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専門高校における資格試験の学習方略を組み込んだ学習指導の設計と試行 

－資格試験問題データベースの開発とノートテイキングを基盤とした授業設計－ 

 

林 秀記*1・益子典文*2 
 

本研究は，専門高校における資格試験取得に向けた学習プロセスのエッセンスを抽出し，日常的な授業と

資格試験の学習を統合化した学習の場を提供することを目的とした．現職教師 4 名に対するインタビュー調

査から，ノートという学習者にとって身近なツールを活用することが，学習者が主体的に学習する習慣の形

成に寄与する事例を入手した．この知見を基に，継続的な学習を保証する学習プリント生成のための資格試

験問題のデータベース開発と，生成された学習プリントを援用しつつ学習者のノートテイキングを基盤とし

た授業設計を行った．第一著者の勤務校で高校 1 年生を対象に長期的な授業実践を行ったところ，認知面，

情意面，行動の自己評価の 3観点で，継続利用の効果が認められた． 

 

〈キーワード〉 学習方略，ノートテイキング，学習プリント，教材データベース，資格試験 

 

Ⅰ．研究の目的 

 

専門高校における資格試験は，経験的には学習者の到

達度を図る，学習意欲を喚起する，といった教育上の効

果が認められる．また，学習者の知識・技能のレベルを

公に証明することで，有利に進路実現を行う効果もある

と思われる．しかしながら，資格試験に対する「到達目

標が明示され，その到達は合格という形で明確にされる

ので，生徒も教師も容易にその合格自体を自己目的化し

やすく，合格をめざす活動が肥大化し，他の学習を押し

つぶしていく歪みをつくり出しやすい．」（依田,2005）

という指摘もまた，現実としてある．理科教育及び産業

教育審議会による「今後の専門高校における教育の在り

方等について（答申）」の中でも，「資格試験の中には，

専門高校の生徒が受験するには求める知識や技術・技能

の程度が高すぎたり，受験の要件として，高等学校にお

いて多数の科目を修得することを条件にしている例も

見られる．特に後者の場合，完全学校週 5 日制の実施に

向け教育内容の厳選が求められている中で，専門高校に

おける教育課程の編成が硬直化するなどの問題点が指

摘されている．」と述べられている．専門高校で学ぶ学

習者にとって資格試験に合格することは，学習の成果を

証明するための一つの方法ではあるが，高等学校での教

育課程における学習からすれば，いわば隠れたカリキュ

ラムに対応するものと考えることができる．しかし，そ

の一方で，合格する学習者は学校での授業やクラブ活動

においても熱心にかつ真摯に取り組む者が多く，高校を

卒業しても，就職先や進学先で十二分に実力を発揮する

であろうと思うこともまた，真実である．つまり，資格

試験に合格するための学習では，前述のような目に見え

る効果のみならず，隠れたカリキュラムであるが故に，

その学習プロセスにおいて，学習者自身に何らかの能力

が育成されているとも考えられるのである． 

そこで，本研究では専門高校における資格試験に向け

た学習プロセスに着目し，学習方法，学習者の特性，そ

こで身に付いた能力，教師の指導方法を明らかにし，資

格試験の学習面での意義を考察する．また，それらを踏

まえ，資格試験に向けた学習を促進するための教材作成

を通して，学習方法・指導方法を研究することとする． 

 

Ⅱ．資格試験取得者の学習方略のモデル化 

 

１．目的 

専門高校において，資格試験の指導を経験した現職教

師へのインタビュー調査を通して，資格試験に合格した

学習者の学習プロセスの特徴を記述する．資格試験合格

のための学習プロセスを通して，どのような能力が育成

されるのか，そのモデルを構築し，授業およびその支

*1 関市立関商工高等学校(前岐阜県立大垣商業高等学校)  *2 岐阜大学総合情報メディアセンター 

岐阜大学カリキュラム開発研究 
2009.11, Vol.27 .No.1, 54-65  
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援を行う教材設計の基礎的資料を作成できると考えら

れるからである． 

 

２．方法 

（1） 調査対象 

各種資格試験の中で，専門教科「情報」の科目内容と

関わりがあり，筆者が主に指導をしている経済産業省主

催の基本情報技術者試験を取り上げた．その上で，実際

指導にあたってきている現職教師 4 名にインタビュー調

査を行った（表 1）． 

（2） 手続き 

 インタビューはインタビューアーである筆者と被験

者が 1 対 1 で対面しながら実施した．インタビュー項目

と内容は表 2 に示すとおりである． 

まず着席後，表 2 が記された用紙を提示し，研究目的

を口頭で説明した．数分記憶を思い出す時間を提供後，

インタビュー項目 2～6 について被験者 1 人あたり学習

者 2，3 人の事例について繰り返し報告してもらった． 

後に，インタビュー項目 7 について述べてもらった． 

 

３．結果 

（1） 学習者のプロフィール 

 4 名の現職教員へのインタビューから学習者 10 人の

事例を入手した（表 3）． 

（2） 学習方法の特徴 

 インタビュー項目 3 より，学習方法の特徴と思われる

トランスクリプトをまとめた（表 4）．これらを分析し

た結果，基本情報技術者試験に向けての学習を「基本知

識を得る」（例えば，「部活ですので一方的に夏休みの

午前中３時間延々と講義をし，それで，基本的な，表面

的な言葉とかを，一度も聞いたことのない言葉があった

ら問題にあったら面白くありませんので，うすっぴらな

ところでざーといったん流して」（B-4）），「問題演

習への取り組み」（例えば，「授業でも宿題が出ている

ので，当然それはやったと思いますし，部活でも問題等

をたくさん与えたので，それをやったと思うのですが」

（B-28）），「体験を通しての学習」（例えば，「夏休

みの時間のあるときに，COBOL でプログラミングをさ

せて，言い方は悪いけど遊ばせて，アルゴリズムとかプ

ログラムに多少興味を持ってくれたので，その点では午

後の問題については楽になった．」（A-3））の 3 種

類の学習方法に分類し概念化した（図１）． 

表 2 インタビュー項目と内容 

No. インタビュー項目 具体的なインタビュー内容

6 高度試験への対応 その学習者は、その後、高度な検定に合格しましたか？

基本情報（旧2種）に合格した学年と時期（春か秋か）、性別を教えてください。

その学習者は、どういった学習方法で基本情報に合格したと思われますか？

学習者がどういった力を身に付けていれば、基本情報技術者試験に合格するこ
とができるか研究しています。先生がこれまでに指導され、基本情報技術者試
験（または旧2種試験）に合格した学習者の中で、特に印象に残っている学習者
2,3名について、1時間程度、お聞かせください。

7 教材について

2

3 学習方法の調査

4 身に付いた力

授業の役割、授業以外の学習5

研究目的を説明1

学習者のプロフィール

基本情報技術者試験の指導をする中で（あるいは学習者が学習する過程で）、
こういった教材があると便利だな、使ってみようかなというものがあれば、教
えてください。

そのような力を育てるためには，普段の授業はどのような役割を担っていると
思いますか？また，普段の授業以外にどのような学習が必要だと思いますか？

その学習者と、基本情報技術者試験になかなか合格できない学習者との違いは
どのような力にあると思いますか？(普段の学習の様子をまじえて教えてくださ
い）

教師 性別 年齢 教職経験年数 情報系部活動を指導

A 男 32 10 ○

B 男 37 4 ○

C 男 46 23 ○

D 男 38 16 ○

表 1 インタビュー対象の教師のプロフィール 
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「基本知識を得る」学習後に，その知識の確認・定着

を図る目的で「問題演習への取り組み」を行う．「問題

演習への取り組み」で，知識の定着や広がりを持たせる．

これら 2 つの学習活動が資格試験に合格するために，授

業という限られた時間内で出来ることであろう．また，

これらの学習内容が基礎となって，プログラム設計能力

やプログラミング力といった応用力が培われ，基本情報

技術者試験の午後の記述式問題を解決する能力へと発

展していくものと考えられる．一方，「体験を通しての

学習」は，上記の学習に対する動機づけや意味づけに役

立ったり，発展的な課題の解決を可能にする応用力に発

展していったりするものと考えられる． 

上記の「問題演習への取り組み」を詳しく見ていくと，

問題演習の機会や素材は教師から与えられる，または学

習者自ら準備することになる．実際の問題演習場面で

は，解ける問題と解けない問題が必ず発生する．解けな

い問題は参考書や辞書を使って調べ，解ける，分かるよ

うにする必要があるが，この解けない問題への対処法は

学習者が主体的に取り組むとともに，解けた問題も他の

知識と関連づけて主体的に理解することが大切である．

そして，これらの自分自身の取り組みをノートに蓄積

し，常に参照しながら繰り返し学習できるようにしてい

たという事例があった．このノートテイキングを含む一

連の問題演習の取り組み方をモデル化すると，図 2 のよ

うになる． 

 

（3） 合格した学習者と合格できなかった学習者との違い 

今回調査で対象とした学習者は，高等学校在籍中に見

事基本情報技術者試験に合格した学習者である．それに

対して，合格した学習者と同じような学習方法を用いた

にも関わらず，残念ながら合格できなかった学習者もい

る．その違いはどこにあるのか，インタビュー項目 4 で

得られたトランスクリプトをまとめた（表 5）． 

解ける

解けない

知らないこと

調べる 整理する

ノート作成

教材

教材

教材

教師から 学習者自ら

問題演習

知っていること

広がり

定着

個人的な反復練習
個人的なまとめ

問題演習
の機会

解ける

解けない

知らないこと

調べる 整理する

ノート作成

教材

教材

教材

教師から 学習者自ら

問題演習問題演習

知っていること

広がり

定着

個人的な反復練習
個人的なまとめ

問題演習
の機会

図 2 問題演習への取り組み方のモデル 

プログラムの設計・開発力

体験を通しての学習

基本知識

問題演習

確認 定着・広がり

発展

学習の意味づけ

発
展

プログラムの設計・開発力

体験を通しての学習体験を通しての学習

基本知識基本知識

問題演習

確認 定着・広がり

発展

学習の意味づけ

発
展

図 1 学習方法全体のモデル 

学習者 性別 基本情報の合格時期 関連する他の検定の取得状況 情報系学科に所属 情報系部活動に所属

A 男 ２年秋 全商１級ＣＯＢＯＬ※１（１年冬） ○ ○

B 女 ３年春 全商１級ＣＯＢＯＬ（１年冬） ○ ○

C 男 ３年春 全商１級ＣＯＢＯＬ（１年冬） ○ ○

D 男 ２年秋 初級シスアド※２（２年春） ○ ○（２年次から入部）

全商１級ＣＯＢＯＬ（２年秋）

E 男 ３年春 初級シスアド（２年春） ○ －

F 男 ２年秋 初級シスアド（２年春） ○ －

G 男 ３年春 初級シスアド（２年春） ○ ○

H 女 ２年秋 初級シスアド（２年春） ○ ○（１年次夏から入部）

I 女 １年秋 ソフトウェア開発※３（２年春） ○ ○

初級シスアド（２年秋）

テクニカルエンジニア（ＤＢ）※４（３年春）

J 男 ３年春 ○ ○

※１ 全国商業高等学校協会主催情報処理検定試験１級ＣＯＢＯＬ

※２ 経済産業省主催初級システムアドミニストレータ試験

※３ 経済産業省主催ソフトウェア開発技術者試験

※４ 経済産業省主催テクニカルエンジニア試験データベース

表 3 学習者のプロフィール 
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これらを分析した結果，「情報技術者の基礎として求

められる能力」（例えば，「きちんとした計算ができな

いと，まずは計算問題ができないし，文章組み立てがき

ちんとできる者でないと，長い文章を理解できませんの

で，基礎的な学力の違いは当然あると思うんですが，」

（A-13）），「学習動機」（例えば，「自分は部長だか

ら，合格しなきゃという部分でしょうか，そういったプ

レッシャーも大分あったようですが，そういう部分も大

きく影響したのかなと．」（G-12）），「学習態度」（例 

 

えば，「一言でいうと，集中力がすごいです．それと，

切替の早さですね．メリハリが効くんですね．」（D-9））

に分類した．これらのうち，「学習動機」は，学校とい

う集団が個人の学習に対して動機を与え，それが学習を

成立し維持していく社会的な学習動機などである．ま

た，「学習態度」は，学習と非学習の場面における態度

を学習者が自律的にコントロールして切り替えられる，

そしてやるときは集中して考えられる集中力などであ

る．これらの「学習態度」と「学習動機」を追加したモ 

表 4 学習方法の特徴 

番号 トランスクリプト

A-3
・夏休みの時間のあるときに、ＣＯＢＯＬでプログラミングをさせて、言い方は悪いけど遊ばせて、アルゴリズムとかプログラ
ムに多少興味を持ってくれたので、その点では午後の問題については楽になった。

A-6 ・５年以上前なので、多くの学校が使っていた○○出版の問題集を導入として使って、そこからは市販されている問題集を使っ
て繰り返し問題をやらせた、だから模擬問題とかを購入してやらせた分もあるんですが、１個の問題について３周ぐらいはして
いるかなと。

A-7 ・あとは、１年生の１番はじめの頃、基本情報の基礎的な用語、１００ページか１５０ページぐらいある用語辞典で、言葉と意
味を全部写せというのをやらせたことがあるんですが、特にといえばそれぐらいですかね。

A-10 ・そうですね、写させて覚えさせるというやり方ですね、古典的な。

B-4 ・授業だと問いかけと反応という方法で理解度を理解する方法があると思いますが、部活ですので一方的に夏休みの午前中３時
間延々と講義をし、それで、基本的な、表面的な言葉とかを、一度も聞いたことのない言葉があったら問題にあったら面白くあ
りませんので、うすっぴらなところでざーといったん流して、問題解かせてということをやりましたね。

B-7 ・一番 初、２年生の頃はそういう感じで、２年生の後半からは問題集の演習をひたすら解くという感じで学習していました。

B-12 ・１年生のはじめの頃に、時間つぶしに、ＨＴＭＬでＷｅｂのページを作らせたことがあるんですが。そこでコンピュータに興
味を持ったというか、情報技術全般に興味を持ってはじめたのはありますね。その後に、自分のページを持って公開しているら
しいので。そういった事に興味を持って、直接関係あるないは別として、やっていた子とやっていなかった子の違いはあると思
います。

B-28 ・授業でも宿題が出ているので、当然それはやったと思いますし、部活でも問題等をたくさん与えたので、それをやったと思う
のですが。

D-3 ・○○出版の予想問題集を部活で全員にやらせたんですけど、午前と午後の過去問の合わさった、かなり分量のあるものだけ
ど、これを３周やった。部員は全員３周やったんですけど。

D-16 ・そのほかの事は色々とやり尽くしている、あと手薄なところはそこでと、消去法で考えて。ただ実習は時間がかかるので、検
定と上手にリンクさせようとすると、上手くいくのかどうかは分からない。検定は置いておいて、プログラムを作る能力を養う
だけに絞るなら、実習でずっとぼって行くのもいいかなと。検定は時期が決まっているので、それにあわせると実習をそれほど
やっておれんというのが現実ありますね。

E-3 ・言語はＪａｖａです。この生徒はＪａｖａで受けているのですが、学校はＪａｖａはオブジェクト指向の一歩手前までしか授
業ではやっていないのですが、２年の夏に講習会に参加した。言語学習はそれぐらいですね。ただ、この生徒は自分でＪａｖａ
のプログラムを何本も書いているのですね。１０００行は超えるぐらいのプログラムなんですよ。だから、言語問題について
は、本人もそんなに不安はなかった。だから、基本情報の問題もそれほど怖くなかった。午前もシスアドでやっているので。

E-6 ・授業と外部講習会への参加ですね。それと、基本情報以外に、色々な資格とっているんですよ。夏の講習会でＪａｖａのＳＪ
ＣＰに合格しているし、.ComMasterにも合格しているし、何でも幅広く、ＣＧ検定にも受かっているし、何でも受けていく。

F-9 ・この子の唯一の趣味が本屋に行くことなんです。本屋に行って、本を大量に買ってきます。１ヶ月の本代が１万、２万という
のが当たり前のような。それぐらい本をよく読む子です。ほとんどが、国家試験向けの一般に売られている本で、複数冊買っ
て、読破して、それを全部練り込んでいるという感じです。

G-2 ・１つは授業と、この子はコンピュータ部に所属している子です。ですので、放課後は私が顧問でもあるのですけれども、問題
集という形でクラブの中でも国家試験対策に準ずる　勉強をしていますので、その両方で合格していったというふうに言えるか
と思います。

G-16 ・あとは、そうですね、インターネットの接続だって、家に帰って、ピッピッと出来るようになるよとか。いろいろな話をしま
すね。実際パソコンを生徒の目の前でパカンと空けてしまうとか。中見たことないやろと、それではいかんぞと、こんなもんや
でと。平気で蓋開けられるのは、俺ができるからやろとか。普段空けようと思わないやろと。

G-24 ・解答群アイウエとあったら、必ずアはここが違うからこれじゃない。イはここが違う、ここの部分がこうだから、これと違
う。ウは確かにこの通りだからこれだ。エはこれが違うから、これじゃない。一問一問解答群をすべて読ませて、なぜ違うの
か、どこが違うのか、それを全部拾い出させています。

H-30 ・それをこまめにやらせて、わかった問題、分からない問題、分からない問題はこちらで口出して説明したりとか、解説見たり
とかでやっていましたけど。対策としては過去問やらせた時は、そんなにヤイヤイ言ってやらせたわけではないと、今日はこの
問題、今日はこの問題と渡していった。

I-3 ・勉強方法は、必ずノートに分からなかった用語等を記録します。それだけじゃなく、それに関係する用語も用語辞典を使って
必ず引いて、引いては書き、引いては書きということで、辞書とかに関連用語とかあるんですね。

I-5 ・そうしてやった勉強方法で、彼女は 初は全然だめなんですけど、 初は全然うまく点数が取れないんですけど、1回間違え
たものについては徹底的に見直しをしますので、二度と間違えません。必ずそうやって自分がおかしたミスをしないようにとい
うことで、徹底的に時間をかけてやりますので、それが合格に繋がったのではないかなぁと思います。

I-24 ・情報処理の資格指導は座学が中心なんですよね、どうしても。問題を解くことが中心なんですけど。僕は逆に、座学だけじゃ
なくて、必ず実習を入れるようにしています。やはり学んだことが、実際コンピュータを使ってみて、これがこうリンクしてい
るということが分かれば、自分たちが学んでいるものが少し裏づけされて、あぁこういうことだったんだと分かってくれます
し、特に１年間の勉強、もちろんその中でも実習を入れるんですが、例えばＣＯＢＯＬの実習とかを入れたりするんですが、２
年生になってから、パソコン組み立て講座があるんですが、実際パソコンを一回分解して、パーツの役割を知って、組み立てて
いって、ＯＳ入れたり、ネットワーク組んだりするところまでやるんですが、それで生徒は今まで勉強してきたことが何だった
のかを、全部ではないにしろ、興味を持って、だったらもうちょっと勉強しようかなという気持ちになりますし。

I-30 ・問題ももちろんやることは必要なんですが、こういった知識の体系化というか、これがこういうところと繋がっていて、だか
らこうだと、枝葉でどんどん広がっていく説明をすることに心がけていますので、知識を断片化には絶対にしないということ
で。

J-26 ・すごいうれしいなと思ったことがあって、授業と関係ないのですが、ＩＴ選手権、全国大会の時に、ＪＲ岐阜駅に何時集合と
いって、今年は東京であったんですけど。ＪＲ岐阜駅２階にいったら、生徒たち大会なので、２階の改札口の手前でみんな勉強
しているんですよ。別にしろといったわけではないんですが。何を使って勉強していたのかなというと、ノートを使ってやって
いたんですよ、体系化されているから、板書したりしていたのが。それを見て勉強していてくれたのが、すごいうれしかった。
問題集を見てとか、与えた問題を見て勉強をしていたのじゃなくて、ノートを見ていてくれたのが。自分の授業が、がーと繋げ
繋げて書いていったことが、あの子達はノートを見てくれていたのが。
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デルが図 3 である． 

 

（4） 授業の役割，授業以外の学習 

基本情報処理技術者試験に向けて，通常の授業は，ど

のような役割を担っていると考えられるのか，また，授

業以外の学習は，どのような役割を担っていると考えら

れるのか，インタビュー項目 5 で得られたトランスクリ

プトをまとめた（表 6）． 

番号 トランスクリプト

A-13 ・基礎的な学力の違いはあると思います。きちんとした計算ができないと、まずは計算問題ができないし、文章組
み立てがきちんとできる者でないと、長い文章を理解できませんので、基礎的な学力の違いは当然あると思うんで
すが、

A-14 ・それよりも、１つは、自分で本当に欲しいと思っているか、あったらいいなと思っているかの違いはあります。
とういのは、どうしても検定前になると、大量の問題を与えたり、問題集をやっていて、訳のわからない問題にあ
たったとき、捨てる子と捨てない子の違いになってくるので、１０枚のプリントを多いと感じるか、普通に感じる
かの差は、合格できるかできないかの差になってくると思うので。

A-19 ・それと、相手がいると強いかなと、やはり自分ひとりで独学でやっていると、自分のほうが上なのか下なのか分
からないですし、比較するのがいいのかどうかは別として、同じ問題をやったときに、自分は解けたけど相手が解
けなかったとか、相手が解けたけど、自分は解けなかったといったときに、くそ！と思ってもらえるかどうか。

B-8 ・言い方は悪いけど、追いつめてあげたかなと。授業でやっている子が受かって、君たちが受からなかったら、や
り方が悪いか、量が足りないか。要するに、授業でやって運動系の子は、バスケット部だったらバスケットやって
いるわけだし、陸上部だったら走っているわけですから、その間を当然勉強する時間に使っていることは、当然勉
強する量は多いわけだから、それで受からないということは、当然自分たちの努力が足りないということ。

D-9 ・一言でいうと、集中力がすごいです。それと、切替の早さですね。メリハリが効くんですね。やるときはやる
し、騒ぐときは騒ぐ。普段は結構落ち着きがないんですけど、やるとなると誰よりも集中して黙ってやる。他の子
は「さぁやるぞー」といってもなかなか切り替わらない。だらだらだらーとして。この子はピタッと変わる。

D-10 ・それと、自分にノルマを課すことができる。それも結構な分量のノルマを自分に科してちゃんとやる。要する
に、自分で目標を立てて、それを達成する力がある。 終的な目標は基本情報合格だけど、それに至るまでに、自
分で細かい目標を立てて、それを確実にこなしていく。

E-12 ・集中力もあるし、作文書かせても上手だから、基礎学力もあった。

E-13 ・作品制作は一生懸命やっていた。プログラム作成がメインでやっていた。合間抜いて検定勉強していた。だか
ら、プログラムがあれだけ書けるということは、ロジカルに考える力はあった。ロジックを考えられる。

F-6 ・ただ、本来ならば進学校に行ってもいい子なんです。で、いろいろこの子と話をしましたら、中学の時はクラブ
に没頭していた。高校入試を意識したのが、何しろ１月であると、ほとんど勉強しないまま、中学３年間を過ごし
て、いよいよ、じゃぁどこを受けるの 後といわれて、うちの学校を受けてきた。実際には、そのレベルしか、そ
の時点ではなかったと。ただ、入試を境に、自分もやればこれぐらいの力は出せるという自信を持ったんですね。
じゃぁもっと勉強してみたいと。それが向上心につながった部分でもあります。

F-7 ・それと、もう１つは、母子家庭の子なんです。ですので、非常に学費面の部分を気にしていまして、当初１年生
の時には就職を希望していました。就職を希望していたのですが、何しろ優秀な子なもんですから、私が資格を取
ることによって、学費免除であるとか、そういう優待生という制度もあるんだよと話しましたら、やっぱり向上心
強いですし、じゃぁ優待生目指して僕頑張りますということで、 終的にはこの子は４年制大学へ今願書を出して
いますけど、進学をしていくと思います。

F-12 ・一番の大きな力は持続力というんでしょうか、比較的勉強をはじめる段階はスタートラインは一緒で、 初から
やる気がない生徒はほとんどいないんです。ところが半年に一回という部分ですね。半年という長いスパンの中
で、モチベーションを維持していくことが、なかなかできない。

F-14 ・数学の力ですね。今日お話をしようと思っている子は、男の子が２人と、女の子が１人ですが、３人ともに共通
して言えるのは、数学の力があるということです。論理的な思考ができる。

F-16 ・ところが午後のロジックですよね、言語系の部分、システム開発、そういう思考力の要るところになると、なか
なか点を取らない。ですので、１つは数学的な、論理的な考え方という部分がいるかなと。

F-22 ・この子はほとんどテレビは見ません。ゲームもやりません。家で何してるの？と聞くと、本読んでました、参考
書読んでました、勉強していました、という３つの言葉し返ってきません。ある意味、勉強して、それが形になっ
て表れてくることが、非常に楽しみというか、生きがいというか、ですから、勉強していて楽しいですと答える子
です。

G-8 ・数学的な能力、論理的な思考力は、先ほどの子ほどはないですけど、その反面、この子の進路の希望がゲームク
リエイターなんです。そういう意味で、コンピュータが好き、情報が好き、ゲームが好きという部分は確かにあり
ます。ですので、好きこそものの上手なれじゃないですけど、そういう面での勉強もしましたし、向上心というか
モチベーションを維持していく部分にも、自分の将来を視野に入れて頑張った子ですので、その辺が他の子と違う
部分があったかもしれないですね。

G-12 ・この子の場合は、授業以外で、クラブというものが、コンピュータ部の部長でもありますし、そういう面で、責
任感というか、自分は部長だから、合格しなきゃという部分でしょうか、そういったプレッシャーも大分あったよ
うですが、そういう部分も大きく影響したのかなと。よく頑張りましたから、この子は。

H-10 ・その４人を見ていて、学力の部分もあるのですが、もう一つは集中力ですね。この子は特に、本番に強い子なん
です。練習をやっている段階では、なかなか、今日はあかんな、今日はあかんなという形なんですけど、本番にな
ると力を出してくる。陰ながら努力している部分ももちろんあると思うのですが、集中的にグッと勉強する、その
集中力が強い子かなと。

H-12 ・彼女の場合は、問題取り組むときはギュッと本当に真剣に考えていますし。少々音がしてようが。その問題をや
り終えるとしゃべったりするのですが、問題やっているときはほとんどしゃべらないぐらい集中してやっています
ので。

H-33 ・そうですね、特徴としたら、国語力があるかな。文章の読解力がありますね。国家試験の午後問題、特にシスア
ドの午後問題なんか、知らなくても国語力があれば答え埋めれるんですね、不思議なことに。そういう面では、必
要な力としたら、数学力、それと国語力ですかね。

I-10 ・そうですね。大体の生徒はそれが面倒くさくて、どこかで妥協するのですが、彼女の場合は絶対に妥協しない。
そこが他の生徒と違うところですね。能力自体はもっとできる生徒がいましたし、勘のいい子とか、１を聞いた
ら、さっさっさっと出来る子もいたのですが、彼女のような泥臭く、粘り強くやりつづける生徒は、彼女以外誰も
いなかったですね。

I-15 ・でも、本当に必要な力は、思考力の前に、読む力ですよね。読むことがどれだけできるかですよね。その読む、
例えば処理条件とか、そういったものに必ず答えになるヒントが隠れているわけですから、単に読むだけじゃなく
て、何をしたいかを考えながら読むという、その部分が今の生徒は完全に足りないですね。

J-12 ・彼に関して言うと、やっぱり受かりたいという気持ちがすごく強かったのではないかと。前向きな受かりたいと
いうよりは、やっぱり、やばいという気持ちが強くて。その気持ちが本当に強かった。

表 5 合格した学習者と合格できない学習者との違い 



表‘授業の役割，授業以外の学習  

トランスクリプト  
A－28 授業になると、40人いれば40通り、順番をつければ1番の子もいますし40番の子もいますので、基本的な事を教えるのが  

授業になってしまうと思うのですが、担当した先生がその授業の生徒に対してどれだけ手をかけてあげられるかが違うと思うん  
ですよね。  

A－34 どの科目でも同じだと思うんですけど、検定を受けて受かるんだよ、受けるだけじやなくて受かるために努力する、成績悪くて  
も頑張れば何とか結果が出るかもしれないという気にさせてあげられると、情報処理に限らず他の事でも何とかなるんじやない  
かなという気はします。  

B－22 授業の役割というか、教員の役割として、基本情報を受けられる、あるいは受けることができる状態で教えるべきだと思いま  
すb そうすることで、授業の内容のレベルが上がると思うので。  

B－23 そうすると、受ける生徒にとっては、楽しい授業になるかな白決して、基本情報の授業が楽しいとは患えないですが、解ける楽  
しさというか、理解できる楽しさというか、計算問題で言えば、計算した結果が4択のウと正解が一緒になったという喜びを味  
わわせてあげるのが、授業の役割かなと。  

B－31その部分で、学習ではないですが、実体験があったわけですよね。土曜日休みなので、月から金の5日間で、放課後は部活など  
いろいろなことをやっている生徒が多い中で、実体験させることは難しいですが、実体験すると意味が分かりやすいことはある  
と居います。その部分が、この子にとってあったことが、追い風になった部分はあった気はします。  

D－16 そのほかの事は色々とやり尽くしている、あと手薄なところはそこでと、消去法で考えて。ただ実習は時間がかかるので、検定  
と上手にリンクさせようとすると、上手くいくのかどうかは分からない。検定は置いておいて、プログラムを作る能力を養うだ  
けに絞るなら、実習でずっとぽって行くのもいいかなとe 検定は時期が決まっているので、それにあわせると実習をそれほど  
やっておれんというのが現実ありますね。  

E－19 この学年の場合は、比故的実習を多くとっている台 だから、実習のやり方は一通りみんなに説明してあった。やる気さえあった  
ら、自分の家にインストールして実習環境を作って、やれる。その辺をしておいたのが、Yくんのような生徒が出てきた理由か  
なと。家でも実習したし、この子は。学校では座学中心でやって、家で実習をやったらどうかなという気がしますね。  

E－20 この生徒、A大学に受かりそうなんですよ。それで、この子達が1年の頃に、A大学の紹介を大分したんですよ。その大学で1  
年生で論文を書いて発表する人がいるよって。その論文を持って行って見せたりして。それで、刺激を受けていたみたいで。あ  
れは一つモチベーションを高めたかなと。1年に入った頃から、出口の話しをしていたんです。結局そこの学部に行くことに  
なって。  

ト23 基本だと思うんです。基本をしっかりと理解させることが一番大事な事だろうと。基礎・基本ですね。当然の事ながら、専門用  
語が、新しい言葉がどんどん生まれてくる世界ですし、ある本には載っていないけど、こっちの本には載っているとか、国家試  
験には出題されるという用語もあるわけですし。やはり、授業以外の部分として、過去問を中心とした間居を解くということで  
すね、これが一番大事じやないかなと思います。  

ト24 もちろん授業でも問題演習はやりますけど、授業で問題をやらせて、解説をしていますと、解説の時間がどうしても長くなり圭  
すので、間焙を数多くこなすことが出来ないですよね。ですから、自分で問題を解いて、解説読んで、解説が分からなければ、  
辞書引いて、そういう作業が必要だろうと居います。  

G－12 この子の場合は、授業以外で、クラブというものが、コンピュータ部の部長でもありますし、そういう面で、責任感というか、  
自分は部長だから、合格しなきゃという部分でしょうか、そういったプレッシャーも大分あったようですが、そういう部分も大  
きく影響したのかなと凸 よく頑張りましたから、この子は。  

G－14 ですので、認識が確かに子どもたちと、教える側と教えられる側で逢うのも事実だなと思いますけれでも、その子たちによく言  
うのは、コンピュータなんて誰でも使えると。ただ、それを使いこなせられるか、ただ単に使うだけの人間か、その速いやと。  
使いこなすには知識がいるやろと。それが一番導入段階での私の詣です¢ ですので、やはり自分たちの学習する意義というんで  
しょうか、それはやはり授業の役割だと思います由  

江－21担当している着から聞くと、まじめにこつこつと勉強していると。授業では、基礎・基本を中心にやらざるをえないと。基礎・  
基本は出来ていると、応用力をクラブで身につけていると由  

江一23 授業だけでは時間数不足です。専門学校ですと、朝から夕方までず－と、6限、7隈と情報に関する国家試験の勉強が出来るわ  
けですよね。高等学校では英語だの数学だと一般教科の勉強も入ってきますので、時間数的に足りないのは事実です。それを補  
うために補謙とか補習をやっているのが現状です。  

托－27 授業ということはないですね。前任校の詣ですが、環境ということは考えました。練習問題をする時に、すぐ喋るやつがいる  
と、例えばグループ学習をさせると、隣と一緒に座っているわけなので、すぐ喋りだすとe 誰かの詳し声が聞こえると、ぎわざ  
わしていると集中できないですよね。だから、とにかく静かにさせると凸  

H－34 午後問題をとにかく読ませることですね。練習をさせる。いつも子どもたちに言っているのは、問題は汚してもいい、解答用紙  
は汚したらいかんけど、間傍は汚してもいいんだから。自分が気になったところに全部チェックを書けと。自分で○振った所  
を、あとから見直せば、あっここに書いてある、ここに書いてあると、絶対分かるからと。読み方ですね、読み方指導ですね。  

ト20 活字を読ませる、本を読む、朝読書でも何でもいいんですが、まず何か読むことをしないといけないのかなと、落ち着いて。単  
に読むだけではなくて、もう少し読み取るというか、何でもいいんですよ、好きな本を選ばせて読ませていますので。推理小説  
でもいいですし、エッセイでも何でもいいですので、その裏に隠れている何かを、心情であったりトリックであったり、そう  
いったものを考えながら読んでいって欲しいと思うのですが。  

ト24 情報処理の資格指導は座学が中心なんですよね、どうしても。間樫を解くことが中心なんですけど。僕は逆に、座学だけじやな  
くて、必ず実習を入れるようにしています。やはり学んだことが、実際コンピュータを使ってみて、これがこうリンクしている  
ということが分かれば、自分たちが学んでいるものが少し裏づけされて、ああこういうことだったんだと分かってくれますし、  
特に1年間の勉強、もちろんその中でも実習を入れるんですが、例えばCOBOLの実習とかを入れたりするんですが、2年生  
になってから、パソコン組み立て講座があるんですが、実際パソコンを一回分解して、バーツの役割を知って、組み立てていっ  
て、OS入れたり、ネットワーク組んだりするところまでやるんですが、それで生徒は今まで勉強してきたことが何だったのか  
を、全部ではないにしろ、興味を持って、だったらもうちょっと勉強しようかなという気持ちになりますし。  

これらを分析した結果，授業の役割として用語の意味  

や計算の方法といった基礎・基本を学ばせ，その定着や  

深化を図るための問題演習や応用体験の核となる部分  

の体験を行うことであると考えられる．そして，学習者  

の意欲次第で，授業以外の時間にも「やろうと思えばや  

れる」ような体験や実習を授業で行い，学習素材を与え  

ることで，学校での授業と家庭等授業外の学習の連続性  

を保証する役割があると考えられる．  

園3 問題演習への取り組み方と学習態度，  

学習動機の関わりのモデル  
4．考察   

トランスクリプトを基に，学習方法の特徴，合格した   
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学習者と合格できなかった学習者との違い，授業の役

割・授業以外の学習について分析した．その結果，情意

面も含めた，図 3 に示したノートテイキングを中心とし

た学習方略モデルを作成した．このモデルでは，ノート

という学習者にとって身近なツールを，問題演習後の個

人的なまとめとして利用するだけでなく，次に行う問題

演習の教材としても利用し，主体的な学習活動の展開を

ねらいとしている点が特徴的である．ノートに問題演習

の履歴および学習の履歴を蓄積するとともに，後から必

要に応じて復習することができるように構造化するこ

とにより，問題演習を繰り返し行う意欲や反復練習の質

を高めることが出来るのである． 

 

Ⅲ．学習方略の習得を目的とした授業のためのデータ 

  ベースの開発 

 

１．目的 

 授業改善の具体的な方法として，学習方略を習得する

ことができるノートテイキングの方法と，そのノートテ

イキングの方法を実現するための素材（問題）の提供方

法を検討する． 

 

２．ノートテイキングの検討 

 学習者に提示する素材（問題）と，それを用いた学習

活動ならびに授業中の学習活動を，ノートという学習者

にとって身近なツールを用いて効果的に結びつけ，学習

者が後で容易に見直しできるようにするためのノート

テイキングの方法について種々検討した．その結果，図

4 のような構成でノートを活用することとする．見開き

2 ページのうち，左側のページは，授業の板書と，問題

が印刷された学習プリントの保管に利用する．また，

ノート右側にその問題演習を行うこととした．こうする

ことで，ノートを持ち歩く際には，学習プリントをノー

トに折り込み，通常のノートと同じ大きさで持ち運びす

ることが可能になると同時に，学習プリントを折り込ん

だ状態では，ノート左側に学習プリントが印刷された問

題，右側には，その問題に対する自分自身の解答や調べ

た用語が網羅されており，一目でレビューすることが可

能になる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．問題データベースの作成 

 素材となる問題は，平成 13 年から平成 18 年までの計

6 年間に行われた 12 回分（年 2 回×6）の基本情報処理

技術者試験の問題を利用する．基本情報処理技術者試験

は，午前問題（四肢択一式 80 問）と午後問題（多肢選

択式 13 問から 7 問選択）で構成されているが，素材と

しての使いやすさから，午前問題をデータベース化する

こととする．午前問題は，テキスト（文字）だけでなく，

図表や記号などの要素が含まれている．これらの問題を

すべて Microsoft-Word で入力し，Microsoft-Access（以

下 Access）のテーブルにオブジェクトとして挿入した．

蓄積した問題は，総数 960 問となった． 

 テーブルには，問題ごとに「出題年度・時期・番号」

「問題タイトル」「問題レベル」等の属性が付けられて

おり，それらをもとに科目単元ごとの検索，出題年度ご

との検索，知識分野ごとの検索，キーワードでの検索を

行えるよう Access のクエリに設定した．また，それぞ

れの検索画面および検索した結果抽出された問題の一

覧を表示する画面（図 5）に Access のフォームを用い，

問題の一覧から教師が選択した問題を，ノートテイキン

グ用の学習プリントとして出力するために Access のレ

ポート（図 6）を用いた． 

 

４．考察 

 インタビュー調査から構築した学習方略モデルを習

得するための授業改善の具体的な方策として，学習者に

行わせたいノートテイキングの検討と，その素材となる 

 

図 4 2 種類の学習形態に応じた 

ノートテイキングの方法 



怖   

問題データベースとそこから出力される学習プリン  

トを実際の授業場面において利用し，それを用いて学習  

者にノートティキングをさせることで，検討した学習方  

略モデルおよび開発した教材の評価を行うこととする．  

2．方法  

（り 実践対象   

対象学習者は情報科1年生2クラス（79名），対象  

授業はこれらの学習者が1年次に履修する専門教科「情  

報」の科目である「情報産業と社会」（2単位）を想定  

している．  

（2）授業設計   

学習プリントを利用した授業の流れを図7に示す．  

1時間の授業は50分である．50分のうち大半は，教  

科書の内容を中心とした講義形式の授業を行う．そこで  

は，指導者である筆者が板書したものを生徒がノートテ  

ィキングする．ノートティキングする箇所は，第3章で  

述べたように学習者が持参するノートの見開き左頁に  

行うようあらかじめ指示しておく（図7の①）．   

授業の最後に，学習プリントを配布し，ノートの見開  

き左真の左端に糊付けして貼らせる（図7の②）．学習  

プリントは第3章で述べた問題データベースを用いて，  

筆者があらかじめ授業内容と関連した基本情報技術者  

試験の過去問題を抽出しておき，それらが印刷されたも  

のである．   

学習者が家庭学習でノート見開き右真にノートティ  

授業∩  授業n＋1  

図5 問題一覧フォーム  
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図6 レポートの形式   

問題を提供するための問題データベースの開発を行っ  

た．その結果，ノート見開き2ページを用いた授業1時  

間分の板書，学習プリントを添付しての問題演習，ノー  

トレビューそれぞれに対応したノートティキングの方  

法を用いることにした．またそれに合わせて，学習者が  

日常用いているB5サイズのノートに添付できるような  

学習プリントを出力することができる問題データベー  

スの開発を行った．さらに，問題データベースの開発に  

おいては，膨大な量の過去問題から，教師が自分の担当  

する科目および授業内容に関連した問題を抽出しやす  

いよう4つの検索機能を備えることとした．  

Ⅳ．実践と評価  

1．目的  図7 授業の流れ   
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キングしてきたものを，次時の授業冒頭に机間指導で検

印を押しながら確認していくこととする（図 7 の③）． 

（3） 授業効果の検証方法 

ア．評価の観点と評価項目 

学習プリントを用いた本授業の効果を検証するため

に，授業を受ける情報科 1 年生 79 名を対象にアンケー

ト形式の意識調査を実施する．評価をする観点は，認知

面・情意面・行動の自己評価の 3 観点とし，表 7 に示す

評価項目でアンケートを実施する． 

それぞれの評価項目について 6 件法（1：すごくあて

はまる 2：わりとあてはまる 3：少しあてはまる 4：

どちらかといえばあてはまらない 5：ほとんどあては

まらない 6：全然あてはまらない）で学習者に回答し

てもらうこととする． 

イ．評価時期 

アンケート調査は表 8に示す計 4回にわたって実施す

ることとする． 

 

３．結果 

（1） 授業実践での問題点とその改善 

 

4 月から数時間授業を経過した段階で，次の２つの問

題が発生した．まず一つ目は，毎時間授業のはじめに行

う，前時の学習プリントの答えあわせに，当初予定して

いた 5分を大幅に上回る時間がかかり，当該時間の教科

書の内容を学習する時間が少なくなってしまった点で

ある．二つ目は，学習プリントに出題されている用語を

ただ調べてくるだけでなく，他の用語と関連付けて調べ

てくる学習を行っている学習者もいる反面，調べた内容

をそのままノートするなど，ノートの形式を整えるだけ

の学習者もいるといった，学習者のノートテイキングの

量と質に個人差が生じてきた点である． 

上記の問題点を改善するために，次の 2 点を当初予定

していた授業設計に追加した．まず，一つ目の問題点に

対しては，授業の開始前に前時の宿題を学習者に板書さ

せることにした．こうすることで，宿題の答えあわせを

する時間を当初予定していた 5分に近づけると同時に，

学習者にノートテイキングする見本を教師が模範する

ことにもなった．二つ目の問題点に対しては，5 月の中

旬から授業の冒頭に確認テストを行うこととした．確認

テストを行うことで，学習者にノートテイキングの価値

を認識させると同時に，自分のノートテイキングを見直

し（ノートレビュー）する機会も設定させることにも

なった．上記 2 点の変更点で図 7 を修正したのが図 8 で

ある．学習者のノートテイキングの様子を図 9 に示す． 

（2） 授業効果の検証 

ア．全体的傾向 

評価の観点 No. 項目名 質　問　内　容

1-(1) 授業内容の理解 ・プリントを使って学習することで、授業内容の理解が深まった。

1-(2) 情報関連の知識 ・プリントを使って学習することで、情報に関する知識が増えた。

1-(3) 授業と資格の関連 ・プリントを使って学習することで、授業内容と資格試験の関わりが理解できた。

2-(1) 家庭学習への意欲 ・プリントがあるので、家でも情報の勉強をしようという気持ちになる。

2-(2) 家庭学習のしやすさ ・プリントがあるので、家でも情報の勉強がしやすい。

2-(3) 資格への挑戦意欲 ・プリントを使った学習をすることで、資格試験に挑戦しようという気持ちになる。

3-(1) ＮＴ*1学習の意識 ・プリントを使った学習をする上で、重要な用語の意味や計算の過程などをノートにまとめながら学習することは大切だ。

3-(2) ＮＴ学習の態度 ・プリントを使った学習をする上で、重要な用語の意味や計算の過程などをノートにまとめながら学習している。

3-(3) ＮＲ*2学習の意識 ・自分の作ったノートを、あとで見直しができるように作成することは大切だ。

3-(4) ＮＲ学習の態度 ・自分の作ったノートを、あとで見直ししている。

*1　NT：ノートテイキング、*2　NR：ノートレビュー

認知面での評価

情意面での評価

行動の自己評価

表 7 評価の観点と評価項目 

表 8 アンケート調査の時期 

調査時期

第1回調査（学習前） 4月上旬（最初の授業時）

第2回調査 6月上旬（前期中間考査後）

第3回調査 7月下旬（夏季休暇前）

第4回調査 9月下旬（前期期末考査後）
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第 1回から第 4回までの授業アンケート結果とそれを

用いて分散分析を行った結果を表 9 に示す．第 1 回調査

で回答を求めた項目のうち，項目 1-(1)「授業内容の理 

解」，項目 1-(2)「情報関連の知識」，項目 3-(4)「ノー

トレビューの実態」の 3 項目については，第 2 回調査で

平均値が大幅に上昇し，有意差が見られる．項目 3-(2)

「ノートテイキングの実態」のみ平均値が低下している

が，それは，4 月以降この時期まで実践していた内容が

ほぼすべて用語の意味に限定されていたため，質問文に

ある「用語の意味や計算の過程」という表現と矛盾を感

じたためであろう．また，第 2 回から回答を求めた 4 項

目（項目 1-(3)「授業と資格の関連」，項目 2-(1)「家庭

学習への意欲」，項目 2-(2)「家庭学習のしやすさ」，項

目 2-(3) 「資格への挑戦意欲」）はいずれも最初から高

い平均値であり，それを第 3 回まで維持している．第 4

回で平均値が減少しているが，これは前述したように授

業内容の質的変化や授業回数の減少が原因であると考

えられる． 

イ．中学校までの学習習慣形成の違いによる分析 

次に，中学校での学習習慣と高校入学後の学習習慣で

変化が見られるかどうかを分析する目的で，第 1 回授業

アンケートで実施した項目(6)「ノートレビュー学習の態

度」の上位群（NR 上位群，回答 4 以上，46 人）と下位

群（NR 下位群，回答 3 以下，30 人）に分けて分散分析

を行った（表 10，表 11）．NR 上位群の結果を見ると，

ノートテイキングやノートレビューに関しては中学校

までの教科の学習においても，大切だと意識し実践して

いる学習者が多い．これらの学習者は，本研究で扱った

授業方法による高校入学後の学習においても，継続・維

持されている傾向が見られた．それに対して，NR 下位

群は，ノートテイキングに関して大切だと意識し実践し

ている反面，ノートレビューに関しては大切だと意識し

ながらも実践できていないと考えられる．しかし，今回 

 

No. 観点 質　　問　　項　　目 第1回調査 第2回調査 第3回調査 第4回調査 Ｆ値 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4

1-(1) プリントを使って学習することで、授業内容の理解が深まった。 4.15 4.44 4.64 4.46 5.54 ** < < <

1-(2) プリントを使って学習することで、情報に関する知識が増えた。 4.22 4.74 4.67 4.47 6.98 ** < < < >

1-(3)
プリントを使って学習することで、授業内容と資格試験の関わりが
理解できた。 4.16 4.37 4.09 2.44 + >

2-(1)
プリントがあるので、家でも情報の勉強をしようという気持ちにな
る。 3.95 4.01 3.84 0.92

2-(2) プリントがあるので、家でも情報の勉強がしやすい。 4.38 4.49 4.21 1.91

2-(3)
プリントを使った学習をすることで、資格試験に挑戦しようという気
持ちになる。 3.64 3.93 3.59 3.69 * < >

3-(1)
プリントを使った学習をする上で、重要な用語の意味や計算の過
程などをノートにまとめながら学習することは大切だ。 4.87 4.93 4.97 4.95 0.28

3-(2)
プリントを使った学習をする上で、重要な用語の意味や計算の過
程などをノートにまとめながら学習している。 4.41 4.25 4.41 4.29 0.68

3-(3)
自分の作ったノートを、あとで見直しができるように作成することは
大切だ。 4.74 4.95 4.89 4.92 1.08

3-(4) 自分の作ったノートを、あとで見直ししている。 3.58 4.25 4.18 3.97 8.17 ** < < <

分散分析の結果　+p<.10 *p<.05 **p<.01

認知面での評価

情意面での評価

行動の自己評価

表 9 第 1 回～第 4 回授業アンケート結果と 1 要因被験者内分散分析の結果（n=76） 

①教師の説明を聞き、
板書をノートに写す

（40分）

②学習プリントをノート
に貼る
（5分）

授業n

④確認テストを行う
（5分）

④教師の説明を聞き、
板書をノートに写す

（35分）

⑤学習プリントをノート
に貼る
（5分）

授業n+1

宿題

・・・

宿題の答えあわせをする
（5分）

③宿題の答えを板書する
（授業前）

⑤宿題の答えあわせをする
（5分）

図 8 授業の流れ（変更後） 

図 9 ノートテイキングの事例 
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の分析結果から，NR 下位群の学習者が第 2 回調査の項

目 3-(4)「ノートレビュー学習の態度」でほぼ平均まで値

が上昇し，第 3 回調査以降もその値が維持されているこ

とがわかった．つまり，中学校まではノートテイキング

は行っていても，それを見直すといった継続的な学習活

動に至っていなかった学習者が，今回の授業実践におい

てノートの活用方法，ひいては，授業における学習方法

を身につけることができたといえる． 

 

Ⅴ．今後の課題 

 

 今回の実践は，高校 1 年生を対象に行い，平成 19 年

度の年度末の授業においても継続中である．これらの学

習者の多くが，資格試験を受験するのは平成 20 年度以

降であるため，今回の授業スタイルの本来の目的達成の

成否は，次年度も継続調査する必要があろう．また，今

回の学習方略が他の科目や資格試験の学習においても

有効であるかどうか，検証および評価を行う必要がある

と考える． 
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