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自習時間ほぼゼロ学生のための論文・プレゼン指導
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抄録

帝京大学2009年度「文章表現」（経済学部2年生必修科目春・秋各２単位）の授業にお

ける情報リテラシー向上を目指す取り組みの成果と課題を報告する。１年次に自習の習慣

がほとんどなく、パソコンの基礎技能さえ習得していなかった学生に対して、レポート作

成とプレゼンテーションの知識・技能について毎回の授業で段階的な技能向上を図った。

その結果、全員が論文形式のレポートを仕上げ、スライドショーによる口頭発表を行える

ところまで成長した。学習成果自己評価と授業評価はいずれも5点満点の4.36点と予想

以上に高かった。次年度の課題として、パソコンについて初級レベルの丁寧な復習から始

めることと、履修放棄者を減らすことが残った。さらに授業改善を進めるには、学習法・

情報活用法の基礎を含む広義の情報リテラシー教育の充実に向けて、大学全体での包括的

な取り組みが必要である。

はじめに

文章表現」は、帝京大学の 王子キャンパスの経済・法・文・外国語の4学部の2年

次必修の総合基礎科目（春・秋各２単位）であり、1年次必修科目「ライフデザイン演

習」（春・秋各２単位) と3年次の各学部学科の専門科目群の間を繋ぐ重要な役割を担っ

ている。2009年度の対象者は、2年生在校生数全9学科4,083名のうち、6学科92クラ

スの3062名であった 。受講生数は平均33.28名（春学期、再履修生を含む）の少人数
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制である。クラスは１年次のままの持ち上がりである。

筆者は、本学着任１年目の2009年度に、専門の図書館課程科目とは別に、経済学部経

済学科の１クラスの「文章表現」を週１コマ通年で担当する機会を得た（木曜５限╱831

パソコン教室）。この科目での指導経験を総括し、広義の情報リテラシー教育の現状と課

題を整理する材料を提供したい。

１.授業開始当初の工夫点

学期開始前の時点で考慮した主な工夫は以下のとおりである。

1.1.マルチメディア教室の通年使用

着任前に、1年次にパソコン基礎を習得していない学生が大多数だと聞いていたので、

とにかくパソコンを道具として自学自習に使いこなせるように習慣づけることを最優先目

標とした。そのため、教室は普通教室ではなくパソコン・マルチメディア教室を通年で使

用することにして、講義よりもPC実習主体の授業とし、発表や討論をはさみながら、パ

ソコンの便利さを繰り返し実感させたあとで、自習時間として毎週最低1時間のパソコン

利用を要する課題を与えた。

1.2. 1年次最低目標到達度の再確認から

この科目は本来、３年次の専門科目・ゼミへの準備段階であるというタテマエを重視す

れば、日常生活上の各種文章の書き方や卒論作成の手順、さらに就職活動に必要な文章作

法全般の表現・表記レベルまでの知識・技能の全般的な習得を目指すべきであろう。しか

し、高望みをしても消化不良に終わることは十分予測できたので、春学期に到達可能な現

実的目標を、論文形式のレポートの書き方の手順と要領に絞ることにした。極端に言え

ば、レポートの内容はとりあえず度外視して、論文形式のレポートの書き方をひととおり

身に着けられればよしとするという選択である。秋学期は、そのレポートのファイルを基

にしてスライドショーによるプレゼンテーションに挑戦させることにした。

1.3.実践的な映像教材の採用

演習主体の授業には、図書形態の分厚い教科書は似合わない。最近の映像世代の学生に

とって興味が持てる、わかりやすい映像教材が必要である。筆者らが監修したDVD版

『情報の達人』シリーズ（2007) は、全３巻で各巻が総論15分と各論7分の全11講から

なり、映像とスライドとテキストというコンテンツ構成が、毎回1講ずつ視聴させて討論

と実習を行い、内容解説のテキストを読んで復習レポートを書かせるという進行を基本し

たい当科目に最適であると判断した。春学期に第３巻「レポート・論文を書こう 誰に

でも書ける10のステップ」、秋学期に第２巻「ゼミ発表をしよう テーマ選びからプレ

ゼンテーションまで」を使用することにした。

1.4.シラバス上の注意

以上のような方針を受講予定者に徹底するべく、春学期シラバスには、成績評価方法の
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項に、「出席（60％）、レポート（30％）、授業参加度（10％）の総合評価。毎回、授業

中に小レポートがあり、次回までの復習レポートがあり、最終回に課題レポートがある。

３分の１以上欠席、レポート未提出、初回・最終回の無断欠席、または出席やレポートに

不正があった場合は自動的に不合格となる」と明記しておいた。学生への要望の項には、

「毎週１－２時間の自習時間の確保が必要」と覚悟を求めておいた。

２.受講生の実態

筆者は、全担当科目の授業の初回にアンケートで受講生に、自習時間、学習環境、学習

姿勢などを尋ねている。また授業開始後も受講生とのやりとりの中でその実態がしだいに

明らかになってきた。気が付いた点は以下のとおりである。

2.1.シラバスを読んでいない

シラバスに「授業初回出席必須」と明記してあるが、読んでいた受講生はほとんどいな

かった。２週目、３週目どころか、中には5週目にふらりと初出席してくる暢気な学生が

いて唖然とした。聞けば、シラバスは読んでいないと言う。シラバスを熟読してから科目

を履修するという習慣がないことがわかる。

2.2.出席チェックシステムに抜け道

出席チェックシステムは、ポータブルな入力装置を教員が教室へ持ち込み、それに学生

が各自で学生証をタッチする方式であり、事実上いわゆる「代行」を排除することができ

ない 。実際、当科目で、ある学生から「先生、友達の学生証をタッチしていいです

か 」と真顔で質問されたことがある。エレベータ内で学生証の授受が行われている場面

に一度ならず遭遇したことからも、「代行」は日常的に行われていることが想像できる。

名指しでの発言機会もないために発覚するリスクはないものと認識されているのであろ

う。少人数クラスでも油断はできない。

2.3.自習時間は大半がゼロ

授業時間外の自習時間は１週間合計で、全22名中19名がゼロ、30分未満が３名、30

分以上の学生はひとりもいなかった。受講生たちが受けてきた１年次の履修科目では、も

ともと授業で宿題が出されていないか、課題を出されても提出しないで済んでいるという

愕然とする数字である。学生の自習時間については、2008年度に文学部教育学科が実施

した１年生悉皆調査がある 。その中で「毎回授業の復習をしている」10％、「していな

い」90％というデータが記載されている。本学の学生の中では、比 的よく自習してい

ると思われる教育学科と比べれば、経済学部平均ではそれを下回ると推測できる。

2.4.パソコンはほとんど使っていない

コンピュータリテラシーを含む基礎リテラシーは個人差が大きい。情報処理や情報リテ

ラシー等の演習科目は必修科目ではなく選択科目であり、しかも希望者が多く抽選となる

ため、もともと希望者全員が履修できる条件がない。自宅でパソコンが使える学生は半数
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以下であり、インターネット環境とオフィスソフト利用環境が自宅にある学生はさらに少

ない。結局、自宅での宿題を課すことには無理がある以上、レポート課題は大学のパソコ

ンを利用するという前提で出すほかはないことになる。

2.5.レポート作成経験が乏しい

１年生のときパソコンでレポートを書いたか 」という設問には、「はい」はわずか5％

程度である。実際、PC教室授業以外の科目でWebClassの教室フォルダを利用している

教員は数える程度しかいない。筆者が講師を務めた図書館(MELIC)主催のレポート・論

文作成「超」実用講座（2010年7月）のアンケート結果では、参加した学生の5-6割が

「レポートの書き方で困っていた」、「今まで習ったことがない」と回答している 。

2.6.図書館活用の機会が少い

1年次に「ライフデザイン演習」の１コマでクラス別に図書館オリエンテーションが実

施されている 。しかし、当科目の受講生に対して、「１年生のとき図書館を使ったか 」

と尋ねると、「はい」はわずか 5％である。図書館オリエンテーションがその後の自発的

な図書館利用に結びついていない実態が浮かび上がる。日常的な図書館利用を促すような

授業設計が行われるかどうかは担任教員しだいである。大多数の1年生が、宿題も出され

ず、図書館で図書や雑誌、新聞、視聴覚資料、データベースなどを利用する機会もないま

まに２年次に進級している 。

３.問題の構造

以上の実態の背景を探ってみると、いくつかの構造的な要因に辿りつく。

3.1.入学試験での選抜基準

２年次当初の学生の情報リテラシーレベルが上記のとおりであるとすると、入学時点で

のそれとの比 が必要である。入学試験で基礎リテラシーの高い学生を選抜すれば、当然

ながら1年次の授業計画ではより上のレベルの到達目標を設定することができるはずであ

る。まずは入試選抜基準が情報リテラシーをどの程度重視しているかが問題である。さら

に、情報リテラシーの入学後の伸びを決める要因は、いわゆる「学力」だけではない。学

ぶ姿勢・意欲や、生活習慣の面も大きい。それらの能力や姿勢・意欲がどの程度まで測定

されているかについての基礎データの分析・評価が必要である。

3.2.初年次教育・導入教育

入学時点での情報リテラシーのレベルが同じ学生であれば、２年次当初の情報リテラシ

ーの差を決定づける最大の要因は、１年次の総合基礎科目での情報リテラシー教育であ

る 。特に、１年次の「ライフデザイン演習」のありかたの影響が大きい。自学自習の

スタディスキルとしての図書館活用法については、１コマだけの図書館オリエンテーショ

ンでは不十分であることは上述したとおりである。「ライフデザイン演習」の個々の担任

の取り組みを問うだけでなく、大学全体の初年次教育・導入教育という枠組みで問題を捉
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え直すことが必要である。

初年次教育・導入教育の中での学習成果が期待どおりに出ていないのであれば、カリキ

ュラムのレベルで原因を探り当てることが改善の前提になる。「ライフデザイン演習」科

目の全クラスの到達目標、授業計画、指導内容、教材、教授法など様々な要素の再検討が

必要であろう 。

3.3.図書館利用者教育

学生が図書館を活用できない最大の理由は、大学入学前の学校時代に図書館利用教育を

受けていない、あるいは受けても身についていないという実態にある。したがってその図

書館活用力の不足を放置したままでは、大学教育における授業外の自学自習自体が成立し

ないことになる。初年次教育・導入教育における図書館利用者教育あるいは情報リテラシ

ー教育の重要性について理念の確立とカリキュラムへの展開がどこまで可能かという問題

に行きつく。

3.4.パソコンスキル

1年次中に自習課題としてレポートを作成するという経験が乏しく、たまに出されたレ

ポートは手書きで済ませていたという全般的な状況の結果として、1年次の各授業の中で

の学生のパソコン利用については少い原因を突き止める必要がある。パソコン教室の利用

が少ない、パソコンの基本操作が教えられてない、WORDによるレポート提出が指定さ

れていない、レポート作成の基本手順が教えられていない、等々の事情が、パソコン

（WORD）によるレポート作成の経験を前提にして2年次授業を開始することを困難にし

ている。２年次の総合基礎科目が１年次の総合基礎科目の続編・応用編になっていないと

すれば、各年次間の接続・連携がうまく機能していない点が問題である。2年次の「文章

表現」科目が成果を上げるには、パソコンやWORDの基本操作を1年次の科目で済ませ

ておくためのカリキュラム上の方策が不可欠である。

４.授業進行途中の工夫点

カリキュラム上の構造的な問題については、中長期的な改善計画が必要である。しか

し、その間、担当科目の授業のレベルで改善できる問題があることも確かである。受講生

が、自習課題を出されたのに無視しているのであれば怠慢を責められるべきであろう。し

かし、指示されないから自習をしていないのであれば、彼らの怠慢ではない。多くの学生

がレポートの書き方や口頭発表のしかたを知らないという現状は、単に教えられていない

からにすぎない。改善を要するのは、教え方の方ということになる。

以下では、情報活用者としての自立を理念目標とする情報リテラシー教育という枠組み

のもとで、筆者自身による長年の図書館利用者教育の経験を踏まえて 、最新の授業改善

の理論 (を援用しつつ、実際に授業運営で試みたいくつかの工夫をご紹介する 。
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4.1.出欠確認は確実に

公正な出欠確認の大前提は出席システムでの学生証タッチの「代行」を封じることであ

る。授業開始時にはひとりずつ復習レポートのプリント版を教卓上に提出させ、出席者数

を数えて、欠席者をチェックするようにした。授業中は、指名して発言を求めることによ

って、たとえ全員を指名することがなくても、 代行」抑止効果は上がる。

4.2.協働性の導入

１年次の「ライフデザイン演習」ではクラスメート同士が親しくなる機会が意外なほど

少ないという実態が明らかになったので、学生が困ったときは、授業外の自習時間でもク

ラスメート同士で助け合える仕掛けとして受講生メーリングリストを用意した。個人的な

相談にも応じられるよう教員個人アドレスへのメールによる相談も受け付けた。

4.3.自由な雰囲気づくり

初回授業から、フランクでフレンドリーなクラスの雰囲気づくりを行い、疑問が生じた

らいつでも質問できるように教員との信頼関係を段階的に強化していった。躓く学生が多

い場合は授業計画を柔軟に変更し、演習の中で個別指導の時間を設けて脱落者が出ないよ

う配慮した。

4.4.具体的な目標イメージを持たせる

最終成果物として具体的な目標イメージを持たせるため、完成論文の形式見本を渡して

おいた。同時に、論文形式の構成、注・引用文献の記述法などの書式も、覚えるよりもま

ねすることで身に着くよう配慮した。毎回の授業の解説自体をスライドショーで見せるこ

とで、プレゼンテーションの実演見本とした。

4.5.ステップバイステップで着実な前進

レポートの完成という最終目標に向けて、作業レベルで段階的な小目標を予め提示して

おき、毎回の授業では各小目標をステップバイステップでクリアし、成果の積み重ねによ

る着実な前進を実感できるようにした。欠席者にも、復習レポートを提出しないで済む言

い訳を封じるために、授業配布プリント残部を図書館で保存・配布するようにし、同時に

WebClassシステムの教室フォルダ上での配布と提出を可能にした。ステップごとの脱落

者を出さないよう授業中にレポートの良い点を褒め、要改善点を指摘した。毎回の自分の

レポートを細部まで教員が読んでいるという感覚を与えることによって緊張感と充実感を

維持させた。

4.6.自己効力感の増進

授業設計上の基本方針として、毎週１時間以上の自習時間を課し、自習の習慣づけを図

った。ただし、負担感が大きすぎると受講放棄という逆効果を生むので、気合と根性の

「がんばり」を強要しないよう配慮し、学習する楽しさと成長する喜びによる自己効力感

の増進をテコにして自発的な学習意欲の醸成を図った 。
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4.7.実用性の重視

パソコンに関しては「パソコンに
・
つ
・
い
・
て
・
学ぶ」から「パソコンを

・
使
・
っ
・
て
・
学ぶ」に学習姿

勢自体を転換することを目指した。知的生産活動のためにパソコンを道具として使いこな

すにはパソコンの便利さを体感することが重要である。授業時間の最後に、その日の授業

内容の振り返りと定着を図るため、WebClassシステム上の教室フォルダ内の「配布」フ

ォルダに格納されているミニアンケートをPC上に取り出して記入し、「提出」フォルダ

へ提出させ、次回までの復習レポートは所定の書式どおりにWORDで作成し、前夜19

時まで提出させた。他科目でも応用できるよう、ファイルの再利用やメールによる質問や

ファイルの送受信などでもパソコン活用の習慣づけを図った。

4.8.講義形式から演習形式へ

授業運営の基本方針を、講義とノートテイク主体の記憶重視から演習主体の体感重視

へ、授業時間内完結型から応用復習重視型へと切り替えた。前夜に提出された全レポート

を事前に熟読しておき、授業の冒頭に小発表と討論を行い、プロジェクターで投影された

大画面上でレポート書式の不備や誤字も指摘し、全員で反省点の共有を行ってから次の演

習に臨むようにした。

4.9.研究テーマ設定は興味本位で

各自の研究発表テーマは、教員側から一方的に与えるとモチベーションが下がる危険が

大きいので、アカデミックな限定も付けずに個人的な趣味や部活も含めて興味本位で自分

の好きなテーマを選んでよいことにした（第6章のテーマ一覧を参照）。春学期は論文形

式のレポートを書けるようになるところまで進め、秋学期はそのレポートのファイルを元

にしてスライドショーを作成しプレゼンテーションができるようになることを目指した。

4.10.図書館利用の促進

図書館利用は、大学教育の自学自習の中心となる基本的な活動である。現状の情報リテ

ラシーが低いことは、裏を返せば「伸びシロ無限大」と考えることもできる。レポート・

論文作成やプレゼンテーション準備の作業手順の中で、事前調査段階で用語・概念・概要

を百科事典や辞書、年鑑、白書、統計などで調べさせ、関連文献調査段階で書誌や索引な

どの参考図書やデータベースで雑誌論文を検索させ、見つけた論文の掲載誌をOPACで

検索して請求番号をメモして雑誌のバックナンバーで実際に手にとってコピーしてくると

いう課題を与えた。

また普段馴染みのない視聴覚資料の書誌データをNDL-OPACで検索してOPACで所

蔵を確認し、実際に視聴してみるという課題を与えて資料概念の拡張、AV資料と視聴設

備の存在を認識させた。情報検索については、サーチエンジン万能主義に染まっている学

生たちに文献検索法の基本としてサーチエンジンだけでは検索できない大学契約有料デー

タベースの威力を体験させるよう自習課題を反復的に課した。

総合教育センター論集
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4.11.成績評価は参加度重視

成績評価については、ただ出席さえしていれば、あるいは試験を受ければ単位がもらえ

るという意識の一掃を図った。毎回、前回の復習のプチ発表と討論で学習成果の確認と到

達点の振り返りによって、当初の授業計画の中での現在地を確認しながら、自習への取り

組みや授業中の討論参加度、最終課題発表の質を評価するようにした。最終回は試験では

なく、最終レポート・発表を課することによって各自で学習成果の自己評価ができるよう

にした。成果は教員が評価する前に、学生同士の相互評価を行わせ、表計算ソフトの活用

によってグラフの作成方法を学ばせて改善点の気づきを促した。

５ 授業計画

以上の方針にもとづいて作成し実施した年間授業計画は付録1のとおりである。授業の

冒頭では、前回授業の振り返りを行い、課題レポートの学習成果について小発表をさせ、

それに対してクラスメイトのコメントを求めて討論を行った。復習のあと、その回のテー

マについて解説し、ビデオ教材を上映し、討論と演習を行った後、ミニレポートの記入・

提出、次回までの復習レポート課題の説明を行った。

授業の導入部として、１回ごとに体系的段階的なステップバイステップの学習方式に適

したDVD教材『情報の達人』シリーズの１講（約７分間）を上映し、毎回、授業内にミニ

レポート形式の理解度テスト（8分間程度）を実施し、その知識・技能を応用してみる復習

レポートを課した。ビデオ教材としては、学生を飽きさせないよう、堅いイメージの教育

ビデオだけでなく、テレビドラマ『サプリ』のプレゼンテーションのシーン や、元読

売ジャイアンツ投手の桑田真澄の修士論文作成を報じたニュース番組の映像 を使うな

ど、学生が身近に感じる素材を日頃から収集しておいて積極的に取り入れた。

６.成果物

以上のような授業計画に基づいて、自分が好きなテーマで論文形式のレポートを書くと

いうステップ学習を積み重ねた結果、学生たちは春学期末には形式要件はほぼ満たした

（内容はともかくとして）レポートを1本書き上げることができた。論題は表1のとおり

である。ご覧のとおり、音楽、映画、スポーツ、ファッションなど趣味娯楽系のテーマが

ほとんどであり、学術的な主題からは程遠いものである。しかし、レポートの形式要件を

学ぶということだけでも、学生の「社会人基礎力」の向上という大学全体の教育目的に合

致しているはずである。３年次の専門科目やゼミ、その後の卒論制作、さらには就職活

動、その先の就職後の職場での各種の報告書作成や、企画立案・提案という実務に確実に

役立つビジネスリテラシーに確実につながるからである。

この論文形式のレポートを夏期休業中に深め、仕上げて提出することを課しておき、そ

の論文のファイルを素材にして、秋学期にプレゼンテーションのスライドショー作成へと

－ 90－

情報リテラシー底上げ奮戦記 自習時間ほぼゼロ学生のための論文・プレゼン指導



つなげるように誘導した。

７.成績評価

春学期は、当初の名簿上の履修登録者29名中、出席ゼロ2名、前半で放棄9名で、修

了者は18名であった。うち秋学期継続履修者13名は全員修了した。成績評価は表2のと

おりである。

８.学習成果自己評価

受講生の学習成果自己評価レポートの結果は付録3の図1と表5のとおりである。5点

満点で平均4.36点であった。記述の中には、「今までは家で課題をやる習慣がなかったた

め、少しではあるけれど習慣付いた」「私は自分でテーマを探し、調査するような本格的

なレポート作成を経験したことがありませんでした」「WORDの存在も、この授業を受

けるまでは知りませんでした。しかし、この授業のお蔭でWORDを使えるようになり、

今までにほとんど書くこともなかった文章も書けるようになりました」（原文のママ。詳

細は付録6参照）などの例に見られるとおり、１年次に習っていないパソコンスキルが身

につき、プレゼンテーションやレポートの書き方の標準手順を学んで自己流を卒業でき、

友人との協働の中で楽しく学べて、情報の検索・整理・表現の実力は確実にアップして、

他科目でも応用できて成長を実感できた、という自己評価が大多数であった。

表２.受講生数と成績評価

成績評価 S A B C D R 履修者合計 修了者 履修放棄者 放棄・不合格率

37.9％11172912025100春 学 期

秋 学 期 2 5 3 3 0 6 19 13 6 31.6％68.4％

62.1％

修了率
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９.授業評価

学生自身による授業評価は、付録4の図2と表6のとおりである。授業満足度は5点満

点で平均4.36点であった。「今までパソコンの授業は分かりにくいことばっかで苦手な

科目でしたが、この文章表現は分かりやすいので嬉しいです」「PCのことを１からちゃ

んと教えてくれる丁寧さが良かった」などの記述に見られるとおり、楽しい映像教材、復

習に役立つプリント教材、双方向討論型の運営、自分の好きなテーマによるプレゼンテー

ション実習などの実用的な内容とフランクな雰囲気などが大変好評であった。大半がパソ

コン初心者であるため、初歩からのより丁寧な指導が必要だという点が今後の改善点とし

て多く挙げられた。

10.教材評価

春学期に使用したライブラリービデオシリーズ『情報の達人』第3巻「レポート・論

文を書こう 」の評価は、付録5の図3と表7のとおりである。役立ち度平均4.44点で

あった（秋学期修了者13名、回答者9名、回答率70%）。秋学期に使用した同第2巻

「ゼミ発表をしよう 」については、役立ち度平均4.00点であった（同、回答者11名、

回答率85%）。記述には、「いくつものステップを設定していることによって順序を理解

するのにとてもわかりやすかった」「教科書ではなく映像資料であることに好感を持てま

した」「特によかったと思う点は本題に入る前に見せる例え話です。石川啄木の詩や寿司

のネタ、宝探しを題材にした例え話は印象に残りやすく、勉強している緊張感をやわらげ

てくれた」「ひとつひとつきちんと進めれば論文やプレゼンテーションが完成する作り方

だったのでこの授業では正解だった」「さらにビデオの内容をわすれたときもスライドを

確認することでより学びやすかった」など、全体に大変好評であった。

11.成果と課題

以上のとおり、個人的な工夫を重ねた実践の結果、学習成果自己評価と授業評価と教材

評価で予想以上の評価を得ることができた（アンケートの記述は付録6のとおりである）。

同時に、2年生全体の情報リテラシーの底上げを実現するという基礎教養科目の目標に向

けて、今後さらに一層の授業改善を図るには、この「文章表現」という科目の92クラス

全体として以下のような課題も見えてきた。

１）工夫成果の公開化・共用化

授業改善においては、教員が各自の専門分野の知識と経験を活かしつつ、授業方法の創

造的な工夫を重ねることが重要である。実践の中で、オリジナルなテキスト、補助教材、

ミニレポート、学習成果チェックシート、授業評価アンケートなどのワークシート類の開

発も行われるはずである 。それらを同じ科目の担当教員同士で必要に応じて相互に参考

にしたり共用できるようにすれば便利である。ただし教室内の工夫成果は外部からは見え
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にくいため、公開授業の拡大 の他、個々の教員レベルを超えて、学部学科や専攻のレ

ベル、あるいは全学的なレベルで成果の公開共同利用の仕組み（例えば、WebClass上

で）を工夫する必要がある。

２）標準化・共通化

2年生全体の情報リテラシーレベルの総合的な底上げを実現する工夫には、各クラスご

との個々の教員による創意工夫ある改善の取り組みと並んで、共通の尺度による授業評価

も必要になる。そのためには、必要最低到達目標（minimum requirement）の設定、共

通の教科書、副教材、映像教材、ワークシートなどによる授業運営の標準化・共通化が課

題になる。

３）パソコン利用を要する自習の必須化

1週間の合計自習時間が30分未満の学生がほとんどであるという現状に対しては、文

科省の「単位制度の実質化」方針に添って、とにかく全授業で毎回、自習レポート課題を

出す必要がある 。また、パソコンリテラシーの習得機会が極端に少ない現状に対して、

パソコンと学内LANの利用を促進するには、できるだけ多くの科目で、資料配付とレポ

ート提出をWebClassシステム上の教室フォルダで行うようにして、学生にパソコン利

用を習慣づけることが有効である。

４）図書館の指定図書制度の活用

ファイルサイズ制限のために教室フォルダに格納できない動画系の視聴覚資料は、図書

館（MELIC）の所蔵資料として指定図書扱いとするなどの措置が必要である。何らかの

形で全教材を公開状態に保つことによって、授業欠席者が、欠席を理由にレポート作成を

免れることができないような条件が整備される点も重要である。

12.授業環境の整備

学内ネットワークを通じて提供されている各種の教育研究支援システム（WebClassや

WebCTなど）を教員・学生の双方が活用するには、学生のパソコン利用環境の現状がハ

ードウェア面でのネックとなっている。大学全体で、学習法・情報探索法・整理法・表現

法の基礎を含む広義の情報リテラシー教育をより実践的な内容とより実用的な方法で充実

させるには、授業環境整備の一環として以下の点の改善が急務であると思われる。

１）全学的なパソコン利用環境整備

授業と自習においてパソコン利用を促進するには、全学生がいつでも自由にパソコンと

ネットワークを使えるような機器環境が必要である。マルチメディア教室の不足、インタ

ーネット環境整備の立ち遅れ、パソコン個人保有率の低さ等の現行条件のもとでは、パソ

コンリテラシーの大幅な向上は望めない。大規模な設備投資でなくても、以下のような比

的安価な改善プランを検討してみる価値はあると思われる。

・パソコンを全学生にひとり１台持たせる（5万円程度のCULV仕様で充分）

総合教育センター論集
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・キャンパス内に無線LANを完備する（教室固定パソコンでは設置数の限界がある）

・MS-OfficeProfessionalアカデミック版を大学でキャンパス契約する（各自購入より

割安）

・教員貸出用のノートパソコンとプロジェクターとスクリーンのセットを多数用意する

（全教室のマルチメディア化実現までの代用策）

・全教室マルチメディア化を実現する（中長期計画）

２）基礎教養科目と専門科目とのスムーズな接続

情報リテラシー教育の観点からすると、基礎教養科目と専門科目とのスムーズな接続を

実現するためには各科目での反復的な指導が欠かせない。ライフスキルとアカデミックス

キルとキャリアデザインの３領域については、到達目標と指導方法の総合的な見取り図を

体系化し、１年次から４年次までの螺旋型の段階的なカリキュラムを設定して、その各部

分を各授業が担う形で積極的に指導展開していく必要がある。

３）共通教材の活用

導入教育委員会やFD委員会で検討・提言された全学的な授業改善目標は、個々の教員

の個別の工夫だけで達成することは難しい。効果的効率的な授業改善を図るには、教科

書、教材、ワークシート等を共用化・共通化し、選択的に活用できるような授業環境整備

が不可欠である。

13.基礎教養科目での図書館課程コンテンツの活用

当「文章表現」科目で開発されたコンテンツと授業運営方法論について、他の科目での

応用展開の可能性が見えてきた点を書き添えておきたい。

１）情報リテラシーは学ぶ側・教える側の双方に必要

図書館課程の各専門科目のコンテンツ（例えば文献探索法やデータベース検索法）が、

基礎教養科目における情報リテラシー指導に当たってほぼそのまま流用可能であり、充分

に効果的であった。アンケート記述によると、司書科目では「全学生必修とすべき内容」

という評価が目立ち、特に教職課程履修者向けの司書教諭科目では、「教員志望者必修と

するべき内容ではないか」という指摘があった点は注目に値する。基礎的情報リテラシー

が学ぶ側・教える側の双方に必要であることに学生たち自身が気付いているのである。

図書館課程の専門的コンテンツを基礎教養科目へ織り込んでいくという方向性は、学

内の知的人的資源の有効活用という観点からも有望である。これが実現できた程度に応

じて、図書館課程の授業内容も、基礎的な情報リテラシーの底上げからより専門的な内

容の高度化へとシフトすることができるので、専門資格科目の授業の質的向上を期待で

きる。

２）レポート・論文作成法はどの科目でも反復応用可能

逆に、基礎教養科目のコンテンツ（例えばレポート・論文作成法）は、図書館課程の各
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専門科目の授業の中で、反復応用型の演習として毎回のレポート課題という形で取り入れ

ることが実に有効であった。この点は、内容、教材、ワークシート等の共用化も含めて、

他の基礎教養科目や専門科目でも授業改善の共通のヒントになるにちがいない。

３）教員能力開発研修へも活用可能

図書館課程のコンテンツが、教員能力開発（FD）の研修コンテンツとしても活用でき

る可能性が見えてきた。大学全体で広義の情報リテラシー教育の底上げを実現するには、

教員側の能力開発が欠かせない。学内ネットワークや各種の教育研究支援システム

（WebClassやWebCTなど）への投資効率を向上させるという経営的な観点からも教員

研修の充実が必要である 。今後、導入教育検討委員会やFD委員会の場で具体化される

ことを期待したい。

おわりに

本稿は着任１年目の図書館課程担当教員が担当した基礎教養科目のささやかな取り組み

記録である。春学期の当初は、パソコンの基本も習得しないまま２年生になっている学生

が多数いるという事実に当惑したが、学期末に論文形式のレポートを全受講生が書き上げ

ることができ、秋学期には、パワーポイントによるプレゼンテーションを全員で実演し、

相互評価による改善点の確認まで終えることができて、とにかくほっとしたというのがホ

ンネである。受講生の自己評価と授業評価を見て、1年間の試行錯誤が報われた思いがす

る。同時に、大学の基礎教養課程と専門資格課程の図書館学との連携の可能性についてひ

とつの方向性に確信を持てたことが個人的な収穫である。

なお、当科目で使用した配布資料、ミニレポート、スライドショー、アンケート等は

WebClass上で公開してある（学内限定・教員限定) 。

最後に、当科目を担当する機会をいただいたことに感謝したい。また、教務グループ、

情報処理センター、図書館のスタッフ各位にも多大なご支援にお礼を申し上げる。当報告

が本学の授業改善に多少とも貢献できれば幸いである。

総合教育センター論集
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注・引用文献

１）「ライフデザイン演習」相当の科目は、キャンパスライフ、アカデミックリテラシー、キャリア
デザインの3分野を内容とする。名称は学部により「基礎教養演習」「日本文化基礎演習」「教
育研究リテラシー」「人文演習」などと異なる。

２）「文章表現」相当の科目は、教育、経営、経済、史、日本文化、法律の6学科で設置されてお
り、名称は学部学科により「文章表現法演習」「日本語表現」などと異なる。「文章表現」より
広い内容を想定している学科は3学科あり、社会学科は「社会学基礎文献研究」、心理学科は
「心理学基礎文献研究」、外国語学科は「プレセミナー」としている。

３）仁上幸治・野末俊比古監修『情報の達人』全3巻（DVD版33講）,紀伊國屋書店,2007（ライ
ブラリービデオシリーズ）内容構成は付録2を参照。

４）2010年度からはデバイスは教室入口固定型に変更されたが、タッチの「代行」を防げない点は
改善されていない。授業中に指名して発言させる等の抑止策が必要であろう。

５）柴田彩千子；浪越一喜「帝京大学文学部教育学科2008年度入学生の生活実態に関する調査研
究」『帝京大学文学部教育学科紀要』(34),2009.3,pp.81-96.2008.6.4-7.14実施、配布数
401、回収数338、回収率84.3%である。以下のデータ中、「毎回授業の復習をしている」10
％、「していない」90％という数字には、本学の学生の中では、比 的よく自習していると思
われる教育学科でも10％しかいないという実態が読み取れる。

一ヶ月の読書冊数
(まんが・ファッション誌を除く)
ゼロ：. 32.2%
1冊：. 31.4%
2-5冊：. 29.3%
6-10冊：. 3.3%
11-20冊： 2.1%
21冊以上： 1.2%
毎回授業の復習をしている
している：. 10％

していない：. 90％
授業の参考文献を読んでいる
している：. . 23.4％
していない：. 86.6％
図書館を利用している
そう思う：. . 30.2%
どちらかといえばそう. 30.5%
どちらかといえばそう
思わない. . 17.8%

そう思わない. 18.0%

同研究は、今後の課題として、1）積極的な読書指導、2）復習を促す工夫、3）週31時間以
上のアルバイト学生への支援、4）4割の非教職志望者への教育学の幅広い学習・キャリア支援、
の4点を挙げている。当科目にとっては、このうち特に(1)と(2)に注目しておきたい。

６）帝京大学MELIC講座「レポート・論文作成「超」実用講座」第1回「即効入門編：ただの感
想文じゃダメだったのか!?の巻」（2010.7.21,2階情報学習室）：
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos9.html#e201004
ポスター：https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/20100721.pdf
アンケート結果」：https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/report20100721anketosyukei.pdf
帝京大学MELIC講座「レポート・論文作成「超」実用講座」第２回「執筆準備編：いきなり
書き始めちゃダメだったのか!?の巻」（2010.12.15）の案内と報告を参照。
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos9.html#e201004
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos17.html

７）帝京大学総合教育センター編著『ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ』帝京大学,2009.本書中の図書
館の章「大学の図書館を使おう」は下記で一般公開されている（他章は学内限定公開）。：
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/LD2009ch2.pdf

８）この点については、著者の担当している司書課程科目の2,3,4年生に授業中に尋ねた結果と合
致している。「図書館の視聴覚ブースを使ったことがあるか 」「雑誌バックナンバー書庫を使
ったことがあるか 」に対して、いずれも「はい」は5％程度しかいない。司書課程を履修し
ている学生でこの数字である。ほとんどの学生は図書を借りて返すだけの図書館利用しか経験
できずに卒業していることになる。
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９）日本図書館協会図書館利用教育委員会編『図書館利用教育ガイドライン(合冊版)』日本図書館
協会,2001.8.

10）日本図書館協会図書館利用教育委員会編『図書館利用教育ハンドブック（大学図書館版）』日本
図書館協会,2003.3.

11）佐藤浩章編著『大学教員のための授業方法とデザイン』(高等教育シリーズ；150)玉川大学出版
部,2010.6.

12）仁上幸治「情報検索指導における良い例題・悪い例題（初級編）－素材を集め,問題を作り,要
点を説明する方法－」,日本図書館協会図書館利用教育委員会編『情報リテラシー教育の実践－
すべての図書館で利用教育を－』（JLA図書館実践シリーズ；14）日本図書館協会,2010.3,
pp.88-108.

13）小田隆治・杉原真晃 編著『学生主体型授業の冒険：自ら学び考える大学生を育む』ナカニシヤ
出版,2010.

14）仁上幸治「司書課程の社会的評価の向上を目指す切り札－情報検索演習における「受講生によ
る授業評価」の集計結果報告－」『法政大学教職資格課程年報』（法政大学キャリアデザイン学
部紀要別冊）(1),2003年度,2004.3.30,pp.66-76.

15）筆者の授業評価関連の集計結果と総括の報告書は以下で公開している。仁上幸治ホームペー
ジ： http://sites.google.com/site/nikamik23/

16）三輪眞木子『情報検索のスキル－未知の問題をどう解くか』中央公論社,2003.9（中公新書
1714）

17）『サプリ』（フジテレビ系列：2006.7.10-9.18。毎週月曜日21：00-21：54）。伊東美咲、亀梨和
也主演のドラマ。プレゼンテーションのシーンは、Episode.09：2006.9.04「二人きりの夜」お
よびEpisode.11：2006.9.18「伝えたい言葉」から一部分を上映した。

18）「桑田真澄 大学院生活に完全密着 球界への提言を卒論に」（日本テレビ：2010.04.0223：58
-24：58/NEWSZERO）

19）2009年度は、前掲の『ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ』が全クラス共通に使用された。2010年度
は、それに替えて以下の市販教科書が推薦教科書として多くのクラスで使用された。大学導入
教育研究会編『よくわかるライフデザイン入門－大学生のための必須学習術－』古今書院,
2010.4.1.126p.¥1900.

20）授業公開記録は以下の総合教育センターホームページで公開されている。
http://www.teikyo-u.ac.jp/hachioji/faculty/educenter/index.html

21）文部科学省「21世紀の大学像と今後の改革方策について―競争的環境の中で個性が輝く大学―」
（答申）（平成10年10月26日 大学審議会）：
http://www.mext.go.jp/bmenu/shingi/12/daigaku/toushin/981002.htm

22）マルチメディア教室活用授業として、専門の担当科目である図書館学Ⅲ（図書館資料論）につ
いての事例報告を『情報処理センター年報』(13),(2011.3.31発行予定）に投稿予定であるの
で参照されたい。

23）WebClass＞＞教室フォルダ＞＞一般教室＞＞H23前期＞＞仁上-FD公開＞＞基礎演習2010春
秋＞＞課題提出
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表3.春学期：文章表現Ⅰ

回 テーマ 内 容 前回復習 ビデオ ビデオ内容 演習 ミニレポート 復習レポート

1
授業オリエン
テーション

伝えるための表現力を
身につけるには？－情
報活用力と自己表現力
を身に付けよう －

―
『情報の達人』
v3-0

総論 レポー
ト・論文を書
こう

―
レポート作成
法反省

レポート作成
法反省

2
レポート・論
文の作成手順

My書式を作って使い
回す－指定の書式をも
とにして＜名前を付け
て保存＞する－

レポート作成
法反省

『情報の達人』
v3-1

レポート・論
文の作成手順

教室フォルダ
の使い方

『情報の達人』
v3-1

書式練習

3
テーマを決め
る手順と方法

人にモノを伝える約束
事を理解する－まずテ
ーマを決め、問題提起
と主張を整理する－

書式練習
『情報の達人』
v3-2

テーマの選択 テーマを選ぶ
『情報の達人』
v3-2

テーマの選択

4
パソコン入門
(1)

ファイル操作に慣れる テーマの選択 ― ― ファイル操作 ― ―

5
パソコン入門
(2)

ショートカットキーを
使いこなす

― ― ―
ショートカッ
トキー

―
テーマの選択
(再)

6
仮アウトライ
ンを作る

主張の箇条書きを接続
詞でつなげてみる－伝
えたいことを論理的に
順序づけて並べなお
す－

テーマの選択
（再）

『情報の達人』
v3-3

事前調査と仮
アウトライン

辞書・事典検
索

『情報の達人』
v3-3

事前調査と仮
アウトライン

7
関連文献の調
査(1)

関連文献は主題調査で
網羅的に－自分の主張
を裏付ける材料を探し
出す－

事前調査と仮
アウトライン

『情報の達人』
v3-4

関連文献の調
査

図書検索
『情報の達人』
v3-4

関連文献の調
査

8
関連文献の調
査(2)

検索結果の整理と保
存－自己流から国内標
準・国際標準へ－

関連文献の調
査

― ― 雑誌記事検索 ―

NDL-OPAC
で図書と雑誌
論文（記事）を
探す

9
新聞記事を調
べる

新聞記事を探す－事前
調査と関連文献調査は
新聞記事データベース
で－

雑誌記事
『情報の達人』
v3-5

データベース
の検索

新聞記事検索
『情報の達人』
v3-5

新聞記事を探
してコピーを
取る

10
仮アウトライ
ンの整理

まず伝えたいことを明
瞭に短く表現してみよ
う－箇条書きの主張を
論理的につなげて並べ
るとはっきりする－

新聞記事 ― ―
仮アウトライ
ンの見直し

―

仮アウトライ
ンの整理、裏
付け資料の整
理

11
文献の読解と
執筆

文献の裏づけ付きの最
終アウトラインを作ろ
う－文献を読解し、引
用箇所を決め、論理的
に並べなおす－

仮アウトライ
ンの整理

『情報の達人』
v3-8

文献の読解と
執筆

文献の読解と
執筆

『情報の達人』
v3-8

最終アウトラ
インを書く

12 出典の表示

裏づけとして引用する
文献の書誌データを整
理しておこう－執筆段
階で注と引用文献リス
トを作るための準備が
大切－

最終アウトラ
インを書く

『情報の達人』
v3-9

出典の表示
参考文献の標
準書式

『情報の達人』
v3-9

引用文献リス
トの作成

13 仕上げ

見本どおりの論文形式
に仕上げよう－表題、
抄録、本文、注を所定
の書式で作ってみる－

引用文献リス
トの作成

『情報の達人』
v3-10

仕上げ 論文形式見本
レポート作成
法まとめ

論文形式の仕
上げ

14 春学期まとめ

論文形式に仕上げるの
に要改善点を明確にし
よう－見本と見比べて
どこがどう不十分かを
メモし、次の作業を具
体的に計画する－

論文形式の仕
上げ

― ― ― ―
仕上げ作業メ
モ

15
（インフルエ
ンザ休講・代
替レポート）

― ― ― ― ― ―

学習成果・授
業評価・教材
評価╱夏休み
宿題：論文完
成版

付録1 授業計画一覧表
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表4.秋学期：文章表現Ⅱ

回 テーマ 内 容 前回復習 ビデオ ビデオ内容 演習 ミニレポート 復習レポート

1
授業オリエン
テーション

春学期総括と夏休みの
課題チェック

春学期総括
テレビドラマ
『サプリ』

ビジネスプレ
ゼンテーショ
ン

― サプリ感想

発表・プレゼ
ンテーション
関連図書を探
す

2
スライド作り
(1)

パワポ入門

発表・プレゼ
ンテーション
関連図書を探
す

『情報の達人』
v2-7

プレゼンテー
ションの準備

テキストファ
イルの加工

『情報の達人』
v2-7

スライド文字
列切り出し

3
スライド作り
(2)

効率的な入力方法を学
ぶ

スライド文字
列切り出し

『情報の達人』
v2-8

プレゼンテー
ションに臨む

スライド文字
列の作成

『情報の達人』
v2-8

発表用スライ
ド文字列の貼
り付けン

4
スライド作り
(3)

発表用スライドを作る
(3)

スライド文字
列入力＋デザ
イン

『情報の達人』
v2-0

総論 ゼミ発
表をしよう

スライドデザ
インの変更

『情報の達人』
v2-0

発表用スライ
ドのデザイン
改良

5
関連文献の再
調査(1)

論文・発表の根拠とな
る資料の不足を補う

発表用スライ
ドのデザイン
改良

『情報の達人』
v2-4

データベース
を使いこなす

文献リストの
作成

『情報の達人』
v2-4

引用箇所の文
章や図表

6
関連文献の再
調査(2)

追加収集文献のリスト
と引用箇所の確認

引用箇所の文
章や図表

『情報の達人』
v2-5

資料の保管と
分類

ファイルのコ
ピーと保存

『情報の達人』
v2-5

収集文献の読
解と整理

7
関連文献の再
調査(3)

引用を論文とスライド
に貼りこむ

収集文献の読
解と整理

『情報の達人』
v2-6

資料の評価と
情報の分析

文献のより高
度な探し方

『情報の達人』
v2-6

収集文献の読
解と整理

8 発表の心得
プレゼンは度胸 －基
本に忠実に準備をしっ
かり－

収集文献の読
解と整理

『情報の達人』
v2-8（再)

プレゼンテー
ションに臨む

進行表づくり
『情報の達人』
v2-8

進行表を作る

9
発表リハーサ
ル(1)

発表してみれば修正点
がわかる －自分のた
めに人の知恵を借りる
便利な方法－

進行表を作る ― ―
発表リハーサ
ル

中間発表相互
評価

発表セットの
完成

10
発表リハーサ
ル(2)

時間配分を見直して最
終調整を －訴えたい
ポイントに焦点を合わ
せて説明時間の長さを
変える－

発表セットの
完成

― ―
発表リハーサ
ル

中間発表相互
評価

修正点の確認

11
発表リハーサ
ル(3)

リハーサルの相互評価
結果を本番に生かそ
う －内容、方法、時
間配分などの指摘され
た要改善点を確認す
る－

修正点の確認
『情報の達人』
v2-9

著作権を守る
発表リハーサ
ル

『情報の達人』
v2-9

発表者相互評
価集計報告

12
発表リハーサ
ル(4)

同前
発表者相互評
価集計報告

― ―
発表リハーサ
ル

発表者相互評
価

発表者相互評
価集計報告

13
発表リハーサ
ル(5)

リハーサル結果から改
善点を箇条書きに －
指摘された要改善点を
本番プレゼン準備に活
かし切る－

発表者相互評
価集計報告

― ―
発表リハーサ
ル

発表者相互評
価

発表者相互評
価集計報告

14
発表リハーサ
ル(6)

同前
発表者相互評
価集計報告

― ―
発表リハーサ
ル

発表者相互評
価

スライド・論
文完成版

15

秋学期まとめ
－１年間の成
長を確認しよ
う－

学んだ「伝える」ワザ
を積極的に応用しよ
う －文章法と発表法
は今後の勉学・ビジネ
ス・生活に役立つ基
本－

スライド・論
文完成版

― ―
発表リハーサ
ル

発表者相互評
価

学習成果自己
評価・授業評
価

総合教育センター論集
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付録3 学習成果自己評価

図1.学習成果自己評価

■第１巻 図書館へ行こう ： インターネット
時代の情報活用入門
第０講 総論 図書館へ行こう
第１講 大学で学ぶということ
第２講 情報リテラシーは学習の基盤
第３講 問題解決のための情報活用
第４講 さまざまなメディアと情報源
第５講 情報の整理・分析と加工・発信
第６講 図書館のコレクション
第７講 図書館で資料・情報を探す
第８講 図書館サービスのいろいろ
第９講 図書館は世界に広がる窓
第10講 「情報の達人」をめざして

■第１巻 ゼミ発表をしよう ： テーマ選びか
らプレゼンテーションまで
第０講 総論 ゼミ発表をしよう
第１講 情報リテラシーの意義
第２講 情報を探し出す仕組み
第３講 データベース検索の手順と手法
第４講 データベースを使いこなす

第５講 資料の保管と分類
第６講 資料の評価と情報の分析
第７講 プレゼンテーションの準備
第８講 プレゼンテーションに臨む
第９講 著作権を守る
第10講 セキュリティを高める

■第３巻 レポート・論文を書こう ： 誰にで
も書ける10のステップ
第０講 総論 レポート・論文を書こう
第１講 レポート・論文の作成手順
第２講 テーマの選択
第３講 事前調査と仮アウトライン
第４講 関連文献の調査
第５講 データベースの検索
第６講 視聴覚・電子メディアの調査
第７講 アンケートとインタビュー
第８講 文献の読解と執筆
第９講 出典の表示
第10講 仕上げ

付録2『情報の達人』内容一覧（全3巻 紀伊國屋書店、2007）内容一覧（総論15分、各講7分)
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■ 第２巻 ゼミ発表をしよう！：　テーマ選びか
らプレゼンテーションまで



3.45110015320

3.73110025310

3.82110035120

3.36110024221

4.09110036200

3.36110004700

4.00110035300

3.55110015410

3.36110006320

3.55110006500

3.55110015410

4.45110073010

4.09110045110

4.27110063110

3.45110023501

4.45110072200

4.27110054200

4.36110163200

4.45110056000

3.91110043310

3.36110014420

3.64110016310

3.91110027110

4.00110035300

4.09110044300

4.27110046100

4.27110063110

4.45110064100

4.45110073010

4.00110027200

3.91110034400

4.27110063110

Q32フォルダの使い方

Q31ファイル名の付け方

Q30ページ内検索

Q29元に戻す

Q28移動

Q27コピー＆ペースト

【６】PC操作編

Q26検索結果の整理と保存と再利用の方法

Q25著作権の考え方

Q24引用と要約のしかた

Q23参考文献の書式

Q22レポート・論文の書き方

【５】情報の整理と表現編

Q21質問のしかた

Q20他人の発表を聴く姿勢

Q19メーリングリストの使い方

Q18電子メールの使い方

【４】コミュニケーション編

Q17聞蔵(新聞記事)

Q16CiNii(雑誌論文)

Q15NDL-OPAC(国会図書館)

Q14図書館OPAC

【３】検索の知識・技能編

Q13問題意識や関心が深まったか

Q12意欲的かつ積極的に出席し授業参加できたか

Q11新しい知識や技術あるいは理論や考え方を習得できたか

Q10授業外の自分の学習・研究に役立てたか

Q09図書館活用の重要性を理解したか

Q08書くという表現行為についての認識が得られたか

Q07知識共有の協働意識が向上したか

Q06自ら主体的に学ぶ意欲が向上したか

Q05発表に積極的に取り組んだか

Q04授業中の討論を盛り上げる努力をしたか

Q03復習の課題レポートに積極的に取り組んだか

Q02授業中に集中して学べたか

【２】意欲・問題意識編

Q01発表法についての知識と技能は全般に向上したか

【１】総合評価

平

均

有

効

合

計

無
回
答

54321

表5.学習成果自己評価
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4.361111047000

4.181111037100

3.641111015500

3.00911202520

3.17611502310

3.821111034310

3.731111016400

4.9111110101000

4.451111064100

4.091111053210

4.001111035300

4.551111065000

4.271111054200

4.451111056000Q14意欲的かつ積極的に参加したか

Q13問題意識や関心が深まったか

Q12新しい知識や技術、あるいは理論や考え方の習得に役
立ったか

Q11シラバスや授業で示した成績評価の方法は適切かつ十
分だと思ったか

Q10質問や発言に丁寧に対応していたか

Q９ 教員の準備は十分だと感じたか

Q８ 教員の熱意は十分だと感じたか

Q７ 教材･器具(教科書、板書、プリント、スライド･OHP･
ビデオなど）は授業の理解に役立ったか

Q６ 教員の話し方や声の大きさ、説明の仕方は分かりやす
かったか

Q５ シラバスの記述は履修選択や授業を受ける上で役に立
ったか（未読の場合は 0」)

Q４ シラバスやオリエンテーションで示された内容と一致
していたか

Q３ 教育内容や教材は理解できる内容だったか

Q２ ねらいあるいは学習目標は明確だったか

Q１ 授業の満足度を５点満点で採点すると何点か

表6.授業評価

1 2 3 4 5
無
回
答

合

計

有

効

平

均

付録4 授業評価

図2.授業評価
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付録5 教材評価

図3.教材評価（5点満点)（春学期分）

4.44953100

4.44953100

4.11934200【３】映像（ドラマ、アニメ、CG等）はわかりやすかったですか

【２】上映時間（総論15分、各講７分）は適当でしたか

【１】内容は役に立ちましたか

表7.教材評価（春学期分）

1 2 3 4 5 合計 平均

【４】ナレーションはわかりやすかったですか

【５】出演者は親しみやすかったですか 0 0 4 1 3 8 4.13

0 0 3 3 3 9 4.00

3.75822301【６】キャラクター「ブックル君」の好感度は

付録6 授業アンケート記述 ＊内容的重複分を削除して抜粋。文章は提出原稿のママ。

１.春学期
1.1.学習成果自己評価
●今までは家で課題をやる習慣がなかったため、少し
ではあるけれど習慣付いた。
●私は自分でテーマを探し、調査するような本格的な
レポート作成を経験したことがありませんでした。こ
の前期の授業で学んだ内容は自分にとって新鮮であ
り、授業に追い付くのに必死でした。最終回の授業で
レポートを完成させたときはまさか自分がここまで仕
上げられるとは思ってなかったのでびっくりした。
●Wordの存在も、この授業を受けるまでは知りま
せんでした。しかし、この授業のお蔭でWordを使
えるようになり、今までにほとんど書くこともなかっ
た文章も書けるようになりました。
1.2.授業評価
●今までパソコンの授業は分かりにくいことばっかで
苦手な科目でしたが、この文章表現は分かりやすいの

で嬉しいです。
●PCのことを１からちゃんと教えてくれる丁寧さが
良かった。
●授業の内容で良かったことは、Wordを使用したこ
とです。Wordを使えるようになったので、他の授業
のレポート提出においても、自分の汚い読みにくい字
を晒すこともなく済みました。他の文章表現のクラス
の友人によると、その授業ではWordを使っていな
いのだそうです。なので、このクラスで良かったと思
っています。
●授業の内容や運営でよかったと思うことは、毎回の
授業で提出した復習レポートの添削をしていたこと
だ。ひとりひとりのレポートについてアドバイスをし
ていたので、次回のレポートを作成する際にとても役
に立った。
●みんなが積極的に取り組めるように毎回の授業毎に
復習課題を出すのはよかったと思う。そのためやる気
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高評価いただけるようになりました。
●私は、普段パソコンを一貫して利用することが少な
いので、0からのスタートといっても過言ではありま
せんでした。しかし、毎週の課題をやらなければいけ
ない状況になり、パソコンに触れる機会は間違えなく
増えたと思います。前よりは少しましになったと思い
ます。
2.2.授業評価
●明るく元気にみんなに接していて受けていてとても
気持ちの良い授業でした。授業内容もこれからの活動
などに必要なことがいっぱいでためになりました。た
だこの授業の場合必修なので出来ることを前提に進め
るのではなく余裕があれば先生も見本のなるミニ論文
を同時進行で作れば生徒に分かりやすくPCの操作方
法や引用方法などが伝わるのではないでしょうか
●難しかったです。でも、先生とのやり取りは、すご
く楽しかったです。一年間お世話になりました。いつ
もめいわくかけました。
●最初は毎回の課題がとても面倒だったのですが、全
ての講義が終わってみるとやってよかったと思えるこ
とだったのでとても充実した講義だったと思う。改善
してほしいと思うことは、パソコンの使い方をもっと
基礎の方から教えてほしかったことと、課題の説明を
もっと詳しくわかりやすく書いてほしかったこと。
●授業の内容や運営でよかったと思うことは、仁上准
教授の熱意はものすごく伝わってきました。授業の中
で、生徒が提出した課題をスクリーンを使ってアドバ
イスしたことは、良かったと思います。
●この授業を受けて、パワーポイントやレポートつく
りかた、パソコンの使い方などを学べてすごくよかっ
たです。これからの学生生活、社会に出たときにかな
らず必要の力なのでこれからも使い続けていきたいで
す。
●ビデオを見た後にビデオ内容をもう１度みんなで確
認したらいいと思います。なぜなら、ビデオを見てい
ても時々集中していないことがあったからです。
●最初のころは面倒だと思っていましたが、回数を重
ねるごとに内容が濃くなりより大変さは増していきま
した。ただ他の授業に比べ意味のある授業だったと思
いました。毎回の宿題で個人個人にちゃんとアドバイ
スしていて毎回課題が残る気分でした。おそらくやる
気のある人にとっては充実する授業方法だと思いま
●初めてワードやエクセルをやった人もいたと思うの
で、まずは基礎的な操作などをみんな理解した上で始
めないと置いていかれちゃう人もいると思います。
●授業の内容でよかったと思うことは一つ一つのステ
ップごとにビデオを見てやり方を確認することです。
改善してほしいことは毎回の復習レポート提出と授業
のはじめにやる復習レポートの反省です。これが半分
以上の時間をついやしていて説明不足のまま授業が終
わることがおおかったからです。
●前期の第1回目の時から「このくらいは出来ている
だろう」という風に入ったので、パソコンについて無
知の僕たちがはじめから使いこなせる訳もなく、ハー
ドルがかなり高かったスタートでしたね。なので今後
は基礎中の基礎から教え始めたほうがスムーズに進む
と思います。

のない生徒は来なくなったのでやる気のある生徒だけ
でできて授業中の雰囲気もとてもいいものに感じられ
た。
●声の大きさ、説明の仕方、授業で使った「情報の達
人」など私たちの授業意欲を高めるものとして申し分
なく、すばらしい授業だった。

２.秋学期
2.1.学習成果自己評価
●まずレポート・論文を書いたことがなかったため、
書き方が全くわからなかったのですが、この文章表現
の講義を通して学ぶことができた。次にパソコンの使
い方、ワードはなんとなくではあるが、使ったことが
あったのですが、パワーポイントは使ったことがなか
ったので新しい知識として取り入れることができて成
長した。
●１年間の授業を通じてパソコン操作をはじめ、文献
調査の方法や引用の仕方、出典の書き方などいろいろ
学びました。論文の書き方も授業でやったのでほかの
授業でも役にたっています。内容としてはまだまだな
ので見た目だけの論文ですけど（汗）なによりパワー
ポイントを自分で作って、それを使ってプレゼンテー
ションをしたのはいい経験になりました。３年のゼミ
発表でこの経験を活かしたいです。
●この文章表現を通じて、一番成長したと思うことは
国会図書館や聞蔵などの図書や論文の検索方法を学べ
たことです。さらに帝京大学の図書館のサイトも使い
方を学べて…よかったです。
●1年間を通して、パソコンと接している時間が多か
ったと思います。やはり時間を費やしているだけあっ
て、キーボードを打ち込む技術がつきました。…本当
にどの授業よりも課題が多くて辛く、厳しかったけ
ど、今となっては忍耐力も鍛えられ、自分のためにな
ったなと本心で思えます。
●この授業で一番成長したことは、以前よりもパソコ
ンを使えるようになったことだと思う。…ゼミ活動が
始まるので、プレゼンをするときは、さっそくこの授
業で身につけたことを活用していきたいと思う。
●この授業で私が一番成長したことは好きなことにつ
いてプレゼンができてそのプレゼンのために調べたり
パワーポイントの使い方を勉強したり、社会にでてか
ら必要の力を身につけれたように思います。
●以前は「WORD］を使ってなかったので、例えば
レポートを提出する時に自分の汚い字で書かなくて済
むし、コピペなどのパソコンならではの力で楽ができ
るようになった。そして、論文風に文章構成をするこ
が出来るようになったのも成長した点だ。１年を通し
て文章に触れることが多くなったと思う。これからも
文章表現能力を向上させていきたい
●やはり、一番といったらパソコンの操作技術がかな
り向上したとおもいます。…これからの自分のために
大いに役立つ力が身についたと思いました。
●この授業を受ける前、私はパソコンを使ったプレゼ
ン方法が全くわかりませんでした。しかし今となって
はこの授業で習ったレポートの書式方法、パワーポイ
ントを活用したプレゼン方法で人に見られても恥ずか
しくない作品が作れ、堂々と発表ができるようになり
ました。以来他の授業でレポートやプレゼンをすると
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すく、勉強している緊張感をやわらげてくれたと思い
ます。
3.2.『情報の達人』第2巻「ゼミ発表をしよう 」
●論文を書く上での注意点や気をつけなければならな
いこと、大事なポイントなどをいくつかのステップに
小分けして、段階を踏みながら説明していく点はとて
もわかりやすくてよかった。時間も１話ごとに区切ら
れてて見ていてあまり疲れなかった。あとブックル君
がかわいかった。
●今回初めて「ブックル君」という名前だと知りまし
たが、最初と最後にしか出てこなかった割には授業の
時いつも頭の片隅にいた存在だったのでとても親しみ
やすいキャラクターでした。
●良かった点は、物事を進めていく順序やその過程を
説明していたので、実際に自分がやろうとしたとき
に、とても参考になったと思う。また、一通り説明し
た後に聞き逃したと思ったところがあっても、まとめ
のような感じで再び説明をしていたので、聞き逃した
というようなことはなかった。説明自体も具体例をあ
げていたので、理解しやすいものだったと思う
●論文を書く上での様々な事項が詳しくて良かったと
思います。先生が映っていた。要点がうまくまとまっ
ていた。
●情報リテラシー教材として、基本的なことがわかり
やすかった点が良かったです。おかげでレポート、論
文から発表までそれっぽくできるようになりました。
発表するのにも下準備がしっかりいるというのも、ビ
デオを見て実際にやってみて下準備の大切さを実感し
ました。学生にはこういったビデオがわかりやすくて
いいと思います。ビデオの改善よりも、学生のパソコ
ン能力などを見て、授業運営を考えていくことが必要
だと毎回出席していて思いました。１年間お疲れ様で
した。そしてありがとうございました 構内ですれち
がったら声かけてください（笑）
●映像で学ぶということでわかりやすい部分もあった
んですが、やはり先生が直接教えてくれたほうがわか
りやすかったと思います。
●全体的に不満となるようなことはひとつもありませ
んでした。内容もとてもわかりやすく、論文を作るに
あたって何からすればなど簡潔に教えてもらえたので
とてもよかったです。
●情報リテラシーの教材はめったに見る機会がないと
思うのでいいべんきょうになった。ビデオを見た後に
スライドで確認することでより頭に残った気がしま
す。
●出演者が自分たちと同じ世代の方だったのでとても
親しみやすくてよかったと思う。
●ひとつひとつきちんと進めれば論文やプレゼンテー
ションが完成する作り方だったのでこの授業では正解
だった気がします。内容も簡素化して説明してあるの
でわかりやすかったです。
●ビデオは学習内容がうまくまとめられていて見やす
かったです。さらにビデオの内容をわすれたときもス
ライドを確認することでより学びやすかったと思いま
す。印象的だったのは本題が始まる前の前ふりです。
関係がないようで実際に本題を見ると意味がわかると
いうおもしろさがありました。

■□■

３.教材評価
3.1.『情報の達人』第3巻「レポート・論文を書こ
う 」
●情報リテラシー教材としてよかった点は、いくつも
のステップを設定していることによって順序を理解す
るのにとてもわかりやすかった。ひとつひとつのステ
ップについても具体的な例などが出ていたから取り組
みやすかった。また、どれもとても簡潔にまとめてあ
ったので、聞く側からしてもどこが重要であるのかが
わかったし、それが重要である理由もわかったから、
納得させられるばかりだった。だから、そんなに難し
く考えることなく段階を追うようにしてスムーズにレ
ポートが書けるようになったと思う。
●文章表現の授業において、『情報の達人』第３巻は
「情報を主体的に活用していく能力（情報リテラシ
ー）」について良く学べて、レポート・論文を作成す
るのに大変役に立ちました。個人的な課題として、文
献調査を軽々と諦めずに粘り強くしていかなければな
らないということもわかりました。そういった課題
や、『情報の達人』、そして授業で学んだことを今後の
人生に活かしていくつもりです。
●今までの情報リテラシーの教材は、色んなことが書
かれているのでどれが大切な技能なのか分かりづらか
ったのがほとんどでした。しかし、情報の達人は大事
なとこだけをまとめてあり、どこが大切なことなのか
がはっきりしていてすごく分かりやすかったです。
●短時間にやる内容をまとめてあったのでわかりやす
かったです。ステップごとにやることがわけてあるの
で自分が今どこにいるのかわかるし内容さえ追いつい
ていればとてもわかりやすい教材だと思います。
●各ステップごとに分けることによって、一つ一つの
項目の理解度を深めるのにとてもよかったと思いまし
た。更に、項目ごとの説明の内容も深く、毎回の授業
で真剣に見ていれば確実な個人の技量のレベルアップ
も見込めたと思います。上映の時間も長過ぎず、一人
ひとりの集中力を切らすこともなっかたと思います。
ナレーションの説明も細やかで、項目の理解を手助け
していたと思います。
●教科書ではなく映像資料であることに好感を持てま
した。教科書では分からないことが映像資料では分か
るので非常にわかりやすかったです。それに各章ごと
にスライドも用意されていて聞き逃したところも確認
出来てよかったです。オリジナルのキャラクターを交
えて見る人が理解しやすいように配慮しているのが伝
わってきました。
●10個のステップに分かれていて、１つずつが短い
時間でわかりやすく、詳しかったのでよかったと思っ
た。そして映像だけでなく、最後には文章でまとめが
してあったので、映像でわからなかったところがあっ
てもわかりやすくなっていた。
●このような教材は自分ひとりではなかなか見ようと
思うようなものではなかったと思うので授業内で見る
ことができてよかったと思いました。
●レポート作成の手順をテーマにした「情報の達人」
は印象に残りやすく、伝えたい内容もわかりやすかっ
たのでいい教材だと思います。特によかったと思う点
は本題入る前に見せる例え話です。石川啄木の詩やす
しのネタ、宝探しを題材にした例え話は印象に残りや


