
インタ-ネット環境を用いた作文教育

河合 和久1 吉村 弓子2

1 まえがき

本稿では,作文 (文書作成)を題材に､情報活用能力を育成し､思考力と表現力を身につけることに目標と

する情報教育の実践例を報告する｡これは.報告者がその所属する工科系単科大学で行なっているものであ

る｡

作文を行なうための情報機器としては､ネットワ-クに接続されたコンピュータ (Unixワ-クステ-ショ

ン)を使用し､エディタと文書整形処理系､電子メイルとWorldWideWeb (以下､WWW と略す)を利

用している｡内容としては,作文の四つの工程 - 1.主題の選定､2.材料あつめ､3.構成表､4.執筆 -

を追いながら､情報の取扱い､コミュニケ-ション技術､法 ･社会 ･倫理､文章表現技法といった項目を取扱

う｡
本実践は､日本人学生 (一部,留学生を含むが､人数比で5%にも届かない)を対象とする情報教育であ

るOしかしながら,作文という葛材､電子メイルとWWW というコンピュータ利周の状況から､日本語教

育､とりわけ､海外での日本語教育においでも､同様の教育を行なえるものと考える0

2 教育理念 ｡目標

西之園ら【西之園95】の指摘にもあるように､義視の多少の遠いこそあれ､情報教育の教育理念は ｢情報活
開能力の育成｣としてよかろうO報告者も､ここで報告する講義の目標を ｢情報活用能力の育成であり､情報

機器を活用し､思考力と表現力を身につけること｣と考えているO

教育目標に､思考力と表現力の修得をあげた理由のひとつは､報告者には､この二つの能力が中等教育段階

で十分教育されているように見受けられないことにある｡実際､報告者の所属大学でプログラミングや数学

を､非常勤講師として文系の他大学で-般情報処理を,それぞれ教えてきた経験では､論理的にものごとを思

考し､考えを積み上げていくことと,それを分かりやすく､文章や言葉で人に伝える能力が足りないといわど

るをえないO

思考力や表現力を身につける方法として､本講義では､作文をとりあげる｡ただし､ここでいう作文とは､

現在の主に初等教育段階でよく行なわれている ｢遠足の思い出｣や ｢昨日あった楽しかったこと｣ といったも

のでなく､いわゆるレポー ト､小論文､報告文などである.

こうした作文､すなわち､文章を ｢書く｣には､書くべき情報を収隻､整理し,内容を十分吟味 した上で､

構成を考え､系統立てて書いていかなければならず､その過程で､自身の考えをまとめる思考力と､その考え

をきちんと表現する能力が身についていく｡このあたりの議論は,大塚 【大塚 90】に詳しく述べられている｡

また,本講義で使用する情報横器のコンピュータに関連して,コンピュータサイエンスに関する基本的な概

念をまとめた 傾 出概念 【Tucker91日 と､コンピュータと社会､法､倫理との関係を､教育内容にとりいれ

るべきと考えているOこれは､情報処理学会 ｢大学等における一般情報処理教育の在り方に関する調査研究｣

報告書【IPSJ931にあげられている教育理念､内容にあるとおりである.
より具体的に内容を箇条書きすると､以下のようになる｡

1.コンピュータ･リテラシー

2.文書作成技術

3.コミュニケーション技術

4.コンビュ…タサイエンスの頻出概念

5.法と社会 ･倫理

鳩 樹 柵 科学人草 加射 純 増 系 kawai@tuL･acや hilp･･//www･仙 uiklde加t･ac･)lprkawaV
2a.倫技術科学大学 抑 芦センター yumiko@tut.ae.Jphiip.1〝 www.iia加ikl'e加t･ae･Jp/-yu77"-ko/

3!



3 講義事例

以下では､これまでに述べてきた教育理念､内容に基づき､報告者が現在,所属する大学で行なっている作
文教育について述べるt'L,

3.1 講養科目と受講生

この講義は､工学部知識情報工学系 (-三割 鋸 の3年次学生を対象とするもので,工学部のいわゆる学生

実験の 旦単元として実施 しているO 本学生実験は朗 を科目であり､毒草進級のための=_盗･須履鰭科目 (未修得で
は進級できない,)のひとつであるO

受講生は､以下の三種類に分類できる｡

昏高等専門学校からの題見時 (4ri魚1

争普通高校出身者 (5名)

魯工業高校出身者 (5名)

( )矧 孟学生童貞で､普通高校出身者が ま0名ほど在籍するほかは､完数もほぼこ符とおりである8高等

専門学校 闇 下､高専と略す)からの編入盤が多数をLめることが特徴的であるO彼らは､高専 は年間)終

了敷 革学 3年次に編入学する｡受講生のほとんどはコンビュ-タを健闘した経験がある,しかしながら,

寛掛 三権伺する機種 (LIATlixワ-タステ…ショ吊 を使いこなせる学生は､単数ていどであるOこうと〆た受渡

生の多様性は､謀葦を行なうデか-プ内でのコミ皿ニケ-かヨン申ギャップの-一要因ともなりぅコミ1ニケ-
ション技術教育には効果的で重きあった0

署か慧 講義の進め方

講義配当時間は,毎週2日､午後のコマすべてであるO期間は､革学が3学期制をとっており､後月から6
月までのまO週間であるO

同期間に､同じく必修科目であ り演習嘉体で行なわれる ｢プログラミング葺｣という科白が開講されている

こともあいまって､講義時間外もレポ-トの作成や資料集めなどにコンビュ-タを利周する機会が多いO使用

したコンピュータは,学生数に神 し十分な台数が稲意され､24時間開放されているO窯臥 〆切が近くなる

と､明色す方までコンビよ-タを便桶している学生が少なからずいたO

-つの課鴇のながれほ､以下のようになるo

i.出題 :WWW にて学期当初にすべて出窺する｡

2.出題解脱 :必要に応じて適宜解説を行なう0

3.レポー ト授出 :発表の前の過の金曜 16:30まで｡

4.レポ- ト返却 :発表の週の水曜午前0

5.発表 (講義配当時間) :水曜と木曜｡

6.レポ- ト再提出 :威･要に応 じ､再碇出を求める｡〆切は発表の週の木曜 i6:30までo添削終

了次第返却｡

講義時間の制約から､いわゆる ｢講義｣を行なう時間を少なくし､ほとんど演習と発表 ｡議論の時間となっ

ているoこれは､コミュニケ-ション技術の修得に加え,プログラミング教育におけるレビュ-【王PSJ9ijと

同様に､作文教育において互いの文章などをレビューすることの教育効果をねらったものである｡

毎臥 出題する演習課題を各自レポートするとともに､発表担当者が講義時間に発表する｡発表後､試論

を行なう｡法論を中身の濃いものにするため､受講者を四つのクラスに分ける｡クラスAは水曜 13:30-

15:00､クラスBは水曜 15:08-16:30､クラスCは木曜 13:30-15:00､クラスDは木曜 15:00-16:30に

行なう｡

このクラス分けにより,受講生は少なくとも1回は,発表を担当することになる｡発表担当者には､｢発

表時間 (講義時間/出題数/2:発表時間と議論の時間)を念顕に､各自でWWW 資料などの準備をするこ

と｣を指示 しているO

3本講義の内容については､WWW をとおしても見られる｡

URい よ,ん叫･･//www･ik Lutk･'e･tut･ae･2P/～kaWa,'/pro一叩 /98･hLO/である｡
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高専出身の学生の多くは､高専在学時に卒業研究 (と､その発表)の経験もあり､WWW を利用 した発表

も ｢そつなく｣こなす｡反面､試論はあまり活発でない｡また,質問もそれに対する回答も ｢的を射た｣ もの

は少ない｡教官が質閉し､発表者に回答させるだけでなく､受講者に順番に回答させるなどの工夫がかかせな

い｡加えて､個々の質問/回答について.その内容 (作文に関すること)ではなく､質問/回答の方法などコ

ミュニケーション技術に関する指導を行なうことも少なくなかった｡

一つのクラスは､さらに四つのグループに分けられる｡課題の-部は､このグループ単位で解決 していくO

-つのグル-プの構成は､以下のとおりであるo

l.学生3-4人 (うち1名は学内進学者)

2.高専学生数 (十一･部､香港理工大学学生)

3.高専教官 (+一部､同上教官)

4一本学 TeachingAssistant(博士 ｡幡士課程在学生)

5.担当教官

各グル-プには,そのグループ内での議論のためのメイリング･リストを用意し､利用させたoまた､その

メイリング｡リストの内容は,WWW をとおして､ほかのグループの受講生からも見られるようにしたOこ

れにより,メイル使用の初心者にみられる典型的な誤りや､エチケット/モラルに関する指導も､グループご

とに繰り返すことなく､効率的に行なえた｡

先に述べたように､本学の特徴であるl年生からの学生 (学内進学者)と高専からの3年次輔人生とを同

じグループに組ませることにより､互いのいわゆる ｢バックグラウンド｣の違いによるコミュニケ-ション･

ギャップを与え､グループ内でのコミュニケ-ションに緊張を与えるようにしているo

さらに､放校の高専の協力のもと､高専生ならびに高専教官もグループに加えている4.ともすれば ｢内垢

の議論｣になりがちなこうしたメイリング･リストでの議論に,外部の参加者を加えることは効果的であっ

た｡とりわけ､高専教官の参加は ｢作法 (礼儀)｣の面で,効果的であった｡

3.3 講義内容

課題は､以下の3種類に分けられる｡

1.文書作成技術課題

● ｢理科系の作文技術｣中公新書 (木下是雄)

● ｢日本語表現の方法｣東海大出版会 (青山ほか)

●各自レポー ト･発表 ･議論

2.グループ課題

*課題 ｢高専とは (一部グループは ｢返還後の香港｣)｣
●グループでレポート

●発表 ･ディスカッション

●メイリングリストの活用

3.個人課題

●課趨 ｢マルチメディア｣
o各自レポート･発表 Bディスカッション

グループ課績 ･個人課題のすべての資料は､クリヤー ･ファイルにためていき､毎臥 これ全体を擾出 ･返

却させる｡クリヤー ･ファイルには､すべての関連資料 (草稿､レポ-ト,メイルの出力､図書のコピー､赦

官の添削結果､-)を時系列にためていくoこれにより､課題の進展のすべてがそのクリヤー ･ファイルに

記録されていくことになるoこのクリヤー･ファイルを用いたレポートの提出 ･返却は､3カ月という ｢長丁

場｣にわたる課題の進展状況を把握するのに効果的であった｡

グループ課慈 ･個人課題は,文書作成の手順をおって､以下の順に進めていく｡この手順は､教科書に用い

ている ｢理科系の作文技術｣の手順に基づいている｡

3.主壕の選'-L'je

4本諸掛 二参瓜 協力いただいた高専での謙鼻紙悦については.文献押券96,松野961を参.qi.ほ れたい0
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2.材料あつめ

3.構成表

4=&#

文書作成技術課櫨とダル-プ課題､個人課題を組合わせ､以下のようなスケジュ-ルで講義は進めた¢

4第 l過 :ガイダンス Il)テラシー ･作文技術紙義

革帯2週 :リテラシー試験 .辛-ボー ド試験 #i

互.真書作鑑手根

2｡パラグラフ ･句読点

･第3週 d.キーボー ド試験 #2

1.キーr-i- ド･分類 ･比喰 ･対比

2.億人課等｢主題の選定｣

⑳第4過

3号引屑 土要約

詔.ダ)レ-プ譲蔑 ｢圭鴇の選意｣

尋第5週

1_ゲJL一一プ課題 ;̀材料あつめ_i

望｡健太課題 指す料あつめ｣

働第6週

且由ダル-プ課題 ｢構成衆｣

望.個人諸鐙 r構成教｣

や第7過

量,表記法

2.悪文を審かない

轟第8遇

且.ダル-プ課題 ｢執筆｣

2,個人課題 ｢執筆｣

最初の2週間は､ヨンピ且-夕に不慣れな学生もいることから､復習もかねて､ヨンピュ-タ ｡リテラシ小

数青を行なっているO取扱う項目は､Un呈Ⅹシステムの基礎､キーポ- ド入力､電子メイル､エディタ､文曹

整形､WWW ブラウザなどである.

また,用いた教科書 B参考書は､以下のとおりであるo

o教科書 ｢理科系の作文技術｣中公新書 (木下是雄)

○教科書 ｢日本語表現の方法｣東海大出版会 (青山ほか)

○教科書 ｢続 ･発想法｣中公新書 (川喜田二郎)

●参考書 ｢レポー トの組み立て方｣ちくま書房 (木下是雄)

4 検討 ･むすび

最初に掲げた教育目標に従って､本講義を検討 し､むすびとする｡

コンピュータサイエンスに関する頻出概念については､コンピュータ .リテラシ-教育の段階から､適宜､

頻出概念を紹介するとともに､その重要性を説明した｡本講義は､知識情報工学系という情報専門学科を対象

とするものであり､こうした内容はほかの講義科目などでも取 り上げられるものであ り,特に問題なく受容さ

れていた｡非専門学科においては､工夫が必要となろう｡

コンピュータと社会､法､倫理との関係については､文章作成技術課題 として取 り上げた ｢引屑｣が効果的

であった｡文章作成の分野では､引用の手法など著作権に関わる部分が厳密に定められており､そうした厳密

さを知ることが､コンピュータの分野での同様の間榎を考える場合に有効であった0
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情報を収集､検索する技術については､メイリング･リス トとWWW の使用が想定した以上に有効であっ

た｡設定した課題内容 (マルチメディア､高専､香港)も大きな要因のひとつではあるが､ほとんどの受講生

が､材料あつめにメイリング･リストならびにWWW を利用し､あつめた材料の件数だけでみれば､8割強

がそうした電子的な情報源からのものであったo今軌 ま時間がなく直接指導できなかったが､こうした電子的

な資料は検索､加工が容易であり､あらたな情報の創造､発見にもつながる点は､今後､教育内容に組み込み
たいと考えている｡

コミュニケーション技術については.先述のように､発表にくらべ､議論に関するスキルが不十分であっ

た｡こうしたスキル向上のための教育内容の検討が必要である｡

メイリング ･リストでの議論においては､リーダー的役割をはたす学生がいるグループといないグループ

で､メイルの質と量の両面で大きな差異がみられた｡これはコラボレーションに関する研究などでもしばしば

指摘されているものであるo教育という観点からみた場合､リーダーを育てることも重要であるが,メイリン

グ.リストでの議論におけるリーダーの重要性を認識 ･理解させることが､情報教育としてはまず必要であろ
つ｡

濠後に文章作成技術について述べるO四つのステップでレポー トを提出させた結果､第2､第 3の材料あつ

め､構成表のステップでは､全般的に優秀なレポートが擢出された｡反対に､最初の主題の選定と,最後の執

筆のレポー トは､ほとんどが ｢再提出｣となったO

第1ステップの主題の選定については､演習時間が相対的に短かかったことと､主題の選定という作業自体

がほとんどの受謙生にとって初めてであったことに起因すると考える｡再提出では､半数以上の受講生がほほ

満足のいく改訂レポー トを提出していた｡

最終ステップの執筆は､その直前のステップである構成表がきちんと書けていながら､具体的に文章を書い

ていく段階でうまく展開できないという受講生が多かった｡この原因として,今回作成したような報告文のよ

うな文章を書いた/読んだ経験があまりないためではないかと考えているO構成表がきちんとできており､加

えて手元には十分な量の材料があっまっている状態で,具体的な文革に展開できないというのは､そうした文

章そのものを書いたり読んだりした経験がないためと考えるしかない｡

文章作成技術課題は､こうした部分を教示するものとして本講義に組み込んだQしかしながら､その内容が

文章作成の個々の技術を ｢トップダウン｣に展開するもので､あるていどの技術を修得しているものにとって

は技術の再整理 (構築)ができ効果的であるが､そうした技術がほとんどない今回の受謙生にとっては､いわ

ゆる ｢うわべをなぞった｣だけになってしまったものと反省している｡多くの報告文を読み､受講生自身がそ

の文を添削したり評価するといった ｢ボトムアップ｣な教育法を組み合わせる必要があろう｡

なお､本研究の一部は､文部省科学研究費基盤研究(C)09680395の一部として行なわれたものである.
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