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は じ め に

近年多くの大学が，今日の高度情報化社会に対応す

るために，コンピュータ設備の充実を図り，コン

ピュータ教育をカリキュラムの中に積極的に取り入れ

ている。これにより，非情報系の学部・学科であって

も，コンピュータに関する基本的な知識と操作技術を

習得できるようになってきた。

坂元(1992)1) によれば，わが国における情報教育

が一般教育の方向へ展開したのは1985年頃のことであ

る。そのきっかけとなったのは，社会教育審議会教育

放送分科会が1984年3月に発表した「マイクロコン

ピュータ教育利用研修カリキュラムの標準案」と，

1985年3月に発表した「教育におけるマイクロコン

ピュータの利用について(報告)Jである。またこれ

と並行して，臨時教育審議会が1985年4月に発表した

第l次答申では，情報化への対応を重要課題の lつと

して取り上げ，その後，第 2次答申，第 3次答申，最

終答申においてもその重要性を繰り返し提言している。

さらに，情報化社会に対応する初等中等教育のあり方

に関する調査研究協力者会議が. 1985年8月に小，中，

高等学校におけるコンピュータ教育の基本方針を示し，

1987年12月には教育課程審議会の答申である「幼稚園，

小学校，中学校およぴ高等学校の教育課程の改善につ

いて」において情報教育の重要性が盛り込まれた。こ

れを受けて. 1989年3月に告示された学習指導要領で

は，中学校や高等学校でコンピュータに関する基本的

な知識や操作技術を教え，かつ教材としてもコン
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ピュータを効果的に利用することを求めている。

このような流れの中で，これまで本学で行ってきた

コンピュータ教育をながめて，非情報系の短期大学と

して今後どのようなコンピュータ教育を行っていくべ

きかについて考えてみたい。

本学におけるコンビュータ教育の歴史

本学では，短期大学において実務教育を行うことが

重要である(坂田. 1987)めとの認識のもとに，早く

から一般教育科目や専門教育科目とは別に実務教育科

目をカリキュラムの中に取り入れてきた。ただし，本

学で、行ってきた実務教育は，各種専門学校で行ってい

るような技能の習得だけを目指しているのではない。

むしろ，学生が実務社会に適応する(職業人として自

立する)にはタテの人間関係を正しく教育する必要あ

る(坂田. 1989a)めということを基本理念とし，経営

組織のしくみ，その中で果たすべき役割 r働く」こ

との意義などを理解させたり，人間関係調整能力を育

成することなどを中心として展開してきた。具体的に

は，全国短期大学秘書教育協会が指定するカリキュラ

ムに基つマいて設置した科目を履修させ，同協会が認定

する「秘書士」の称号を取得させている。同協会が指

定する必修科目の中に「事務機器実習」があり，本学

におけるコンピュータ教育は，この単位を取得させる

ことを目的として始まった。したがって，本学におけ

るコンピュータ教育の歴史は，秘書教育と切り離して

考えることはできない。

また本学では，近年の社会の要請に応えるかたちで，

家政系から生活系へ学科名を変更し(被服学科を生活

文化学科に，食物栄養学科を生活科学科に).それに

f半ってカリキュラムの刷新を図ってきた。その過程に
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おける大きな変化は，専門教育にもコンピュータを積 室. 1991年に CAl教室が順次完成し，パソコンの全

極的に導入し，コンピュータを利用して専門に係わる 台数は157台となった (Table1)。これによって，コン

課題に取り組ませている点である。 ピュータ教育の内容もさらに充実し，全学科の学生に

コンピュータの操作は集中力・持久力・手先の器用 一人一台体制で受講させることが可能となった。

さなどを必要とするけれども，女性はこれらの能力が なお，情報処理教室に設置したパソコンは，汎用コ

非常に優れている。コンピュータ教育は，女性のこれ ンピュータ (NEC-AC053300)に接続されており，

らの能力を延ばすことになり，女性の経済的自立の助 端末装置として使用することも可能である。また

けになると考えられる(坂回. 1989b)ぺこのような PCL教室は，パソコン専用の教室ではなく. LL教室

ことから，本学のコンピュータ教育は，実務教育でも や視聴覚教室としても使用している。

専門教育でも重きが置かれてきた。したがって，本学

におけるコンピュータ教育は，多くの大学(特に四年 2) コンビュータ教育に関するカリキュラムの変遷

制)で行われているいわゆる一般情報処理教育とは明 秘書教育の一環として展開してきた本学におけるコ

らかに異なる。 ンピュータ教育は，当初は文書作成技術の向上をその

それでは，本学においてどのようにコンピュータ教 主たる目的としてきた。したがって. 1981-83年度入

育を展開してきたかについて，コンピュータの施設・ 学生を対象として学外実習の形で開講した「タイプラ

設備，そのカリキュラム，資格取得状況を紹介しなが イテイング」では，和文タイプまたは英文タイプによ

ら述べる。 る文書作成を実習させた。また. 1982-86年度入学生

を対象として学内で開講した「コンピュータ実習」で

1) コンビュータ施設・設備 も，ワープロによる文書作成を実習させていた。

前述のように，本学におけるコンピュータ教育は， しかし，現在では，一年次の前後期を通して「コン

秘書教育の導入をきっかけとして始まった。本学にお ピュータ演習」を開講し，前期でワープロによる文書

ける秘書教育は，被服学科(現生活文化学科)および 作成技術を教授し，後期で BA5ICによるプログラム

食物栄養学科(現生活科学科)の1981年度入学生で 作成を学習させるようになった。また，二年次前期

「秘書士」の資格取得を希望する者を対象として開始 で「情報処理論」を開講し，理論面からもコンピュー

された。当時はまだコンピュータ設備がなく，全国短 タ教育の強化を図った。さらに，二年次後期に 05の

期大学秘書教育協会の指定科目である「事務機器実 操作技法を学習させながらコンピュータシステムの概

習」は，広島市内のタイピスト専門学校の協力を得て 要を理解させる「プログラミング」を開講し，先の

学外実習の形で開講した。しかし. 1983年にはピジネ 「コンピュータ演習」と「情報処理論」を合わせて，

スパソコン (NEC-N5200モデル 05)を20台設置し 2年間を通じてコンピュータ教育を展開する体制を整

1982年度生からは学内でもコンピュータ教育を行うよ えた。

うになった。 このように 2年間にわたってコンピュータ教育を

さらに. 1988年に情報処理教室. 1990年に PCL教 行っているのは，当初から秘書教育の充実を図ってき

Table 1 本学におけるコンピュータ施設・設備 (1993年4月現在)

ミ( 本 体 ディスプレイ プリンタ ハードデディスク その f也

情報処理 NEC PC-9801VX NEC PC-PV353 NEC PC-PR20lH 85メガ カラーイメージプリンタ
(46台) (46台) (23台) (1993年度付設) 3台)

イメージスキャナー
01台)

X-yプロッター (1台)

P C L 富士通 FMR50FX 富士通 FMDPC454 富士通 FMPR355 '10メガ イメージスキャナー
(56台) (56台) (28台) (1992年度付設) (1台)

C…Aいベ十十Iイ十作|トトN悶…E (55台)I (55台)I (28台)I (内蔵)



本学におけるコンピュータ教育 3 

た生活文化学科と生活科学科の 2学科である。この 2

学科に比べて，専門教育が職業教育と直結している音

楽学科と幼児教育学科では，コンピュータ教育の導入

が遅れた。しかし，近年どのような職場においても何

らかのコンピュータ機器が配備されるようになってき

たため，幼児教育学科では1988年度入学生より，音楽

学科では1990年度入学生より，コンピュータに関する

基礎的な知識とワープロによる文書作成の技法を教授

する「コンピュータ概論」を半期開講した。しかし，

さらにコンピュータ教育を充実するために，これに代

えて両学科とも1992年度より「コンピュータ演習」を

通年で開講するようになった。

一方専門教育でも，食物栄養学科の栄養士コース

(現生活科学科栄養専攻)で早く(1982年)から授業

にコンピュータを取り入れ，栄養計算のプログラムを

作成させるなどしていた。なお， 1987年からは栄養計

算ソフトも利用している。また生活文化学科では，

1988年度入学生からコンピュータを利用した授業が行

われるようになり，服飾のデザインや織りの組織図を

作成する過程でコンピュータを利用している。さらに，

専門領域における情報処理技術の向上を目標として，

1991年度より生活文化学科において「アパレルコン

ピュータ演習J，生活科学科生活科学専攻において

「情報処理演習」が新設され， 1992年度より生活科学

科生活科学専攻において「生活統計J，同栄養専攻に

おいて「コンピュータ笑習」が新設された。このよう

に，専門教育においても多彩なコンピュータ教育が展

開されている。

なお，コンピュータ教育関連授業科目の開講の変遷

を整理すると， Table 2のようになる。

3) 資格・検定の取得状況

本学では，コンピュータ教育を実務教育として位置

づけている。そのため，コンピュータ関連の資格を取

得させることもコンピュータ教育の主要目的のーっと

している。

本学では，コンピュータ関連の検定試験の学内実施

を1989年度より開始し，これによって多くの学生が受

験するようになった。当初は，日本商工会議所主催の

ワープロ検定 (3・4級)と全国商業高等学校協会主

催の情報処理検定(1・2・3級)を実施していた。

なお，ワープロ検定の 4級は広島市の商工会議所で

Table 2 本学におけるコンビュータ教育関連授業科目の変遷

学 科 授業科目

生活文化 タイプライティング(学外)

(1日被服) コンピュータ実習

コンピュータ演習

情報処理論

プログラミング

アパレルコンピュータ演習*'

生活科学 |山~グ側 l
(旧食物栄養) コンピュータ実習

コンピュータ演習

情報処理論

プログラミング

情報処理演習*2

生活統計キ2

コンピュータ実習*3

音 楽 |コンピュータ概論

コンピュータi寅習

幼児教育 |コンピュータ概論

コンピュータi寅習

" 

ー " 

ー

*'生活文化学科専門科目

' ' ' 

' ' 
一ー一一ー
-ー-→

ー一一一争

*2生活科学科生活科学専攻専門科目

*3生活科学科栄養専攻専門科目
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f及っていなかったため，姉妹校である呉女子短期大学

で実施していた。しかし， 1990年度より中央職業能力

開発協会主催のワープロ検定 (2・3級)を開始した

のを機に，ワープロ検定の4級の実施をとりやめた。

その代わりとして， 1992年度より同会議所主催のワー

プロ検定の 2級を実施している。したがって，現在

ワープロ検定に関しては，日本商工会議所主催の 2級

を5月と10月， 3級を 7月と 12月，中央職業能力開発

協会主催の 2，3級を 7月と 11月と 2月，計7回実施

している。

本学では，このように年間を通してワープロ検定を

実施して学生にできるだけ多くの受験機会を与えると

ともに，原則として土日を除く毎日午後6時までコン

ピュータの教室を開放している。そして，コンピュー

タ教育担当の教員が当番制で指導にあたり，ワープロ

技能の向上を図っている。その結果，過去4年間の各

級合わせた延べ合格者数は957名に達している。

一方，情報処理検定は年一回実施しているが，過去

4年間の各級(1・ 2・3級)合わせた合格者数は，

730名に達している。また1990年には，第二種情報処

理技術者試験の合格者を l名出している。

なお，コンピュータ関連資格・検定試験合格者数の

内訳を Table3に示した。

本学におけるコンヒ。ユータ教育の今後の課題

以上述べてきたように，本学では，コンピュータの

設備・施設が充実したことによって，コンピュータに

関する知識や操作技術を習得させるためのカリキュラ

ムを体系的に編成できるなど，思い通りのコンピュー

タ教育を展開する環境が整ってきた。その結果とし

て，コンビュータ関連資格・検定試験の合格者を数多

く出してきた。就職においてもプログラマ，システム

エンジニア (SE)，オペレータをはじめとしてコン

ピュータ操作を主な仕事とする職種への就職が増加し

ている。

しかし，本学で「秘書士」の資格を取得した1989年

の卒業生を対象として行った「秘書士」取得者の実態

調査(1992)めによれば，コンピュータ関係の科目は，

在学中もっと勉強しておけば良かったと思う科目の第

l位で，後輩のために充実してほしいと思う科目の第

2位であった。このように，実社会で活躍中の卒業生

からもコンピュータ教育のさらなる充実を期待されて

Table 3 コンピュータ関連資格・検定試験合格者数

立ぉ±t1989年度

2級 ----日商ワープロ 3級 23 

4級 89 

2級 戸------〆/
能関ワープロ ----3級

計 112 

情報処理第二種 ----l級 。
情報処理 2級 8 

3級 178 

言十 186 

1990年度 1991年度 1992年度

1 ----。 l 

8 8 5 44 

49 --------138 

17 3 4 24 

287 254 209 750 

362 265 218 957 

1 --------l 

1 。 l 2 

5 5 4 22 

156 144 228 706 

163 149 233 731 

注1) 各検定の主催

日商ワープロ検定H ・H ・日本商工会議所

能関ワープロ検定……中央職業能力開発協会

情報処理検定……全国商業高等学校協会

注 2) 斜線部は受験者なし
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いる。

そこで，本学におけるコンピュータ教育の今後の課

題について述べる。

1) 教育内容について

大学におけるコンピュータ教育は，高等学校までの

コンピュータ教育や専門学校でのコンピュータ教育と

異なってしかるべきである。大岩(1992)匂は，一般

情報処理教育の教育理念を「将来，社会のリーダー

シップをとるべき大学生等に，計算機並びに情報とい

う概念を理解させ，自在に活用できるようにするこ

と」とした上で，具体的教育目標として，①情報の価

値を知り資産として使いこなして生きるための対応力

を習得させる，②情報機器に慣れ親しむ機会を与え情

報システムに対するアレルギーがないようにする，③

情報に関する基本的概念(情報処理の動作原理とその

可能性および限界)を身につけさせる，の 3つを提唱

している。したがって，本学のコンピュータ教育を展

関するにあたっても，このような教育理念と教育目標

を持って臨まなければならないであろう。

しかし，四年制大学のコンピュータ教育と短期大学

のコンピュータ教育もおのずと異なる。今後18歳人口

が減少していく中で，短期大学はいま以上に実務教育

に力を入れていくであろう η との予測があるが，四年

制大学では実務教育の必要性があまり指摘されていな

い。本学では早くから実務教育の重要性を認識してお

り，実務教育の一環としてコンピュータ教育を展開し

ていくことに変わりない。 2年間という限られた時間

で，情報に関する概念を理解させ，かつ，いくつかの

ソフトウェアを実用的に使いこなせるようにすること

は難しいが，これまで通り，前者を「情報処理論」で，

後者を「コンピュータ演習J (通年)で行い rプログ

ラミング」において理論と実践の融合を図るようにし

ていくべきである。

一方，変更すべき点もある。これまで「コンピュー

タ演習」では，前期においてワープロの操作を教授し，

後期において BASICによるプログラミングを教授し

てきた。しかし，後期の最大の目標が翌年 1月に行わ

れる情報処理検定の合格におかれているため，講義内

容が受験対策一色になってしまうきらいがあった。ま

た，そのことはワープロの操作技術の向上が中途半端

のままでワープロ検定の上級合格者が少ないことの遠

因と考えられる。そこで1993年度より，後期も引き続

いてワープロを教授することに変更する。ただし授業

では，記載すべき項目や条件を提示し，それをもとに

表現や形式を自由に考えさせ，独自の文書を作成させ

る方法をとる。このような方法は，文章の構成や表現

能力，漢字能力，美的感性などを必要とするので，総

合的能力を高めることを目的とする大学教育にふさわ

しいと言えよう。

もう一つは，理論と実践の融合を図る方法として，

LOTUS 1-2-3 (Lotus Development Corporationの登

録商標)を利用することである。このソフトウェアは，

広〈使用され，表計算，データベース，グラフ作成，

日本語処理の各機能を有機的に結合できるため，現在

のところ教材として最適と言えよう。 LOTUS1-2-3 

を「プログラミングJ をはじめとする複数の授業科目

に取り入れていくことも検討すべきである。

2) 教育方法について

大学における今後のコンピュータ教育は，入学まで

に多かれ少なかれコンピュータ教育を受けた者を対象

とすることを踏まえて展開していかなければならない。

本学ではこれまで，入学する以前にキーボードに触れ

た経験のある学生がほとんどいなかった。しかし，そ

のような状態からコンピュータ教育を始めることは，

ある意味でやりやすいと言える。

新美(1988)めは，コンピュータの授業を受講する

ことによって，かえってコンピュータの使用意欲が低

下した事例を報告している。このことから，小，中，

高等学校でコンピュータ教育が行われるようになると，

大学に入学した時点でコンピュータに対して強い拒否

反応を示す者が増加することも予想される。

したがって，いままで以上に個々の学生の能力を把

握しながら，それぞれの能力や技術向上の度合いに合

わせた指導を行っていかなければならない。また，将

来的には，教授内容のレベルを変えて複数開講し，学

生が希望するレベルの授業を自由に選択できる体制を

整えることも必要となるかもしれない。

おわりに

本学では，現在. 6名の専任教員と 2名の非常勤講

師によってコンピュータ教育を行っている。 6名の専

任教員のうち，情報系の教員は l名のみで，残り 5名

は非情報系の教員である(それぞれ，簿記会計，心理

学，国語学，社会学，栄養学を専門としている)。

大岩(1992)6) は，このように非情報系の教員が

コンピュータ教育を担当することに疑問を投げかけて



6 庚兼孝信・田村聡一郎・河野紫信

いる。確かに，非情報系の教員では対応しきれない

面(例えば，ハードウェアに関することなど)も当然

ある。

本学では，コンピュータ担当教員が必要に応じて会

合を開き，教授方法の問題点を話し合うなどさまざま

な意見交換を行っている。そしてその都度，情報系の

教員がアドバイスを行い，教育目標の確認や教授方法

の統ーを図っている。このようにしてきたことが，本

学におけるコンピュータ教育の充実の一端を担ってい

ると考えている。したがって，今後もこのような体制

を取りながら，さまざまな課題に全員で対応していき

たい。
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Summary 

In出ispaper we discussed computer education at Hirosbima Bunka Women's College， spec泊callyabout its 

computer facilities， curriculum， and tbe its educational system for word processing or data processing quali五cation

exams. 

Computer education at出iscollege started泊 1981. And now，出iscollege has tbree computer rooms羽thone 

hundered fifty-seven personal computers， and seven teaching subjects are offered for the computer education. 

And many students have received word processing or data processing certi自cations. Computer education at our 

college has been established well as in above. 

Computer education at this college is recognized as a p訂tof the business education， tberefore its education 

system is de首erentfrom the ones at four-year colleges. Finally， we discussed the future computer education at 

this college. 




