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研究成果の概要（和文）
：
本研究では，情報リテラシーを信頼性や妥当性をもって評価できる方法を求めるために，
「主
観調査」
，「客観テスト」，
「実技テスト」という３つの評価方法の関係や特徴を明らかにする中
で，評価方法の標準化を検討した．その結果，
「主観調査」とマッチングが良く適切な「客観テ
スト」，
「実技テスト」とはある程度の有意な相関があることが分かった．したがって，簡便性・
即時性が必要とされる場面では，「主観調査」が有効であることを示した．
研究成果の概要（英文）
：

We considered the standardized evaluation method through revealing the
relationship and feature of three evaluation methods called “Subjective evaluation”,
“Objective test” and “Practical test”, in order to develop appropriate and reliable
evaluation methods on information literacy. Consequently, it was indicated that there
were significant some relationships between appropriate “Subjective evaluation” and
“Objective test” and “Practical test”. We concluded that “Subjective evaluation” was
relatively effective when we needed simple and immediate solutions.
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１．研究開始当初の背景
大学等高等教育機関には，教科「情報」を
受けた学生が平成１８年４月に初めて入学
した．先行研究では，これにより，大学入学
時の学生のコンピュータリテラシーが，向上
していることが期待されている(鈴木 2003,
片岡 2003)．この期待感は，多くの大学の情
報教育担当教員がもっていると推測される

が，実際，学生は十分な知識やスキルを身に
付け入学してくるのであろうか．山岸ら
(2006)，倉元ら(2006)，永井ら(2006)によれ
ば，平成１８年度入学生では，あまり情報リ
テラシーやコンピュータリテラシーが身に
付いていないと学生が認識していることが
示されている．しかし，佐藤ら(2006)や永井
(2007)によれば経年変化を見るとアプリケー

ションソフトの操作などの基本的な技能は
徐々に身に付いてきているとの報告もある．
このように未だ判然としない状況があるし，
このことは，評価した際の方法の信頼性や妥
当性に関する議論の希薄さにも依拠してい
ると考えられる．このような中，教科「情報」
は設置されて間もないため，数年に渡りその
効果や影響を追求し，レディネスを把握して
いく必要がある．
他方，文部科学省は，単位認定にあたって，
評価方法の標準化，厳格化を行い，適正な評
価が行われることを求めている．しかしなが
ら，高等教育の現場では，大変厳しい評価す
る教員がいる一方，寛大な評価を行いほとん
どの学生に高い評価を与える教員もいる．そ
の評価方法に関しても，試験や課題，レポー
トなどの結果を客観的に測定している場合
もあれば，クラスの学生の意欲や彼らとのコ
ミュニケーションなどを重視して評価を行
っている場合も見受けられる．このことは，
教員がどのような評価方法が望ましいのか，
暗中模索の状態にあるともいえる．このよう
な中，ＧＰＡが実施され成績評価の公正性や
公平性が求められたり，学生を将来，引き受
ける社会からの要請が厳しくなってきてい
る状況がある．以上より，重要なことの一つ
として，信頼性や妥当性のある標準化された
評価方法で情報リテラシーやコンピュータ
リテラシーを評価することがあげられる．し
かし，先行研究では，研究者が選定した評価
方法を用いて学生の実態を明らかにしてい
るが，評価方法の吟味まではあまり行われて
いない．
２．研究の目的
○ 学生の，情報リテラシーやコンピュータリ
テラシーを測定するための「主観調査」，
「客
観テスト」，
「実技テスト」を実施し，分析を
行うことを通して，３つの方法の関係とそれ
ぞれの特徴を明らかにする．
○ ３つの評価手法とレディネス調査や成績
評価の関係を明らかにする中で，学生の実態
把握や成績評価の標準化に資する．
３．研究の方法
本研究の方法は以下の６段階の通り構成さ
れた．
１ 先行研究の検討（５月）
２ 勤務校でのレディネス調査などの実施
とその分析（５，６月）
３ 勤務校での成績評価の分析（７，８月）
４ 主観調査，客観テスト，実技テストの開
発（９，１０月）
５ 平成２１年度情報教育科目の成績評価
法などの策定（１１，１２月）
６ 平成２０年度のまとめと中間発表（１～
３月）

４．研究成果
情報リテラシーに関わる「主観調査」と「客
観テスト」，
「実技テスト」の間の相関関係を
調べた．その結果，情報リテラシー全般に関
わる「主観調査」と「実技テスト」の間には，
有 意な 相関 が見ら れな かっ たが (r= .337,
n.s.)，コンピュータリテラシーを測る「主
観調査」の項目に焦点化して再分析を行った
と こ ろ 有 意 な 相 関 が 見 ら れ た (r= .385,
p<.05)．これは「実技テスト」がコンピュー
タリテラシーを必要とする内容であったこ
とを勘案すると，学習者の持っている操作活
動を含んだコンピュータリテラシーを予測
する指標として，「主観調査」は調査項目の
内容を吟味すればある程度有効であること
を示唆している．更に，永井(2007)によれば，
「客観テスト」の項目を吟味すれば，「主観
調査」と「客観テスト」の間にも弱い相関が
あることが分かっている．
したがって，以上まとめると，
「主観調査」
を行えば，ある程度の情報リテラシーに関わ
る学生の知識・技能を把握することができる
ので，例えば「主観調査」のよさである簡便
性や即時性が求められる場面では，その利用
価値が高いと考えられる．
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