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情報基礎に関する技術科教師の意識と実態

比嘉善一・国頭正二・国吉栄治

OntheViewandActualConditionontheSubjectoflntroductory

lnformationbythelnvestigationonTechnicalTeachers，opinion．

ZenichiHIGA＊MasajiKUNIGAMI＊EijiKUNIYOSHI＊
（ReceivedNov､30,1988）.

Summary

Theauthorsconductedasurveyontheviewandactualconditionofthe280technicalteachers

inOkinawaｏｎｔｈｅｎｅｗｓｕｂｊｅｃｔ爪Introductorylnformation"・

Ｔｈｅoutcomeissummarizedasfouows．

1）Technica］teachers，concerntotheinformationeducationisextremelyhighMorethan

８０％oftherespondentsagreedtotheintroductionof帆Introductorylnformation″in

theTechnicalandHome-makingcourse、

２）Inordertodevelopunderstandingandknowledgeontheinformationeducation，many

proposedthatthecontentsofthesubjectshouldinclude、Fundamentalmechanismand

functionofcomputer,〃mFunctionofcomputerandeffectoneverydayliving"ａｎｄ

咽Fundamentalprogramming"、

３）Thosewhohaveexperienceonpersonalcomputercounts40％oftherespondents，while

thosewhohaveexperienceｏｎｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｃｏｕｎｔｓａｓｆｅｗａｓｌ0％、

４）Ｏｎｌｙ４０％oftherespondentshaveexperienceｐａrticipatingtoon-the-jobpersonal

computertraining・Manyexpressedtheirwillingnessofparticipationtoon-the-jobtraining

programinfuture、

５）Ｍｏｒｅｔｈａｎ６０％ｏｆｔｈｅｒｅｓｐｏｎｄｅｎｔｓａｒｅｋｅｅｎｔｏｂｅｔｒａinedinthecategoriesas帆Mechanism

andfunctionofcomputer",Tundamentalprogramming"and砥Manipulationof

computer"．

＊TechEdu.,ColLofEdu.,Ｕｎｉｖ・oftheRyukyus．
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④回収率

配布数：２８０回収数：186回収率：66.4％

Ｉはじめに

教育課程審議会は昭和62年12月24日、「幼稚園、

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準

の改善について」の答申')を行った。

この答申によると、各教科・科目等の改善方針

の１つとして「社会の情報化に主体的に対応でき

る基礎的な資質を養う観点から、情報の理解、選

択、処理、創造などに必要な能力及びコンピュー

タ等の情報手段を活用する能力と態度の育成が図

られるよう配慮する。なお、その際、情報化のも

たらす様々な影響についても配慮する｡」として

いる。

この方針を受けて、中学校技術・家庭科の改善

の具体的事項として「『情報基礎』の領域を新設

し、コンピュータの操作を通して、コンピュータ

の役割と機能について理解させ、コンピュータを

適切に利用する基礎的・基本的な能力を養うこと

ができるよう、内容を構成する」ことがあげられ

ている。

こうした中で中学校技術科教師の新領域「情報

基礎」導入に対する受けとめ方を調査することは、

カリキュラム編成、現職教員の研修会等の計画の

基礎的資料となり、また「情報基礎」導入によっ

て生ずる問題点を把握するための重要な手がかり

となる。

本研究は教育課程審議会の答申が行われる直前

に、「情報基礎」に関する技術科教師の意識と実

態を調査し、その結果を明らかにしたものであ

る。

また本研究は昭和62年度教育方法改善プロジェ

クト（教員養成のための情報教育の方法改善に関

するプロジェクト）による研究の一貫として、行

われたことを付記する。

Ⅲ結果および考察

１回答者の属性

回答者の属性は表１～３の通りである。属性別

集計については、有意差のある項目のみ掲載した。

表１地区別

表２学校規模別

９竺夢級

表３教職経験年数別

Ⅱ調査の方法

①調査時期昭和62年12月上旬

②調査対象沖縄県内公立中学校（158校）

の技術科担当教師280名

③方法アンケート用紙を各校の技術科

主任あて郵送し、回答記入後返送するよう依

頼し回収した。

２１０
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人数 ％

那覇 3４ 18.3

島尻 3０ 1６．１

中頭 5１ 27.4

国頭 3１ 16.7

宮古 1３ 7.0

八重山 2７ 1４５

人数 ％

９学級以下 7５ 40.3

１０～２１学級 4８ 258

２２学級以上 6３ 33.9

人数 ％

５年以下 2６ 14.0

６～１０年 2２ 11.8

11～１５年 1９ 1０．２

１６～２０年 3９ 21.0

２１～２５年 4９ 26.3

２６年以上 3１ 1６．７
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社会の変化等により異なってくるものであるから、

既存の領域にこだわることなく、これからの生活

に必要な技術は何かという観点から、内容を精選

し学習させることが大切であると考えられる。

４情報基礎で養う知識や能力（図３）

？〃

２情報教育に関する関心（図１）
1.1％
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図１情報教育に関する関心

「情報に関する教育」への関心の有無について

は、「非常にある」との回答が25.8％、「ある」

との回答が59.7％で、両者を合わせると85.5％と

なり、ほとんどの技術科担当教師が、情報に関す

る教育に関心を持っていると言える。

３「情報基礎」の新設について（図２）
0.5兜
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囹肚ルビ喫

魎必IH｛てある

團必蝉ない
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’’１ZWiとゴンビュータヒの関係なビのWWllに関する･舷１１ﾜ知識(教養）

２コンピュータの１１:靴みや働きなビの基礎的知寵(知雛）

３ソフトウエアなビを使い二座十能力(利IIljJ）

４プログラミングの唯礎(処理力）

図３↑青報基礎で養う知識や能力

「情報基礎」領域の新設が必要であると答えた

者に、「情報基礎」ではどのような知識や能力を

養うべきかを選択させた結果である。「生活とコ

ンピュータとの関係などの情報に関する一般的知

識」が349％で最も高く、次いで「コンピュータ

の仕組みや働きなどの基礎的知識」30.3％「ソフ

トウェアなどを使いこなす#肋」27.6％の順となっ

ている。

「プログラミングの基礎」については7.2％と低

い値となっている。

これらの項目はいずれもコンピュータ・リテラ

シーを養うために必要であると考えられるが、技

術・家庭科では「コンピュータの仕組みや働きな

どの基礎的知識」や「プログラミングの基礎」を

柱にした情報知識や情報処理力を養うことが必要

ではないかと思われる。

図２情報基礎の導入

技術・家庭科に「情報基礎」の領域を新設する

ことについては、「是非必要である」との回答が

21.5％、「必要である」との回答が60.3％で技術

科教師の80％以上がその必要生を認めており、意

識は漸次高くなっていることが明らかになった。

「必要でない」との回答はわずか4.3％である。

その理由は

①既存の領域をよりいっそう充実させるべき

である。（３名）

②技術科の領域は多岐にわたりすぎる。

（２名）

③領域が多岐にわたり、教師の負担が重くな

る。（２名）

などとなっている。

技術科は現在や将来の生活に必要な技術の習得

が第１次の目標である。その技術は時代の進展や
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の内容（図４）５「情報基礎」
％
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の順となっており，ソフトウェアを中心とした内

容構成を考えている者が多い。また「簡単なマイ

コンの制作」，「論理回路を用いた簡単な機器の

製作」，「コンピュータによる計測と制御」など

のハードウェアに関する内容を取り入れることに

ついては32.2％以下の低い値となっている。

７パソコンの使用経験（図６，表４）
1.1％

２で「情報基礎」の導入が必要であると答えた

者に、どのような内容を取り入れたほうがよいか

複数選択させた結果である。「コンピュータの基

本的な仕組みと機能」が最も高く72.4％、次いで

「コンピュータの利用と生活」54.6％、「プログラ

ミング基礎」５０％，「市販ソフトの活用」34.9％

６パソコンの所有状況（図５）
0.5％

国ある

四ない

鬮無答

因ある

ロない

慰撫符

図６パソコンの使用経験

パソコンの使用経験については、「ある」が44.

6％であり、技術科教師の過半数以上が未経験者

である。教職経験年数別にみると20年以下の教師

が高く、２１年以上の教師は低くなっている。「情

報基礎」の導入にあたっては現場教師の資質向上

のための研修会等の開催が必要であろう。

図５パソコンの所有状況

パソコンの所有状況については技術科教師の17.

2％が個人で持っていると回答している。そのお

もな機種はＰＣ－９８０１シリーズ（８人），Ｐ

Ｃ－８８０１シリーズ（３人），ＰＣ－６６０１

シリーズ，ＰＣ－２００１，ＦＭ－１６ａＦＸ

７５０Ｐ，ＭＦ４５０ｑＭＺ－８０Ｂ，などで

ある。
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表４パソコンの使用経験(教職経験年数別）
ﾉ､lのりi位は9｡

3０

パソコンの用途（図７）
０１０

８
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2０ 8０5０ 7（）
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ソフトの自作経験 (図８，表５）９

２．２９６

国
回

ある

ない

鬮無答

図８ソフトの自作経験

技術科教師の約半数がパソコンを使用したこと

があると回答しているが、ソフトを自作した経験

のある教師は10.8％にすぎない。教職経験年数別

では15年以下の教師が高く、１６年以上では低くなっ

ている。

自作したソフトの内容は

１）ＣＡＩ教材ソフト

２）計算プログラム（確率、平均、偏差値、
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表５ソフトの自作経験(教職経験年数別） 内の111位は9６

５）事務処理（通知表、駅伝集計）

６）音楽ソフト

等であった。

放物線運動、天文）

３）ゲームソフト

４）成績処理

１０パソコン研修会参加の有無（図９）

1.1Ｗ",
育事務所、研究会、同好会等の主催によるもので

あり、そのおもな内容は次のようなものであっ

た。

１）学校教育におけるコンピュータ活用の意

義と役割

２）ＢＡＳＩＣの基礎知識とプログラミング

３）コンピュータの仕組みや働き、操作の仕

方

４）教材作り

５）ワープロ、ＣＡＩ、グラフィックス

６）プログラミング入門

７）簡単なマイコンの製作

国ある

□ない

關11111拝

図９パソコン研修会への参加

パソコン研修会への参加について39.2％が「あ

る」と回答している。研修会は教育センターや教

１１研修会への参加（図10） ％

6０5０4００2０１０

醐蝿llllllllll||||蝿llll蝿||蝿||蝿蝿(鋤』
必ず参加し
たい

|…■蝿一
できれば

参加したい

参加しなＬ

図１０パソコンの研修会
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｢できれば参加したい」との回答を合わせると98.

5％の教師が研修会への参加を強く主張している。

技術科教師のためのパソコン研修会があれば、

｢必ず参加したい」との回答が60.2％を占め、

１２研修したい内容について（図11）
0１０
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図１１研摩したい内容

「研修会に参加したい」と回答したものに研修

したい内容を複数選択させた結果、「コンピュー

タの仕組みと働き」が最も多く、次いで「プログ

ラミングの基礎」、「コンピュータの操作」の１１項

となっている。これらの項目については60％以上

の教師が希望している。また「市販ソフトの利用」

や「コンピュータによる計測と制御」，「簡単な

マイコンの製作」については過半数以下となって

おり，コンピュータに関する基礎的，基本的な内容

に重点を置いた研修を希望しているものと考えられる。

④予算措置に関するもの５件

⑤導入反対意見４件

⑥教科書に関するもの３件

であった。次にその主なものを原文の通り列挙す

る。

１）情報基礎の導入にともなう施設・設備の

整備や予算措置をしっかりして、導入決定

をしてもらいたい。またその設備に関する

はたらきかけや、研究も現場からするとぜ

ひ強力におしすすめていただきたい。

２）年齢層から考えて、５０代の教師は、一般

的にそれらの機器にうといのではないかと

思います。従ってその導入にあたっては講

習会、研修会を持ち教師の資質向上を図る

必要があると考える。

３）各学級に２～３名の生徒がマイコンを所

持しており、日常生活に活用できるだけの

１３情報基礎導入についての要望．意見

情報基礎の導入について52件の要望や意見があっ

た。その内容を整理すると

①施設設備に関するもの１３件

②研修会に関するもの１１件

③導入賛成意見１０件
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基礎的知識を習得している実態がある。近

い未来においてコンピュータが家庭生活の

重要な役目を担う時期が間近にせまってい

ると考えられる。

生活に必要な技術の位置付けからするな

らば、当然義務教育の段階から情報処理の

技術を身につけさせる必要があると思いま

す。

４）地域に、コンピュータを専門に発売、指

導する店がないので、すぐ利用できるよう

に、本体だけの予算でなく、（ワープロ、

成績処理ソフト、マルチプランなど）を含

めた予算を考えるべきである。

5）もっと数学など基礎学力をつけるのが先

であり時期尚早だと思う。技術の授業で製

図領域がなくなり、部分、部分でやるので

定着が悪くなっている。図面が理解できぬ

ため作業の途中で生徒の迷いが多く雑になっ

たり、乗りが悪くなっている。新領域が入っ

て来ると他の領域がもっと犠牲になる感が

して好ましくない。

6）学校の事務処理の分野にワープロが盛ん

に利用されるようになった現在、生徒にそ

の初歩的な内容、操作について指導しなけ

ればならない状況にきていると考えられる。

現在教科書の内容が不消化の状態で学習が

行われている現状においては、しっかり理

論研究をしてから実施しないと現場が混乱

する。現行の教科書を魅力あるものにして

からの新しい知識技能の教授に賛成である。

現行の教科書はあまりにも魅力がない。

している。

2）「情報基礎」では情報教養や情報知識を

養うために内容としては「コンピュータの

基本的なしくみと機能」、「コンピュータ

の機能と生活」、「プログラミングの基礎」

などを取り入れた方がよいとの意見が多

いｃ

３）技術科教師の約５割がパソコンの使用経

験があるが、ほとんどが事務的な仕事の処

理であり、自分でソフトを作ったことのあ

る教師は約１割にすぎない。

４）技術科教師の約４割がパソコン研修会に

参加したことがあり、今後も研修会があれ

ば参加したいとの希望が多い。

５）研修したい内容については，６割以上の

教師が「コンピュータのしくみと働き」，

「プログラミングの基礎」，「コンピュー

タの操作」を挙げている。

最後にこのたびの調査にご協力下さった県内中

学校技術科担当の先生方に厚くお礼申し上げます。
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Ⅳ要約

「情報基礎」領域の新設に対する技術科教師の

受けとめ方やカリキュラム編成、現職教員の研修

等の基礎的資料を得る目的で、調査を行った。そ

の結果次のことが明らかになった。

1）技術教師の情報教育に対する関心は非常

に高く、関心が「ない」と明確に答えたの

はわずか１割である。また８割以上が「情

報基礎」領域を新設する必要があると回答
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