部を表 に示す。

アンケート調査（その ）の検討

ここでは、アンケート調査よりピックアップしてその前回調査との比較等を行う。各々の
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）文書内で見出しを設定し、ナビゲーション ウィンドウ内で選択することによって、選択した見出し部
分への移動が容易にできる。
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調査においては、受講生と教材が異なっている点を考慮しなければならない。しかし、受講

生の大略の傾向を把握するという意味に限定するかぎり、両調査の単純比較するだけでも十

分妥当性を有するものと考えている。なお前回調査では 教材のアンケート調査の回

答数は 、 、 、また 教材のアンケート調査の回

答数は 、 、 であった。

の技術が向上したか？という設問の結果を図 に示す。図 中で

および は既報告での調査結果を意味する。以降図 図

および図 でも同様とする。技術が向上したかどうかについては、 の初心者とあ

る程度の熟練した受講学生ではとらえ方が違う。今回調査で技術向上したかという点で否定

的な割合が増加していることは、熟練した技術を持った受講学生の比率が増大していること

が反映されている。これらの結果は授業時の目視による印象とも合致している。本科目の目

的は 初心者の能力の養成にあり、熟練した技術を持った受講学生にとっては若干不

満足ということを意味している。

問題のわかりやすさに関する設問の結果を図 に示す。わかりやすいという

受講生の割合が増加している。これは の新しい機能であるナビゲーション機能を

採用したことにより、希望する問題の選択が容易になったことの効果が大きいと考えられる。

一方 問題のわかりやすさに関する設問の結果を図 に示す。わかりやすいと

いう受講生の割合が減少している。この点に関する解釈は、重要な問題点であり、色々な解

析と視点から後半で論じる。

説明文のわかりやすさに関する設問の結果を図 に示す。今回の調査では、

問題の説明あるいは指示の仕方のわかりやすさとなっている。わかりやすいという受講生の

割合が減少している。これは説明文を読まない受講生の割合が増加しているという、授業時

での観察結果と対応している。問題文や説明・解説文を読まず性急に問題に着手する受講生

表 教材アンケートの内容

番号 アンケート内容

の技術が向上したか

紙ベースの教材に比べ、教材の使いやすさについて

説明文のわかりやすさについて

例題のわかりやすさについて

問題のわかりやすさについて

表 教材アンケートの内容

番号 アンケート内容

教材の使いやすさについて

解説文のわかりやすさについて

例題のわかりやすさについて

問題のわかりやすさについて

（今回追加分） 問題の説明あるいは指示の仕方のわかりやすさ



の数が顕著に増加している。

アンケート調査（その ） 理解度などの調査。

ほぼ毎回、授業終了時に理解度、達成度および満足度を調査した。理解度は から ま

での値で、授業題目ごとに学生各人の授業の理解の度合いを自己申告して貰ったものであ
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図 の技術が向上したか
（出所 正木他（ ）、 、図 ）

図 の技術が向上したか

図 問題のわかりやすさ
（出所 正木他（ ）、 、図 ）

図 問題のわかりやすさ

図 に関する問題のわかりやすさ
（出所 正木他（ ）、 、図 ）

図 に関する問題のわかりやすさ
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る。同様に達成度は個別項目の課題達成の度合いを から までの値で、授業題目ごとに

学生各人に自己申告して貰ったものである。満足度は個別項目の授業内容・方法に対する満

足の度合いを から までの値で、学生各人に自己申告して貰ったものである。

図 に理解度の および で得られた結果を示す。図中で、縦軸は理解度

を横軸は授業項目を示す。項目が参照計算の場合に理解度の値が特に低いことが特徴的である。

図 に達成度を示す。 および で得られた結果を示す。図中で、縦軸は

達成度を示したものである。横軸は授業項目である。

成績評価の解析

クラスにより成績の差は生じる。その優劣の評価は平均点などに依拠したものが多い。わ

れわれは、講義での小テストや および 講義終了後の確認テストで得られた素

点をもとに得点区分に対応した度数分布をもとにした累積度数分布 ）を作成し成績評価を

試みる。この得点の 累積度数分布を図 に示す。高得点から低得点に降順に表示してい

図 説明文のわかりやすさ
（出所 正木他（ ）、 、図 ）

図 説明文のわかりやすさ

図 理解度のクラス別変化



る。及第点である 点を基準として考えると、 と との傾きの差異が 点くら

いのところでみられる。高得点の割合が ではやや高く、緩やかな傾きをとる。一方

では傾きが急峻であり、高得点者の割合がやや少ないことが識別できる。

図 の理解度曲線のばらつきの多いことと累積度数分布の結果を基にして、 に着

目して、理解度の因子分析を行う。
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）本来は離散分布であるが、ここでは平滑曲線で表示する。

図 達成度のクラス別変化

図 得点の累積度数分布
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．理解度の因子分析

因子分析

因子分析はデータの背景に潜在するものを探るのが目的として多変量解析で多用される。

星野・牟田（ ）にみられるように授業評価にも活用されている。われわれも前節の結

果、理解度に着目してみると、授業各項目について理解度の差が顕著にみられる。その原因

を探るため、因子分析を の学生データをもとに実施し、理解度の差異がどのような

要因に起因するかを確認する試みを行った。対象の学生数は 人で、各人学生の理解度の評

価点を基にして行った。ここで因子分析に使用したソフトは

である。

われわれのアンケート評価項目は 項目と 項目に区分できる。 項目

は、導入、入力、書式、文書体裁、プリント、作表、テストである。 項目として（エ

クセルの導入）基礎事項、処理命令、参照計算、書式体裁、グラフ、 テストがある。

分析の対象としたのはこの中で 項目である。すなわち、（エクセルの導入）基礎事

項、処理命令、参照計算、書式体裁、グラフ、 テストの 項目を観測変数として因子

分析を行った。

実際の因子分析 ）の結果を以下に示す。（エクセルの導入）基礎事項、処理命令、参照計

算、書式体裁、グラフ、 テストの 項目の変数に限定して、主因法を適用する。表

は共通性を示すものである。共通性を見ると を超えていないし、目立って小さい値を

示すものもない。従って除外変数がなく、全項目を対象に因子分析を実行することとする。

表 は 説明された分散の合計 を示している。図 は 因子のスクリープロット で

ある。採択する因子の固有値が 以上とするカイザー基準とスクリープロットより、第 因

子までを採用することとする。

次に因子の回転を行う。ここではバリマックス法により行う。表 は回転前の因子行列

である。表 は回転後の因子行列である。これらの 因子に対応する変数は表中で太字に

）解析の手順などは、村瀬洋一、高田洋、廣瀬毅士共編（ ）および石村貞夫、石村友二郎著（ ）
などを参考にした。

表 共通性

初 期 因子抽出後

基礎事項

処理命令

参照計算

書式体裁

グ ラ フ

テ ス ト

因子抽出法 主因子法



て表示している。

表 は因子変換行列をしめす。

図 は 回転後の因子空間の因子プロット である。因子 軸と因子 軸に結果が表示
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表 説明された分散の合計

因子

初期の固有値 抽出後の負荷量平方和 回転後の負荷量平方和

合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％

因子抽出法 主因子法

図 因子のスクリープロット

表 因子行列

因子

基礎事項

処理命令

参照計算

書式体裁

グ ラ フ

テ ス ト

因子抽出法 主因子法

因子

処理命令

参照計算

テ ス ト

書式体裁

グ ラ フ

基礎事項

表 回転後の因子行列

因子抽出法 主因子法

回転法 の正規化を伴うバリマックス法
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される。因子 では、参照計算、テストおよび処理命令が高い値をとる。一方因子 では、

基礎事項、書式体裁、グラフが高い値をとる。

因子分析の妥当性に関連する信頼性分析も行った。 のアルファ値はほぼ

で、 に近い値をとる。

分析結果の解釈

以下に上記の結果の解釈を示す。恣意性をともなう解釈であるが、第一因子は、やや思考

あるいは数理的思考の度合いが多い場合である。第二因子は、数理的思考の必要度が低く、

やや機械的な操作のみで問題を解き進めることができる場合である。つまり、参照計算では

相対参照、絶対参照などの項目は受講生の理解がやや困難であるという授業時の目視と合致

する。処理命令の場合など 関数の高度な関数の利用を要する場合はやや理解困難な部

類に属する。テストは総合的な高度な思考能力を試されるので同一区分に属すると考えられ

る。これらの理解度はやや低い値をとることにも対応している。これらの第一因子に比較し

て、書式体裁、グラフ、基礎事項などは機械的な操作を繰り返しても結果を得ることができ

る。授業時でも受講生の反応が良いという事実と合致し、理解度が高い値をとることとも合

致する。

表 因子変換行列

因子

因子抽出法 主因子法

回転法 の正規化を伴うバリマックス法

図 回転後の因子空間の因子プロット



従前は受講生の理解度の状況を定性的に把握して、授業に臨むことが多かった。今回の因

子分析はそれらの定性的なわれわれの判断に、定量的な意味づけを提供してくれる。このこ

とで今後の授業時間の適正な時間配分および理解促進のために注力を払うべき重点項目の絞

り込みを行う際の指標を得ることができる。教材開発および教材展示に多くのヒントを与え

てくれる。

．今後の課題と展望

教材および授業を客観的に評価することは困難な作業であり、今後より定量性をより高め

たアンケートと設問方式の開発が急務と考えられる。教育工学特に インストラクショナル

デザイン の分野の進展は著しく、それらの成果の活用が今後必要となろう。アンケート項

目やその評価方法を種々の観点から見直し、検討を加えることでより一層教育効果向上に貢

献を高める努力が今後とも必要となろう。

主観的な観察による受講学生にみられる傾向を述べる。学生の受容性の変化の局面を考慮

に入れる必要がある。既報告でも指摘されているように、一つ目は、ソフトの基礎的な運

用・活用能力を有した学生の比率が増加しているという事実である。中でも、商業系高校の

出身者は特にその能力が高い。そのため、授業教材により高度な課題を付加する必要と要求

が高まりつつある。それらの学生の要求に応えるためには、より高度の教材を開発し補完す

る必要がある。単なる操作手順の解説講義としての役割を再検討する時期が来ている。第二

は、学生間の能力格差は毎年拡がりをみせつつある。上記のパソコン操作に習熟した学生の

比率は高い事実と同時に、比率は少ないが、大学で初めてパソコンやワープロ・表計算ソフ

トに触れる学生が目立つようになってきたことである。詳しい分析はしていないが、大学以

前の情報教育が完全に浸透しているとは云えない、あるいは恩恵を受けていない層と考えら

れる。まだパソコンはやや割高であり、ネット環境を考慮すると、経済的負担の大きさか

ら、パソコンがすべての学生が保有しているとは言い難い。一方携帯情報端末の普及は進展

しており、スマートフォンの保有割合は高い。ただ、教材の学習環境を提供する可能性のあ

る などの保有状況は高くない。これらの状況を反映して、学習習得能力の格差が拡大

している。

諸大学でも憂慮されている類似の事象として、基礎的な読解能力の不足している学生がみ

られる。時間をかけて問題を解くということに躊躇する学生が増えている。ある意味で頑健

な思考能力が欠落してきている傾向がみられる。解答に着手する前に、問題の説明文を読ま

ない。それらの部分は問題を解く際の一種の 手引きあるいはヒント になっているが、そ

れらを活用できないので、最終的に正答に到達することができない。語彙、漢字能力の不足

のため説明文を読むのが苦痛のように感じる人がみられる。長文の説明文は特に苦手と感じ

る人が多く、短絡的に解答に着手する傾向がやや多くみられる。応用的な問題が苦手であ

る。例題から大きく逸脱すると、応用が利かない。これらの事態に対応するためには、全学

的規模でなされている初年次教育と連携し、広い意味での基礎素養の涵養が焦眉の急を要す

ると考えられる。
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おわりに

本報告の結論として以下にまとめられる。

定性的ではあるが、授業アンケート調査の結果より、本教材の使用による

と担当教員の講義を併用したブレンディッドラーニングが定着し、教育効果の向上をみるこ

とができる。

教材評価より、学生の受容性の大きな差異に対応できるように、教材の多様性が求めら

れる。今回行った問題の難易度に対応して区分するという試みによりある程度の教育上の成

果が得られた。しかし、学生の学力差の拡がりが顕著に拡大する場合に対処するにはもう一

段の改良と工夫が必要となる。

定量的な統計分析を併用することにより、教材細分項目の授業時間配分および教材の難

易度に対応した補充項目の追加など教材改訂への指針を得ることができた。

本報告は平成 年度 年度に大阪商業大学教育活動奨励助成費を受け、 初年次情報系

科目の教材の整備と電子化への試み と題した教育実践活動によるものである。関係各位の

ご厚意に深く謝意を表するものである。本稿関連の教材改訂作業は多大の労力を要した。そ

の対応に、平素から共同して教育活動に従事している、教務助手の各位に多大の御手数を煩

わした。分担は教材改訂・アンケート整理に佐藤敦子氏、教材作成・改訂作業に中谷陽仁氏

である。ここに篤く謝意を表する。

参考文献

）

）村瀬洋一、高田洋、廣瀬毅士共編 による多変量解析 オーム社、 年

）石村貞夫、石村友二郎著 による多変量データ解析の手順（第 版） 東京図書、

）宮地功編著 安達一寿他著 ラーニングからブレンディッドラーニングへ 共立出版、

） ・ガニエ、 ゴラス他 著 岩崎信、鈴木克明監訳 インストラクショナルデザインの

原理 北大路書房、

）正木幸子、中谷陽仁、福嶋裕（ ） パソコン技能教材の開発 、大阪商業大学論集、

号、

）星野敦子、牟田博光（ ） 大学生による授業評価にみる受講者の満足度に影響を及ぼす諸

要因 、日本教育工学雑誌、 、

付録

平成 年度シラバスに記載した内容を参考のため以下に示す。

第 回 導入

起動・終了、 の基本事項、ネットワークの概観、 の基本事項、キー入力の基

礎

第 回 入力練習

ひらがな入力、再変換、入力モードの切り替え、文字の検索



第 回 文章を編集する

和英混合文の入力練習、移動と複写、文字列の検索と置換、

第 回 文章の書式を設定する

フォントの設定、字寄せ・割り付けの設定、 線と網掛け。

第 回 文書の体裁を整える

段落の設定、タブの設定、インデント指定、ページ設定

第 回 図形を組み込む

図形の描画・編集、テキストボックスの利用

第 回 表の作成 組み込み

表の作成、表の変形

第 回 の導入

基礎事項、演算命令、複写と移動

第 回 関数の利用

基礎的集計関数、比較演算

第 回 参照計算

相対参照計算、固定参照計算、混合利用

第 回 表の体裁加工

行、列の挿入・削除、幅変更、表示形式 配置の指定、 線・網掛け

第 回 論理判断の利用

論理判断の基礎、組み合わせ、論理関数

第 回 グラフの作成

作図、編集 加工、比較用グラフ、分析用グラフ、変化を見るグラフ

第 回 と の相互利用

表・グラフの相互利用、文章の相互利用、テキストデータの取り扱い

第 回 抽出

並び替えの利用 フィルターの利用、検索関数の利用、間接参照の利用
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