
 

・ICT グループ 

 

「卒業時点で未来大生に身に付けておいてもらいたい ICT スキル」に関する 

教職員アンケートの実施 

 

１．ICT 教育環境グループの立ち上げ 

 近年の ICT (Information and Communication Technology) 環境を巡る変化は著しく、学生に求

められる ICT スキルも以前の比ではない。そうした中、ここまでの東京未来大学 4 年間の学生の表

れを振り返ると共に、将来の学生の就職まで考えたときに、本学学生の ICT スキルに関して大きな

問題・課題があるのではないかということが FD 委員会の中で議論となった。それをきっかけに、

年度途中ではあるが、10 月から FD 委員会内に ICT 教育環境グループが立ち上げられた。 

 同グループの第 1 回会議では、以下のような話し合いがなされ、「卒業時点で未来大生に身に付

けておいてもらいたい ICT スキル」に関する教職員対象のアンケートを実施することになった。 

 

 

10 月  ICT 教育環境グループ会議 報告 

 

日時：2010 年 10 月 12 日（火）16:30～17:45 

場所：鈴木研究室 

 

１．ヴィジョン共有のための今後の展開について 

 ①新校舎建設に向けての要望 

・学内ランの充実・整備（将来的に学生にノート PC を持参させることを前提に提案す

ることになったが、ノート PC を持参しての授業の問題点も指摘された。今後、ノ

ート PC を新入学生に購入させることと合わせて、問題点についても検討課題とな

る）。 

②今後の ICT 教育について 

 ・PC のスキルにおいても、リテラシーにおいても問題がある。 

・授業で学習した PC のスキルが定着していない。そもそも学力に問題があり、関数

の理解が出来ていなかったり、漢字の読みが不十分だったりして、正しく入力さえ

出来ない。 

・1 年生秋学期必修で、しっかりとスキルが身に付くようなカリキュラムが望ましい。 

・スキルに差がありすぎて、カリキュラムがクラスごとに開講の現在の方法では十分

に対応できない。 

・現在実施されている「英語 Cafe」のような講座を設けてもいい。→しかし、一部学

生しか対応できない。 

・CS の授業で「成功の法則」同様に PC を扱う時間を設け、課題を PC で提出とする

のもいい。 

・就職のことも考え、資格を積極的に取らせるようにするといい。 

 



 

 

 

２．ICT スキルに関するアンケートの実施期間 

 2010 年 12 月 20 日～2011 年 1 月 14 日 

 

３．ICT スキルに関するアンケート実施方法 

 「卒業時点で未来大生に身に付けておいてもらいたい ICT スキル」に関するアンケートは、本学

専任教員および CA をはじめ通学・通信課程それぞれの事務局職員を対象に実施した。有効回収数

は 22 名であった。 

 

４．ICT スキルに関するアンケートの構成 

 ICT スキルに関するアンケートは、ハードの知識について 5 項目、OS やソフトの知識について 9

項目、ネットワークの仕組み及びインターネット・メディアリテラシー・モラルに関しては 7 項目

の質問を設け、その一つ一つについて必要の度合いを「必要でない」「できれば必要」「必要」と問

うている（次ページ資料 1-1 参照）。各項目のそれぞれの数字の前に付したＡＢＣの記号は、「A-本

学の情報基礎等の授業で繰り返し扱い、十分に指導している内容」「B-本学の情報基礎等の授業で

ある程度は指導している内容」「C-本学の授業では特段指導しないが、高校までの情報の授業で既

に指導されている内容」を意味している。 

 また、このアンケートは、一つ一つの項目ごとに必要度合いを選択するだけではなく、それ以外

の点で「必要と思われる ICT スキル」「現在の未来大生の ICT スキルの実態。今後どうしていけば

よいか」について自由に記述する形のアンケートとなっている（次ページ資料 1-2 参照）。 

 

 

 

 

 

●新カリキュラムを検討し、作成するにしても、学生の実態が明らかではないし、教

職員の ICT 教育に対するヴィジョンも共有されているとは言えない。カリキュラム

を考える上でも、実態を探り、卒業時にどの程度のスキルが身に付いていればよい

かを明確にしておく必要がある。 

 

２．当面の取組課題 

 ①全教職員の ICT 教育に対する意見や要望の集約（アンケートの実施・教連会で協議） 

・学生の実態を明らかにするアンケートを教員に向けて実施する。 

 →12 月に実施。2 月の教連会で、報告を兼ねて研修会を企画する。 

・アンケート内容は、「卒業時に最低限身に付けさせたい ICT 能力として望まれるも

の」を尺度方式で具体的に回答いただく。その上で、「今の学生の実態はどうか？」

「ゼミなどで困っていることはないか？」など記述していただく。 

・アンケートの具体的な項目は、12/15 の FD 委員会で提案する。 

②講習会・研修会の企画アイデア 

・アンケートの結果を踏まえて教職員で ICT 教育に対するヴィジョンを共有するよう

な会を、2 月の教連会の中で実施。 



 

資料 1－1 

卒業時点で未来大生に身に付けておいてもらいたい ICT スキルに関するアンケート 

 

 

 

 



 

資料 1－2 

卒業時点で未来大生に身に付けておいてもらいたい ICT スキルに関するアンケート 

  

 

 

 

 



 

以上のように、本学教職員が、現在の学生の ICT スキルに関してどのように実態を捉え、今後

必要なこととしてどのようなことを考えているかを探る内容となっている。 

 

５．ICT スキルに関するアンケートの集計結果 

(1) それぞれの ICT スキルの必要度合い 

① ハードの知識 

 「ハードの知識」についてのアンケート集計結果は、表 1・図 1 の通りである。 

 

表 1 ICTスキル「ハードの知識」各項目の必要度合い集計結果（人数） 

№ ＜ハードの知識＞ 
必要で 

ない 

できれば

必要 
必要 

1 パソコンの各部分の名称がわかる。 1 5 16 

2 パソコンの各部分が担う役割と機能がわかる。 0 9 13 

3 
パソコンがフリーズしてしまうなどのトラブルが生

じた時の、基本的な対処方法がわかる。 
0 3 19 

4 
パソコンにトラブルが生じた際に、不具合の生じた箇

所を自ら見つけて直すことができる。 
4 11 7 

5 
パソコンとプリンタなど周辺機器を接続し、活用でき

る。 
1 5 16 

 

 

図 1 ICTスキル「ハードの知識」各項目の必要度合い 

 

 

 

 

 



 

このアンケートでは、「ハードの知識」について、「4．パソコンにトラブルが生じた際に、不具

合の生じた箇所を自ら見つけて直すことができる。」というパソコンのトラブル対応・自力解決

以外のことは概ね必要とする度合いが高い。ごくごく基本的なことではあるが、「1．パソコンの

各部分の名称がわかる。」、「2．パソコンの各部分が担う役割と機能がわかる。」、「3．パソコンが

フリーズしてしまうなどのトラブルが生じた時の、基本的な対処方法がわかる。」、「5．パソコン

とプリンタなど周辺機器を接続し、活用できる。」は、どの学生にも必要となる知識と考えられ

ている。 

 

② OS やソフトの知識 

 「OS やソフトの知識」についてのアンケート集計結果は、表 2・図 2 の通りである。 

 「OS やソフトの知識」では、「1．OS、メモリ、CPU、ハードディスク、BIOS、64 ビット、

リカバリなどの言葉が何を意味しているかわかる。」や「2．OS の役割がわかる。」、「3．アプリ

ケーションソフトとは何かわかる。」といった実用面で取りあえず必要とはならないと思われる

項目に対するアンケート結果は低くなっている。逆に、実用的な面の知識はかなりの高さでその

必要度合いが認められている。それは、「4．文書作成ソフトで文字情報のみのレポートを作成す

ることができる。」、「5．表計算ソフトで、基本的な四則演算や関数（合計、平均、分散など）を

使うことができる。」、「6．表計算ソフトでグラフを作ることができる。」、「7．文書作成ソフトと

表計算ソフトを組み合わせて、図表や写真入りのレポートを作成することができる。」、「8．プロ

ジェクターを使って、パソコン画面や DVD の映像を投影できる。」、「9．パワーポイントなどプ

レゼンテーションソフトで資料を作成することができる。」といった項目であり、主にオフィス

ソフト「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の必要性を認めたものである。 

 

③ ネットワークの仕組み及びインターネット、メディアリテラシー、モラルに関して 

 「ネットワークの仕組み及びインターネット、メディアリテラシー、モラルに関して」の各項

目アンケート集計結果は、表 3・図 3 の通りである。 

 「3．インターネットを使って自分が必要な情報を容易に探すことができる。」、「4．インター

ネットで収集した情報には著作権の問題が関連しているなど、モラルについての基本的なことを

理解している。」、「5．インターネットに接続するときに、ウィルス対策ソフトを使う必要性を認

識している。」、「6．デジタルカメラ・スキャナを使って、画像をパソコンに取り込むことができ

る。」、「7．メール機能や掲示板機能を理解し、自らの教育や実践に生かすことができる。」など、

インターネットや画像、メールを利活用したり、モラルなど最低限のことにも注意を払ったりす

る必要が認められている。必要度合いは上の 5 項目ほどではないが、「2．外部からの侵入に防御

する仕組みや、インターネット上の情報の正しさ･安全性などについてわかる。」も、4 や 5 と関

連して必要となる内容を含んでいると言えるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表 2 ICTスキル「ＯＳやソフトの知識」各項目の必要度合い集計結果（人数） 

№ ＜ＯＳやソフトの知識＞ 
必要で 

ない 

できれば

必要 
必要 

1 

OS、メモリ、CPU、ハードディスク、BIOS、64

ビット、リカバリなどの言葉が何を意味しているか

わかる。 

3 15 4 

2 OS の役割がわかる。 9 10 3 

3 アプリケーションソフトとは何かわかる。 2 12 8 

4 
文書作成ソフトで文字情報のみのレポートを作成

することができる。 
0 1 21 

5 
表計算ソフトで、基本的な四則演算や関数（合計、

平均、分散など）を使うことができる。 
0 6 16 

6 表計算ソフトでグラフを作ることができる。 0 6 16 

7 
文書作成ｿﾌﾄと表計算ｿﾌﾄを組み合わせて、図表や写

真入りのレポートを作成することができる。 
0 6 16 

8 
プロジェクターを使って、パソコン画面や DVD の

映像を投影できる。 
1 5 16 

9 
パワーポイントなどプレゼンテーションソフトで

資料を作成することができる。 
0 5 17 

 

図 2 ICTスキル「ＯＳやソフトの知識」各項目の必要度合い 

 

 

 



 

 

 

表 3 ICT スキル「ネットワークの仕組み及びインターネット、メディアリテラシー、 

モラルに関して」各項目の必要度合い集計結果(人数) 

№ 
＜ネットワークの仕組み及びインターネット、メディア

リテラシー、モラルに関して＞ 

必要で 

ない 

できれば

必要 
必要 

1 
ネットワークやインターネットの仕組みがわかる。 

 
4 15 3 

2 
外部からの侵入に防御する仕組みや、インターネット

上の情報の正しさ･安全性などについてわかる。 
1 8 13 

3 
インターネットを使って自分が必要な情報を容易に

探すことができる。 
0 2 20 

4 

インターネットで収集した情報には著作権の問題が

関連しているなど、モラルについての基本的なことを

理解している。 

0 0 22 

5 
インターネットに接続するときに、ウィルス対策ソフ

トを使う必要性を認識している。 
1 2 19 

6 
デジタルカメラ・スキャナを使って、画像をパソコン

に取り込むことができる。 
0 4 18 

7 
メール機能や掲示板機能を理解し、自らの教育や実践

に生かすことができる。 
0 4 18 

 

図 3 ICTスキル「ネットワークの仕組み及びインターネット、 

メディアリテラシー、モラルに関して」各項目の必要度合い 

 

 

 

 



 

(2) 必要と思われる ICT スキル 

 本アンケートでは、集計結果 5(1)で取り上げたスキル以外に、どのような ICT スキルを必要と思

われるかについて自由記述されたが、それは以下の表 4 の通りである。 

 

表 4 学生に必要と思われる ICTスキル 

1  上記(アンケート1で取り上げたスキル)が身についていれば十分ではないか。 

2  データのバックアップを行う 

3  データをわかりやすく区分けして、管理する 

4 
 Excel･Word 等のアプリケーションを使用する際、ヘルプやウィザードからそ

のアプリケーションの使用方法を探ることができること。 

5  マウスがない場合でもキーボードから簡単な PC 操作ができること。 

6  ブラインドタッチ（スピードと正確性）。 

7  HP 作成および更新 

8 

 DigitalVideo フォーマットの種類と特性、その取り扱い（PPT への貼り付け、

ネットワーク公開、DVD 化）ができ、それらの中から、教育場面に対応した適

切な方法を選び、用いることができるスキル。 

9 
 メール、Web、blog、SNS 以外の、多様なインターネットコミュニケーショ

ン方法を生かした遠隔地とのリアルタイム情報交換。 

10 

 電子黒板と従来の黒板を併用し教育効果を挙げている小学校は多い。都教委で

は現在都内の小学校にこの調査を依頼している。「パソコン、電子黒板、プロジ

ェクターについての保有と活用の調査」 

11 
 電子書籍などの情報資源を、児童生徒と共有し、学習展開するためのスキル（入

手方法、シェアリング技術等を含む）。 

12 

 どこまで求めるかは難しいところですが、我々が普段から使用している PC 操

作、インターネット環境（光回線･ADSL・無線 LAN）などは把握しておく必要

があると思います。個人的には、専門的な難しい知識は必要ないとは考えますが、

日常生活、一般的なビジネスで求められる最低限をクリアすることが課題かと思

います。 

13 
小学校教員を目指す学生には、電子黒板と従来の黒板を併用して提示・説明で

きるスキルは必須だと思います。 

  

ここでの自由記述を見ると、それぞれの具体的な状況や場面を想定して必要となるスキルが書か

れている。とりわけ、来年度からスタートする小学校教員免許の課程を意識した記述が多い。確か

に、小学校現場でのパソコンや電子黒板などの利用は日常的なものとなり、今後ますますその活用

や指導の度合いは増してくる。そうした学生が働くであろう就職先で求められる ICT スキルも想定

して、本学でどのような環境やカリキュラムを整え、具体的に指導していくのかは喫緊の課題であ

る。 

 

 

 

 



 

(3) 未来大生の ICT スキルの実態と今後の方策 

 本学学生の ICT スキルの実態と、今後の方策については、表 5 のような意見が寄せられた。 

 

表 5 未来大生の ICTスキルの実態と今後の方策 

※表内の下線部分は筆者による 

1 

 都内のほとんどの小学校には電子黒板が入っている。今年から外国語の導入に伴い

利用は多くなる予定、大学でも電子黒板の活用法を履修してくれば現場では助かると

いう意見は多い。現在は研修会を開く時間がない。杉並区・八王子市の中には反対の

意見もある。予算の件、活用には特定の者だけとなるから。 

2 
 現状のスキルでは社会に出た際に苦労すると考えられますので、ワード、エクセル、

パワーポイントで資料を作成できるレベルにはなってほしいと考えます。 

3  向上が望まれる。システマティックな援助方法を考えるのがよい。 

4 
 社会人を見据えた能力が必要かと思う。個々によるとは思うが、メールやワードエ

クセル、パワポは使用できたほうが良いかと思う。 

5 

 ICT スキルには大幅に差が出ていると思います。それは仕方ないことですが、3年

生になっても基本的な入力などができないのは問題だと思われます。授業内で課題の

提出を手書きではなく PC を使用させるなども行った方が良いのではないでしょう

か。しかし、保育に関しては日誌等も手書きのため、手で書かせることも大事なこと

になりますので、その辺は柔軟性を持って対応頂いた方が良いと思います。 

6 

 自宅に PC がない学生が多いことがとても問題のように感じます。就職活動でも

PC は必須条件になっていますので、さまざまな事情があるかと思いますが、学校以

外にも PC に触れる環境を多く設けられればと思います。 

7  PC 関係の資格取得(MOS や P 検等)を促すまたは資格取得講座の開催等。 

8 
・教職員研修(ICT スキルアッププログラム)  

 [参考]http://www.microsoft.com/japan/presspass/detail.aspx?newsid=2845 

9 

 携帯電話で卒論を打ったらどうでしょう？というくらい携帯ばかり。

DigitalDivide という言葉があったが、おそらくその負け組に属する。教育現場では

OJT に相当の時間がかかる存在になってしまう。企業でもまずダメ。 

10 

 学内のネットワーク環境(Wi-Fi)を充実させ、個人のノート PC、スマートフォン、

タブレットのアクセシビリティ向上を切望する。習うより、日頃から使う中で、便利

な方法、発展的なスキルが身につくものと考える。 

11 

 実際問題、現場で実際に使用する機器によって操作方法が異なるものも多いと思い

ますし、量を増やしても覚えきれるか・・・とも思いますので、最低限レベルを考え

るべきだと思います。自分の新人時代などは現場で覚えたことが多かったように思い

ますが、やはり時代として即戦力のある人材が求められている現状を考えると、スキ

ルや知識があるに越したことはないのですが。 

12 

 通信教育課程の学生は個人によってかなり差があるが、通学課程の学生は、全体的

にスキルや認識などのレベルが低い印象です。スキルを求められる機会がない限り、

上達することはないと思います。ある程度のスキルがないと単位が取れないような授

業が複数あれば多尐効果的だと思います。使わざるを得なくなり、各自自分のレベル

を認識して勉強するきっかけになると思います。 

13 

 卒論を書かせてみると、まず PC の使い方すら分からない者がたくさんいます。講

義では扱ったのでしょうが、日常扱うことが尐ないことから、継続的に身についてい

ません。レポート提出などの機会に積極的に使わせることが大切だと思います。 

14 

 mixi を始めとしたネット上のコミュニティ等は巧みに使用していますが、情報の

取捨選択や安全性の管理、PC を利用して文書などを作成する力は、もっと伸ばして

いく必要があると感じています。今後は情報処理の授業だけでなく、色々な授業で

ITC スキルに触れ、大学全体でフォローしていく必要があると思います。 

http://www.microsoft.com/japan/presspass/detail.aspx?newsid=2845


 

15 

 各授業で、実例を交えて ICT スキルの必要性を訴える必要があると思う。訴え方

としても、卒業後の現場での実例など、学生が真に理解できるように話しをする必要

がある。環境だけ整えても学生の意識がなければお金の無駄遣いになる。逆を言えば、

学生からの必要という声や認識が高まれば予算をかけてでも環境を整えるべきだと

思う。 

16 

 社会に出て、困ると思います。スキルが低いというより、PC に慣れていない学生

を見かけることが多い気がします。学生への伝達を掲示板ではなく Cols 等の ICT を

使用する媒体へ切り替えてはどうでしょうか？また、レポートについてもできる限り

Word 等で作成させることでかなり慣れてくるのではないでしょうか。 

17 

 まずは基礎的な PC 操作が必須と思います。ワード･エクセルにおける基本操作を

最低限おさえ、それぞれを利用してチラシなどを作成できるスキルは必要だと思いま

す。（クリップアート･ワードアート･テンプレートの使用など）インターネット等の

利用は日常化されていますが、ワードやエクセルなど、ビジネスで使用するツールの

使用は頻度として尐ないように感じます。 

18 
 心理しか分かりませんが、差が大きいと感じます。ただ若いだけあって使っている

うちに（3・4年生）ずいぶんスムーズになるなと感じます。 

19 

 まずは学内無線 LAN の環境を整える必要を感じます。セキュリティなど様々な問

題もあるのでしょうが、これからの社会ではなくてはならない環境でしょう。そして、

その環境を最大限利用して、レポート提出や出席管理など、日常的に PC に触れさせ

るようにしたいと思います。今のところ、3年生でも「全くできない」とゼミ中に呟

く学生が多々見られます。全員にノート PC を購入させ、毎日持ってくるようにする

…このようにしていく必要が出てきていると思います。ゆくゆくは、教科書も紙か電

子かどちらかを学生自身が選ぶようになるといいのではないでしょうか。 

※学内無線 LAN が整った場合、授業中にゲームや YouTube などに興じる学生が出る

でしょう。そこが問題ですね。 

  

学生の実態としては、「5．ICT スキルには大幅に差が出ていると思います。それは仕方ないこと

ですが、3 年生になっても基本的な入力などができないのは問題だと思われます。」、「13．卒論を書

かせてみると、まず PC の使い方すら分からない者がたくさんいます。講義では扱ったのでしょう

が、日常扱うことが尐ないことから、継続的に身についていません。」、「16．社会に出て、困ると

思います。スキルが低いというより、PC に慣れていない学生を見かけることが多い気がします。」

といった記述に代表されるように、多くの教職員が現在の学生の ICT スキルについて不安を抱いて

いる。中には、「9．携帯電話で卒論を打ったらどうでしょう？というくらい携帯ばかり。

DigitalDivide という言葉があったが、おそらくその負け組に属する。教育現場では OJT に相当の

時間がかかる存在になってしまう。企業でもまずダメ。」といった厳しい記述も見られた。危機感の

表れと言えよう。今後、こうした学生の実態を、さらに具体的に把握する必要もあろう。 

 また、具体的な方策として、表 5 内下線部分にあるような様々なアイデアが書かれている。「13．

レポート提出などの機会に積極的に使わせることが大切だと思います。」、「16．学生への伝達を掲

示板ではなく Cols 等の ICT を使用する媒体へ切り替えてはどうでしょうか？また、レポートにつ

いても出来る限り Word 等で作成させることでかなり慣れてくるのではないでしょうか。」といった

ことは、もう明日からでもやれることである。教職員の意識を共有して、学生の ICT スキルが向上

するような方策に取り組むようにしたい。 

 こうした日々の取組だけではなく、「10．学内のネットワーク環境(Wi-Fi)を充実させ、個人のノ

ート PC、スマートフォン、タブレットのアクセシビリティ向上を切望する。」、「16．まずは学内無

線 LAN の環境を整える必要を感じます。」といった環境整備の視点も必要となろう。今後の検討課

題の一つである。 



 

 また、「15．各授業で、実例を交えて ICT スキルの必要性を訴える必要があると思う。訴え方と

しても、卒業後の現場での実例など、学生が真に理解できるように話をする必要がある。環境だけ

整えても学生の意識がなければお金の無駄遣いになる。逆を言えば、学生からの必要という声や認

識が高まれば予算をかけてでも環境を整えるべきだと思う。」という記述に見られるように、学生も

教職員も将来を見据え、ICT スキルが必要なのだという共通の意識をもつことが求められる。それ

は、カリキュラムそのものの見直しも迫ることになる可能性もある。そのためにも、このアンケー

トを一つのきっかけにして、教授会や教職員連絡協議会などで継続して審議していけるように、FD

委員会の ICT 教育環境グループを中心に取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


