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I.は じめに

大学 1年次にICT(InformatiOn and CommunicatiOn

Techn010野情報通信技術)を 利用した,情報リテラシ

ー習得のための 「情報処理」は全国の大学においてほ

ぼ必修化している。また,経 済学の入門コースも1年

次に始まり,2年 次に専門的経済学を設けるのが経済

学系の一般的カリキュラムである。

本稿では,「情報処理」を発展させて,2年次に経済
学部生が習得すべき,情報リテラシー教育として「経
済情報処理Jを 位置付け,マ クロ経済学あるいは経済

変動論を題材とした授業の実践経験を報告する。この

実践授業は2007年 8月 に,香川大学経済学部夜間主コ

ースの集中講義 「経済の変動」(2単位)と して行った。

まず,シ ラバス,事 前課題を紹介する。次に,実 際の

授業概要と学生アンケー ト,試 験方法,成 績分布を説

明し,授 業の教育効果について考察する。

I.シ ラバス

学生に示したシラバスの要点を紹介する。
(1)授 業の概要 :日本経済の成長と循環の実状を把

握し,成 長と循環のメカニズムを考える。そのために,

表計算ソフトExcelを利用したパソコン実習を講義と

平行して行う。また, この授業は,「経済学入門A・

B」 (旧課程の場合,「経済学概論」)と 「情報処理基

礎」を習得済みであることを前提とします。その確認

のため, 7月 に講義の事前課題を掲示します。
(2)授 業の目的 :達成目標 :マクロ経済学の基礎を

習熟し,そ の応用力を養うことが達成目標である。
(3)授 業及び学習の方法 :授業は,講 義とパソコン

の実習形式を併用して行う。講義室での講義1時限の

後,Pcル ームにて実習 1時限を行う。講義の準備学

習として,集 中講義期間前に,教 科書や参考書をよく
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読んでおくこと。実習においては,時 間中または翌日

に課題の提出を求める。

(4)成 績評価の方法と基準 :試験 (50点),提 出物
(40点),出 席 :授業態度 (10点)

(5)授 業計画 :

1.(月 )日 本の成長と循環の特徴 (1)   
｀

2.(火 )日 本の成長と循環の特徴 (2)

3(水 )国 民所得の決定 (1)

4(木 )国 民所得の決定 (2)

5(金 )成 長と循環の理論 (1)

6.(土 )成 長と循環の理論 (2),質 問時間,試験,試

験の講評。

(6)教 科書:1 香川大学経済学部 『情報処理基礎』

2.菊 本義治 ・佐藤真人 ・中谷武 ・佐藤良二 『マクロ

経済学』勁草書房,1999年 (特に参照すべき箇所 :第

2章  経済循環と国民所得,第 3章  国民所得と雇用

の決定,第 8章  IS・LM分 析,第 13章 景気循環と

経済成長)。

(7)履 修上の注意 :情報処理の前提知識として,た

とえば,Excёlを用いて,次 のことが出来ることが必

要です。「数年間のCDP年 次データが与えられたとき,
それを表にして,毎年のGbP成 長率を算出した表を

作成し,さ らに,折れ線または棒グララとして成長率
の推移を示すグラフを作成し,そのExcelファイルを

添付ファイルとして送信する」
このシラバスに基づいて6月 に行われた履修届の数

は56名であった。

Ⅲ.事 前課題

シラバスに示したように,次 の事前課題を7月 9日

に発表した。この事前課題を提出した人数は27名,履

修届の約半数であった。

次の課題1および課題2を行い,7月 30日 (月)か
ら8月 10日 (金)の 間に,下記のア ドレスに送信 して
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ください。学籍番号,学 部,学 科,学 年,氏 名を明記

し,件名 (題名)は 課題 1(氏 名),課題2(氏 名)と

すること。(何の送信もなかった人の受講は認められま

せん。)

送付先 (e_mail)niisatO@ёmsu―toyama acjp

課題 1

(1)WWWで 総務省統計局 (httpプ/www stat go

jp/)にアクセスする。

(2)「統計データー」の欄の 「日本統計年鑑」→ 「第

3章  国民経済計算」→ 「3-1国 内総生産,B

実質 (連鎖方式)Jと 選択。「保存」をクリック

し,保 存する。

(3)こ のデータから,1994年 度から2004年度まで

の国内総生産を表 1にする。

(4)表 1に経済成長率の欄を付け加え,各 年度の成

長率を算出する。

(5)折 れ線または棒グラフとして成長率の推移示す

グラフを作成する。

(6)以 上の表およびグラフを作成したエクセル ・フ

ァイルを送信する。

課題 2

(1)教 科書 (菊本ほか 『マクロ経済学』)の p:209に

ある,表 131(世 界の実質 GDP成 長率の推移)

をエクセルにより作成する。

(2)こ の表から,成 長率の推移を示すグラフを作成

する。

(3)そ のグラフの特徴 。解説を示す短い文章をワー

ドで作成する。

(4)そ のワー ド文章に,エ クセルの表とグラフをコ

ピーし,貼 り込む。

(5)ワ ード・ファイルを送信する。

Ⅳ .授 業概 要

授業は8月 27日 (月)か ら9月 1日 (土)ま で,夜

間2コ マを5日 と土曜午後 5コ マの計 15コマである。

ほぼ授業計画通りに授業は進行した。出席状況は, 日

によるが,20名 から24名 である。最終日の試験は22

名が受験した。

1コ マロは通常の講義室で行い,20分 程度を宿題点

検と復習にあて,残 りの70分では教科書を用い,記入

式のレジュメを配布して講義した。

2コ マロはパソコンルームでの実習である。課題集

を予め用意し, 1回 に1～ 2個 のテーマを実習し, 1

テーマを当日または翌日提出の課題とした1)。 また,

TA l名 が実習の補助を行った。実習の目的は,パ ソ

コン操作よりも講義の内容を理解,確 認させることを

主眼としている。

取 り上げたテーマは次のものである。

景気基準 日付 (課題 1-3),日 本の成長率 (課題

1-lb)

経済循環 (課題 2-1)

乗数 (課題 3-5(1)),乗 数プロセス (課題3-5

(2))

IS曲 線 (課題 4-1),LM曲 線 (課題 4-2)

ハロツド (課題 5-1)

ソロー (課題 6-1'

課題の内容を簡単に説明するc「景気基準日付」はイ

ンタ_ネ ットを利用して.こ の言葉の意味を調べ,内

閣府発表の表をダウンロー ドする。さらに出身県の景

気基準日付を調べるといった作業である。

「日本の成長率」は事前課題 1の 成長率のグラフにつ

いて,そ の特徴などの考察を各自加えた文書の作成で

ある6

「経済循環」は教科書にある経済循環図をワー ドの作

図機能により作成し.企 業.家 計,政 府の所得支出勘

定表をエクセルで作成し その説明として教科書を要

約して,図 ,表 を含む文章作成Э

「乗数」は,45度図と乗数効果の説明文書の作成。「乗

数プロセス」はエクセルを用いた乗数過程のシミュレ

ーション作業であるこ

「IS曲線」はIs曲線の作図と,数 式,概 念,性 質等

の記述文書の作成 (教科書の要約)。「LM曲 線」は,同

じく,LM曲 線の作図と 数式,概 念,性 質等の記述

文書の作成 (教科書の要約,で あるも

「ハロッド」はハロッド=置 塩モデルの説明,不安定

性原理の説明 (数式や作図を含む)文 書作成。

「ソローJは ソローの新古典派成長理論の説明,差分

方程式によるシミュレーションをエクセルで行い,そ

の結果をグラフ化する作業である。

V.ア ンケー ト

最終回に学生アンケートを行った2)。その質問と集

計結果は付録の通 りである。

回答数 (問1)は 21名。男性 57%,女 性 43%,学

年は2年 生2割 , 3年 生 3割 ,4年 以上が5割 。学科

別では,経 済約 25%,経 営システム約 5割 :地 域社会

システム2割 ,そ の他 (法学部)5%で ある。以下注

目すべき点を述べる。

火

水

木

金

土
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普段のパソコン利用状況 (問2)は ,ホ ームページ

閲覧 (95%)と 授業 ・ゼミの課題 (80%),ワ ープロ

(70%)に ほとんどの学生が利用 している。em』 に

は5割 の学生。表計算も4割 の利用。表計算の利用は,

対象学生が夜間主コースのため仕事上での利用がかな

りある。

授業の履修目的 (間3)は ,単 純に単位をとるため

(9割 )で あり,試験前のアンケー ト時点では結果が出

ておらず ,自信がないのか,目 的達成 (問4)は 7割

の学生が半分 くらいと答えた。

実習課題についての設問 (問5)は ,事 前課題を含

む6つ の課題の中から,(A)面 白かったもの,(B)難

しかったもの,(C)役 立ちそうなものを複数回答で選

ばせる質問である3)。その課題ごとの回答率(全学生に

対する回答者の割合)を 棒グラフに表した。(A)面 白

かつたとの回答が多い順に,LM曲 線,経 済循環,次

に,ハ ロッドとソローが同数であった。(B)難 しいも

のでは,ハ ロッドが 1位 , ソローと乗数プロセスが同

順の2位 。(C)役 立ちそうでは, 1位が経済循環,2

位は日本の成長率と乗数プロセス,LM曲 線が同数で

あった。

さらに,問 6で は,問 5(c)で の役立ちそうな具体

的場面を尋ねている。ほぼ半数の学生が,就 職後の業

務でのパソコン操作,他 の授業での内容の理解と答え

ている。

この授業の前提科目である 「情報処理基礎」との関

係 (問7)で は,1年 次の授業がこの授業で役立った

と思う者が 33%い るが,内容を忘れたとする者も28%

いる。

教師の教え方についての評価 (問9)は ,うまい,親

切,ま ずい,普 通などのうち,普 通との回答がもっと

も多 く,そ の回答率は約4割 であった。次に親切が約

3割 。これは,受 講者数が少なく,ま たTA l名 が付

き,比 較的目が行き届いたためであろう。

実習時間 (90分)に ついて (問8)は ,大半がちょ

うどよいとしている。

問 10は,パソコン実習が講義 (通常科目ではマクロ

経済学あるいは経済変動論)の 補助として,講 義の理

解を深めるものとして有効であったか尋ねた。どちら

とはいえないが 52%,効 果ありの割合は33%,効 果

なしは 14%で ある。5点 満点とすると:平均点は319

であった。学生の主観的判断であるが,パ ソコン利用

は一定の有効性があるといえよう。

問 11では,授 業についての感想,意 見,要 望の自由

記述である。否定的な意見,感 想,肯 定的意見,感 想

が相半ばしている。

Ⅵ .試 験 と成 績

最終日の試験の受験者は22名 であった。試験問題

は,通 常のマクロ経済学あるは経済変動論の問題とし,

パソコン操作やパソコン実習に関する問題は出題しな

かった4)。

成績評価の配点は,出 席 10点 ,提 出物 40点 ,試 験

50点 である。評価はS(100～ 90′点),A(89～ 80点 ),

B(79～ 70点 ),C(69～ 60点 ),X(59～ 0点 )の 5

段階である。成績分布は,X(不 可)が 4%,S(秀 )

も4%, C(可 )が 23%, B(良 )が 41%, A(優 )

23%と ,受 験者は少ないが,Bを 中心に対称的分布で

ある。通常の講義科目の成績分布と比べると,提 出物

や出席点により平均点が底上げされているかも知れな

い。

Ⅶ.結 び

本授業では,マ クロ経済学にICTを 活用することに

より,理 論と事実 (データ)・実証のバランスがとれた

授業を目指した5)。

この授業の大きな狙いは,パ ソコン実習を講義 (マ

クロ経済学あるいは経済変動論)の 補助として,講 義

の理解を深めるために有効的に活用することである。

問 10の結果からすると,学 生の主観的評価としては,

パソコン利用は一定の有効性があるといえよう。また,

問 11の学生の意見,感想をみると,「PCを 使う作図は

講義の理解を深める。数学が昔手でもパソコン実習が

あったので講義に興味がもてた」との肯定的感想があ

る。教育効果を定量的に計ることは困難であるが,経

験的には,パ ソコンを授業に利用 した多くの教員は一

定の効果を認めている。パソコン実習は実習室の制約

のため,少 人数教育となる。また,そ の直接指導は学

生との相互作用,双 方向対話型の授業に必然的になる

であろう。最近は学生の理論離れがさらに進んでいる

といわれるが,ICT活 用により理論と事実を実感でき

る授業,教 師と学生の対話型あるいは双方向の授業が

期待できるであろう。

大学における情報教育は,ハ ー ド・ソフト面の情報

環境の進展 ,また高校段階の情報科 目の必修化を受け,

ここ数年大きく変わりつつある。言葉も 「情報処理教

育」から 「情報教育Jへ 変わった。IT(Information

Technolo≦Ⅳ)か ら,ICT(Information and Communica―
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tion Technolo81‐)へ 変わり,CommunicatiOnは単なる

通信ではなく,双 方向通信,相 互理解の意味が強くな

つている6)。

情報教育のカリキュラムも変わる必要がある。 1年

次の情報テラシー教育は単なるパソコン入門ではすま

されない。経済学や経済問題により関連した題材を取

り上げることが必要であろう
7)。

今日,情報環境は急速に進展し,E―Learnigが普及し

てきている。経済,経 営系の様々な専門科目において

も,ICTの 活用が期待できる。しかし,ICTの 利用方

法,そ の効果はまだまだ未知数である。情報教育のイ

ンフラ (ハード, ソフト,人 的資源, カリキュラム)

は大学ごと,教 育機関ごとに異なるが, さらなる教育

方法の研究 :開発が望まれる8)。

ー
1) 実習の課題集は,ホ ームページ 「経済情報処理ワーク

シヨップJの 第3回 (2007年9月 )に おける 「資料 1」
(http://www3u toyama acjp/tulip/ws/ws03niisato01 pdf)

のなかに公開している。また課題の答案例を 「学生作品J
(http://www3 u toyamaacjp/tulip/ws/ws03niisat003 pdf)

として公開している。

2) このアンケートは,平 成 11年度 (1999年度)の 「経済

情報処理」で行ったものをほぼ踏襲している。新里 :角本
(2000a, b)2,月煮。

3) この問いは課題に含まれるパソコン操作 ・技術と,課 題

の経済学的内容とを区別して質問されていない。いずれの

要因によるのかは判別できないことに注意を要する。

4) 試験問題も,註 2同様1資 料 1に公開されている。

5) この方向での優れたテキストに浅利 (2001)がある。

6) 富山大学でも1年次の情報教育にICTを 強調したテキ

スト,富 山大学情報教育研究会 (2007)を用いている。

7) 筆者は1年次の 「情報処理」の授業に経済学の題材を試

みた。新里 (2008)参考。また,菊 池 ・岩崎 (2007)は経

済 経営を題材とした優れた初年度用テキストである。

8)富 山大学では定期的な教育研究会を開催 し,ホ ーム

ページ 「経済情報処理ワークショップ」(httpノ/www3

u toyamaacip/tulp/ws/)に公開している。
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「経済の変動Jア ンケート集計結果

2007年9月 1日 (土)実 施

該当する番号に○を付けて下さい。または′( )に 記入して下

さい。

問1.あ なたの性別′学年,学 科をお聞かせください。

性別 :1.男  2.女

学年 :1 1年  2 2年  3 3年  4 4年 (以上)

学科 :1.経 済学科 2.経 営システム学科

3 地域社会システム学科 4.そ の他 (  )

問2 あなたはこれまでパソコンをどのように利用していまし

たか。(複数回答可)

l e mai1 2 ワープロ 3.ホ ームページ閲覧 4 ゲーム

5 表計算 6 授業 ・ゼミの課題 7.そ の他 (  )

その他 (仕事 1, HP作 成 1)

問3 この授業を履修した目的は何ですか。(複数回答可)

1 単純に単位をとるため 2 エクセルなどパソコンの操作

を習得するため 3 マクロ経済理論の理解を深めるため

4。その他 (  )

問4.あ なたの履修目的は達せられましたか。

1.ほ とんど達せられなかつた 2.あ まり達せられなかつた

3.半 分くらい 4 かなり達せられた 5 +分 に達せられた

問5.下 の実習課題について,各 設間に当てはまるものを選び

なさい。(複数回答可)

(A)実習課題でおもしろかつたのはどれですか。(  )

(B)実習課題で難しかったのはどれですか。(  )

(C)これから自分にとって役立ちそうなものはどれですか。( )

①世界の成長率 (事前課題2)

②日本の成長率 (課題 1 lb)

大会報告

会務報告

項 目
1 2

つ
０ 4

(人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) (%)

′
性男」 9 42.9

学年 0 0 4 6 28.6 52.4

学科
Ｅ
υ 23.8 10 47.6 4 1 4.8

その他 (法学部 1)

選択肢 1 2 3 4 6 7

黎
”

回
ぐ 952 286

選択肢 1 2 4

コ答率(%)1  857    143  1  286 0

選択肢 1 2 3 4 無回答

回答率
(%) 143 666 0
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③経済循環 (課題2-1)

⑤ LM曲線 (課題42)

②ソロー (課題61)

%

④乗数プロセス (課題35)

⑥ハロツド (課題51)

問5の回答率

問6.問 5の (C)での役に立ちそうな具体的な場面は何ですか。
(複数回答可)

1.卒 論の作成で 2.就 職後の業務でのパソコン操作で

3.他 の授業での内容をよりよく理解することで

4.そ の他 (  )

選択肢 1 2 3 4

回答率(%) 4.8 52.4 476 4.8

その他 (自分の知識)

問7 この授業は1年の 「情報処理基礎」の履修が前提となつ

ていますが′それとの関係はどうですか。   |

1 1年 の情報処理基礎の内容はすでに忘れていたので,この授

業には役立たなかった。

2.1年 の情報処理基礎を履修していたおかげで′この授業の実

習がよく分かつた,あ るいはよく出来た。

3.1年 の情報処理基礎の履修とこの授業の実習は無関係であ

ると思う。

4.そ の他 (   )

その他 (履修していない4′パソコン利用のみ 1)

問8.全 体を通して実習時間についてどう思いましたか。

1.短 すぎる 2.ち ょうどよい 3.長 すぎる

問9.実 習の教え方についてどう評価しますか。(複数回答可)

1.教 え方がうまかつた  2.教 え方が親切であつた

3.教 え方がまずかった  4.教 え方が不親切であつた

5.教 え方は普通であった 6 教える人の数が足りなかつた

7 教える人は教員 1名′TA l名で十分だつた

8.そ の他 (  )

がない)

問 10 この授業でのパソコン実習は講義の補助であり′マクロ

経済学の理解を深めるねらいで行われました。パソコン

実習の効果についてあなたはどう評価しますか。

1 何の効果もない   2 あまり効果はない

3.ど ちらともいえない 4.か なり効果がある

5.大 いに効果がある

選択肢 1 3 4 5

回答率
(%) 524 48

XXxttxxx平
均 値 319絲

XX料

問 11 この授業の感想′意見,要 望,改 善点などを3行以内で

書いて下さい。

主な記述を挙げる。

否定的なもの :

理解しにくい。話が聞き取りにくい。講義速度が速い。早口。数

式の部分に解説の時間を割いて欲しかった。扱う内容が広いの

では。履修前にすでに習得しておかなければならない科目につ

いての周知があればよかった。数学が苦手なので講義は理解し

づらかつた。パソコン実習はパソコン技術を習得するには有効

と思うが,ほ ぼ画面を追って入力するだけなので,マ クロ経済

学の理解にはつながらないと思う。

肯定的なもの :

マクロ経済について知識が得られたので良かつた。黒板に書く

だけではわかりづらいが,自分で PCを使つて図を書くことで少

し理解しやすくなると思う。マクロ初心者なので難しかったが,

楽しかつた。久しぶりにパソコンに触れてとても楽しかった。基

礎知識がほとんどなく,数 学が苦手なので講義は理解しづらか

ったが′パソコンの実習があつたので少しは興味が持てた。

選択肢 1 Ｊ^

回答率(%) 33.3 14.3 238

選択肢 1 2 無回答
回答率(%)

選択肢 1 3 4 5 7 8

回答率
(%) 4.8 0 238 143

その他 (時間が足りない,早 口′パソコン表示が小さい′マイク

譴


