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2006年度問題における情報リテラシー教育のあり方
Information Literacy Education in the Year 2006 Problem
杉江 晶子 , 大崎 正幸
Akiko SUGIE, Masayuki OHSAKI
「2006年度問題」とは , 2003年度より実施された「新学習指導要領」にしたがった教育を受けた
学生が2006年度から大学に入学するため , 大学側でも高等学校での学習内容の多様化に対応した教
育課程を模索しなければならない , というものである．「新学習指導要領」は「超ゆとり教育」と
批判され , 学生の基礎学力の低下が懸念されている一方 , 情報教育は必修化された．
筆者らは , 名古屋文理大学および短期大学部において ,「情報リテラシー」教育に取り組んできた．
パソコン・インターネットの普及を背景に , 近年「情報リテラシー」教育内容も毎年見直しが求め
られている．とりわけ , 2003年度より高等学校において新教科「情報」が必修として実施されるよ
うになり , 2006年度は「情報」を履修した学生が大学に入学してくる最初の年になった．本稿は ,
短期大学部の2006年度入学生の情報教育の現状とそれを踏まえた今後のあり方を提言したものであ
る．

キーワード：情報教育 , 情報リテラシー , 2006年度問題
information education, information literacy, year 2006 problem

名古屋文理大学短期大学部2006年度入学生を対象に ,

１．はじめに
1990年頃より情報リテラシー教育が注目され始め ,

情報リテラシー教育を行った現状を報告するととも

多くの大学で実施されるようになった．当初はワープ

に , 今後の情報リテラシー教育のあり方を提言する．

ロソフトによる文書作成や表計算ソフトによる表・グ
ラフ作成が主流であった．その後 , パソコン・インター

２．中・高等学校における情報教育

ネットの爆発的な普及を背景に , インターネット検索

2002年度に小 , 中学校 , 2003年度に高等学校の学習

や電子メール , プレゼンテーション資料作成などが大

指導要領がそれぞれ改訂され , 初等中等教育において

学の情報リテラシー教育に導入された．そして2003年

情報教育が本格的に開始した．

度より , これらの情報教育内容が高等学校で必修化さ
れ , 現在に至る．

中学校では2002年度より技術・家庭科の「情報とコ
ンピュータ」という領域に再編され必修となり , 情報

これまでの大学における情報リテラシー教育は , 高

教育の比重が大きく増した．この最初の年の生徒が高

校までにほとんどコンピュータを習得していないこと

校に入学するのが2005年度 , 大学に入学するのが2008

を前提とした教育であったと思われる．しかし , 今後

年度となる．

は , 高校教育によって習得する情報教育のレベルを鑑

高等学校では2003年度より普通教科「情報」が設置

み , 大学での情報リテラシー教育を検討していかなけ

され ,「情報Ａ」
「情報Ｂ」
「情報Ｃ」の３科目が用意

ればならない．

された．そのうち１科目２単位が必修となる．他に ,

このような情報リテラシー教育の変遷をふまえて ,

専門高校向けに専門教科「情報」が設置されている．
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ここでは , 普通教科「情報Ａ」
「情報Ｂ」「情報Ｃ」の
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３．短期大学部における情報リテラシー教育
���
���
������������������������
� �� ����������������
��������������������
���
���
���������������������
������������������������ ������
��������
���
���
������������������������
, 名古屋文理大学短期大学部は
, 食物栄養学科
���� �� ���
���� �����
��
��������
��������
������������������������
�現在
�����������������������
������������������������ ������� �������
���
���
と介護福祉学科の２学科からなり
, 情報リテラシー教��������������������
������
������
������������������������
������� �������
������������������������
���������
������������ ����������
���
���
���������
������������ ����������
��������������������
������
������
������������������������
育は１年次前期に「情報科学」科目の中で実施されて
������������ ��������������

��

���

���������� ��������������
��������
��� �� ������
������������������������
いる．栄養士
, 製菓衛生師 , 介護福祉士を養成する中��������
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3.2 2006年度の情報リテラシー教育
���������
������������
����������
���
���
が求められてきた．
教科 ｢ 情報 ｣ を履修してきた2006年度入学者は , あ

3.1

������������ ��������������
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る程度タイピングスキルがあると思われた．しかし ,

2006年度以前の情報リテラシー教育

短期大学部では , 文書・表作成をスムーズに行う

表２より2005年度入学者と比較して , 入学時にタイピ
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化学部2006年度入学者に対しても , 同様の調査を実施

の能力アップを図り , 専門教育を志向した大学レベル

した．

へと押し上げる内容を模索していかなければならない

①

高校卒業の科（普通科・専門科の別）

と考える．

②

普通教科「情報」の履修年次

③

自宅パソコンの有無

と専門科の情報教育の差により , ますます大学入学時

④

自宅インターネット接続の有無

の情報スキルの差が広がると思われる．したがって ,

⑤

大学入学までの「情報」学習内容

学生の希望に基づく選択科目としての実施や , 能力別

また , 各高校での情報教育や情報環境の差 , 普通科

以下 , 短期大学部について考察する．

クラス編成も考えていく必要があると考える．

⑤の結果より , 大学入学前に大半の学生は文書作成
の経験があり , 表計算は４分の３ほどの学生は経験が

５．おわりに

ある．よって , かつてのようにかな漢字変換から教え

初等・中等教育機関における情報教育の進展により ,

る必要はないが , 思い通りの文書作成がスムーズに行

今後も大学での情報リテラシー教育には常に変化が求

える学生は４分の１程度であった．②の結果より , 高

められ続けると思われる．さらに , 大学入学以前の情

校１, ２年次に操作方法を習ったが , 忘れてしまった

報教育の幅は広がり続けており , ハードウェアやデー

という学生も多く見受けられた．これらの調査結果を

タベースなど , 情報リテラシー以外の多くの情報教育

受けて , 2006年度 ｢ 情報科学 ｣ の講義内容は表３の通

分野においても同様の問題が発生すると考える．2006

り , 2005年度の内容から大幅な変更は行っていない．

年度問題の本質は , 単なる情報リテラシー教育の問題

変更点は , 文書作成と表計算の基本操作の時間を１コ

にとどまらず , 情報教育を主とする学部のカリキュラ

マずつ減らし , プレゼンテーション資料の作成を追加

ム見直しや存続に関わる問題としてとらえられると考

した．

える．

また , ③ , ④の結果より , 自宅パソコンの所有率は
約９割 , そのうち８割弱がインターネット接続環境に
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いると思われる．
情報リテラシー科目は , ソフトウエアの操作能力に
重点を置いた内容となっており , レポート作成方法な
どを指導するカリキュラムは組まれていない．その
ため , 情報検索能力や操作技術は取得できても専門知
識が欠落していること , そして検索した情報を有効に
活用することができないため , 独自の知見を述べたレ
ポートの作成には至っていない．
このことから , 大学における情報リテラシー教育
は , 高校教科「情報」に技術や知識をフォローするだ
けではなく , 情報検索 , レポート作成 , 情報発信など
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