岡山大学

新入生のパソコンスキルの向上を上級生がサポート
スキル習得を表面化するツールとして
試験を活用
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“高度な知の創成と的確な知の継承”
を基本理念に、11学部 1コース、7つの研究科を擁する日本屈指の
総合大学である岡山大学。
同校におけるMOS試験は、
新入生を対象とした
『PC総合サポート講座』
の延長線上に位置づけられた
『MOS対策講座』
から、2012年度より可能となった学内受験というカタチを以て学生のスキ
2007年の
ルの客観的な証明として活用されています。情報統括センターのセンター長 稗田 隆教授に、MOS試
験の活用に至った経緯や現状の運営状況などの取り組みについてうかがいました。

学生の利便性と費用軽減を具現化するために
学内受験の体制づくりを推進
自然豊かで広大なキャンパスに 11 学部 1 コ
ース、7 つの研究科を擁する日本有数の総合大
学の岡山大学。 高度な知の創成と的確な知
の継承 を理念に、
「探究・創造する知性の育成」
「豊かな教養と高度専門性の追求」
「社会的責任
を負いうる個の確立」
「異文化理解に基づいた
国際性の獲得」
を教育目標とし、
約 13,500 人の
学部生・大学院生に加え、
世界各地からの留学
生 474 人を併せた 14,0 00 人余りの学生が、学
問の分野や国ごとの文化の違いを超えて、
知の
創造を育むべく学んでいます
（2012年5月時点）
。
同校でMOS 試験は 2007年より活用されて
おり、
学内
（情報統括センター）
2012年度からは、
で受験できる体制が整えられたため、
試験実施
日には 100 人以上の学生がMOS 試験を受ける
ことが可能となりました。
情報統括センターは、
入学状況や就職状況な
どの学生に関する情報をはじめ、
教員の業績情
報や社会貢献に関する情報などの大学が保有
するあらゆる情報を一手に集め、
その分析結果
を教育や研究、
学生支援や経営などに利活用す
るための 的確な情報 を提供・管理する機関と
して位置づけられます。
以前は、
総合情報基盤センターという名称で
したが、
2010 年度に掲げられた 経営する大学
という大学全体の新機軸のもとに機関名も改
められ、多面的な情報を掌握・分析・公開する
「大学 IR （
」 Institutional Research ＝機関調
査）
を行う機能を担っています。
岡山大学には、
自主学習をはじめ、
シラバス
や履修・成績情報などを確認するために大学全
体で 1,000 台を超える教育用パソコンが設置さ
れており、
学内LAN でネットワークされたキャ
ンパス内で学生は、
入学時に提供・発行された
メールアドレスと ID （通称:岡大 ID ）
を使って
学生生活に必要な情報を入手することができ
ます。MOS 試験は、
同センターが管理・運用す
るパソコンとインターネット環境を利用して実
施されていますが、
その経緯をセンター長の稗

田教授は次のように説明します。
｢以前から、MOS 試験は大学と協力しながら
岡山大学生協で受験の受付や試験を実施して
いました。当時は、
外部からパソコンを借りて
受験環境を設定するなどして試験を行ってい
たため、
一度に受験できる学生の数に限りがあ
りました。また、
本校では 2011年にパソコンを
含めたシステム環境を更新しましたが、
その際
に学内でMOS 試験を受験できる
「試験会場登
録」
を行うと受験料の割引が適用されることを
知りました。そこで、
日常的に使って慣れてい
るパソコンで多くの学生が受験でき、
かつ学生
の費用負担が軽減できるのであれば、
学生の IT
スキルアップ支援につながると考え、
大学内で
受験できる体制づくりのための手続きを進めま
した。諸手続き完了後は当センター内のパソ
コンを使って受験を実施し、
受験料の受付業務
と試験実施のための運営業務については大学
生協に委託して行っています｣

新入生のパソコンスキルの向上を
学生が主体的に運営する講座で支援
学内受験の試験実施日や告知については、
同
校のキャリア開発センターと情報統括センタ
ーとで情報共有しながら決めており、
学生への
受験サポートなどの運用面は生協が中心とな
って進めています。学内受験が実施される以
前から進めてきた試験実施のための運用とは
どのような内容なのでしょうか？
そこには、
岡山大学が理念として掲げる 知
の継承 を裏打ちするような、
学生自身による
意欲的な取り組みの実態がありました。
岡山大学の生協では、
パソコンを購入した新
入生を対象とした
『 PC 総合サポート講座』を
学生
2004 年から実施しています。この講座は、
の授業や学生生活でのパソコンの有効活用を
慮って企画されたもので、
パソコンに苦手意識
の強い初心者向けの内容から、
基礎をもとに大
学生活ならではのパソコン活用を目指す内容
までを網羅していて、
毎年 500 〜 600 人余り
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取材ご協力

岡山大学
情報統括センター
センター長
稗田 隆 教授

http://www.okayama-u.ac.jp/
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岡山大学

所在地＝岡山市北区津島中三丁目 番 号
学生数＝
人
（学部生・大学院生・留学生を含む）
［
年 月時点］
学部 コース・ 研究科を岡山市街地区の カ所のキャンパス（津島、
鹿田）に設置する日本有数の
総合大学。
“高度な知の創成と的確な知の継承”
を理念に、
「探究・創造する知性の育成」
「豊かな教養
と高度専門性の追求」
「社会的責任を負いうる個の確立」
「異文化理解に基づいた国際性の獲得」を教
育目標としている。また、
大学の保有する資源を戦略的に活用する「経営する大学」
、
研究・教育から管
理運営に至るまでの全分野における
「自己点検評価を行う大学」
としての基本目標も掲げられている。
11

の新入生からの受講申込みがあるそうです
（ 2012 年度の申込み数は約 700 人）
。 2007 年
度からは、
この講座の延長線上に
『MOS 対策講
座 』が 位 置づけられることになりましたが、
カリキュラムの立案から講義、
2004年当初より、
相談に至るまでの講座のすべてを、
現役の岡山
大学のアルバイト生
（以下、
学生スタッフ）
が実
施運営しています。

目標とされる先輩になる を礎に
考え抜く意識と知力を継承
ゼロから講座の骨格を組み立て創りあげて
きた初代アルバイト生のなかには、
現在では大
手企業のエンジニア職に就いている、
あるいは
高度なITスキルを基盤に起業しているといった
OB も多いとのこと。こうした先駆者の取り組
みをベースに、
講座は今日でも学生が主体性を
発揮するカタチが続いているそうです。
「初代先輩に限らず、常に上を目指して、
自分た
ちの力でいかに新入生に貢献できるか を考え
抜く意識や姿勢は、
現在も先輩から後輩へと受
け継がれています」
と稗田教授は言います。
運営内容としては、
ここ数年は講座のために
毎年 50 〜 60 人の学生スタッフが起用され講座
実施にあたっています。1 回の講座のために
100 枚ほどのスライドが準備され、その内容を
もとに打合せを重ね、
模擬講義を行い、
フィード
バックをもらって修正する。こうした流れのも
と講座内容はブラッシュアップされていきます。
『PC 総合サポート講座』
（うち1 〜 2回に
『MOS
対策講座』
が付帯）
の受講を希望する新入生は、
年間 17 〜 18 回の集合形式の講座を受けられ、
受講生 6 〜 8 人に 1 人の割合でアドバイザー
としての役割を担う上級生の学生スタッフが付
きます。講座の内容は、
「大学生に求められるワ
ードでのレポート作成」
「プレゼンをするための
パワーポイントの使い方」
など、
アプリケーショ
ンの機能や操作方法の説明に軸足を置くのでは
なく、
大学生活に必要とされる 用途 を切り口
に、
そのための知識やスキルが身につく講義に
なるよう留意しているそうです。これは、
上級生
になって使えることの便利さを実感している先
輩として、
少しでもわかりやすく効果的に伝える
ため工夫のひとつとして考えられています。
講座を手がける学生は、
このような経験を通
じて、
受講する新入生はもとより、
後輩のスタッ
フからも、目標とされる先輩になること を目
指して取り組んでいます。

身につけたスキルを客観的に証明
資格取得で成果を表面化
『MOS 対策講座』
は、
2007年度から加えられた
「資格を取得する」
という明確な目標設定を、
スキル習得のモチベーションの一助にする
こと
●「エクセルやパワーポイントを使えるように
なった」
という能力を客観的に証明し、
成果
を目に見えるようにすること
の 2 点を意図して付加されました。そして、
学
内受験を開始した 2012 年度は、土日の2 日間
を利用して、6 月
（ 120テスト）
、11月
（ 21テスト）
、
月
（
以上のテスト数を実施予定）
の年
回
12 120
3
の実施予定が組まれました。そして6 月と11月
の試験では、
大半の学生の初回合格という好結
果が表れるなど、
講座運営に熱心に取り組む学
生スタッフのサポーターとしての技量の成果も
表面化しています。
情報統括センターとしては、
学内で受験でき
ることの安心感と利便性を提供することでの
貢献を続け、来年以降も2012 年度と同様の日
程での受験を予定するとともに、
学生の要望に
応じた臨時日時での試験実施も計画していき
たいと言います。
「本年度より、
多くの岡大生の学内受験が可能に
なりましたので、
学部を問わず多くの学生に積
極的に受けてもらえることを期待しています。
文系の学生のなかには、
高校時代に基本的な I T
スキルを習得する機会が少なかった学生もお
り、
大学内でもパソコンを十分に使える学生と
使えない学生が混在しています。使えない学
生の基本的なスキルは MOS 試 験の取得で担
保できると思いますし、
なかにはエクセルを使
えるようになると具体的に何ができるようにな
るのかを説明するだけで共感する学生も多い
ですから。そして将来的には、
客観的な資格を
活用した基本的な IT スキルの習得を教養教育
のなかで位置づけていければと考えています」
(稗田教授)
■
教育や研究の目標を効果的に達成するため
の戦略的な大学経営を目指し、
公的機関として
の社会的説明責任を果たすための自己点検評
価を徹底して行うなど、
各種データや評価軸を
明瞭にした大学運営を指向・推進している岡山
大学。
学生が学生のスキルアップを応援する 知の
継承 を表面化するツールとして、MOS試験は
有効に活用されているようです。
●
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