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1 ．はじめに

1．1 ．調査の目的

この調査は将来予定される「本格的な調査」の「予

備調査」と位置づけ、そのための基礎資料を得ること

を目的とする。つまり、この調査において追跡調査の

評価指標候補の吟味を行い、「本格的な調査」にむけ

て評価方法の研究開発を行う。なお、今回実施された

調査は、大阪市立大学における全学的かつ長期的視野

にたった入学者の追跡調査開発研究の第一歩と位置づ

けられる。

1 ．2 ．入学者追跡調査の現状

1．2．1．入学者追跡調査の方法にまつわる問題点

これまでに各大学において多くの入学者追跡調査が

実施されてきた。そして、それらの多くは入試成績と

入学後の学業成績の相関をみるものであった。しかし

ながら、未だ確立された方法論を持たないというのが

現状である。その理由を倉元ほか（2007）は原因帰属

の解釈上の問題および選抜に関わる構造的問題をあ

げ、次のように述べている。つまり、原因帰属の解釈

上の問題とは、もし、入試の成績と入学後の成績の間

に相関関係があるとするならば、入試の成績で卒業ま

での成績が決まってしまうことの問題である。これで

は何のための大学教育かということである。一方、も

し両者の間に相関が見られないというのであれば、入

学後の教育が機能しているためなのか、あるいは方法

的に適当ではないことなのか、その判断は困難を極め

る。次に構造的問題とは、一般に「選抜効果」と呼ば

れている問題である。これは入試成績と入学後の学業

成績の間の相関が低いことの根拠としてしばしば用い

られる。受験者が全員入学したと仮定して、入試成績

と入学後の学業成績の間に高い相関が認められたとす

る。しかし実際には合格基準点を設け、その基準点を

超えたもののみが入学する。従って、入学者のみで相

関係数を求めることとなり、その結果当初より低い値

となる。実際、この追跡調査で得たデータを基に高校

成績、入試成績、入学後学業成績（GPA）、卒研・ゼ

ミ指導教官による評価について相関を調べたところ、

特に入試成績と入学後の諸成績との間の相関はきわめ

て低い値が得られている。

1．2．2．入学者追跡調査とアドミッションポリシー

入学者の追跡調査は卒業時点で優秀な学生を予測す

るためのものではない。では何のために行う調査であ

るかと言えば、それは「アドミッションポリシー（以

下ＡＰと表記）の趣旨にそった入学者が選抜されたか」

特集－大阪市立大学における教育調査の現状と課題　第 1 部　教育調査の現状

2002（平成14）年度入学者追跡調査
A follow-up survey on academic performances of Osaka City University students 

enrolled in 2002

大久保　　　敦*・辻　本　英　夫**・坂　上　　　学***
*大阪市立大学大学教育研究センター・**大阪市立大学大学教育研究センター（客員研究員）、

***法政大学大学院経営学研究科

OKUBO, Atsushi*, TSUJIMOTO, Hideo*, and SAKAGAMI, Manabu** 
*Osaka City University, Center for Research and Development of Higher Education,

** Hosei University, Graduate School of Buissiness

キーワード：入試、入学者選抜、高等教育、追跡調査
Keywords: entrance examination, admission procedure, higher education, follow-up survey, 



【特集】大久保・辻本・坂上「平成14年度入学者追跡調査」

8

を検証するための調査であると言える。しかし、各大

学が掲げているＡＰは理念的内容が多いこと、場合に

よっては教育目標的内容となっていること、選抜方法

との整合性がとれていないことなどの問題点が指摘さ

れている（鴫野，2004，鈴木ほか，2004）。実際、平

成20年12月24日に中央教育審議会から出された「学士

課程教育の構築に向けて（答申）」（中央教育審議会，

2008）の中の第 3節入学者受入れの方針について　～

高等学校段階の学習成果の適切な把握・評価を～　1

入学者選抜、（3）具体的な改善方策【大学に期待され

る取組】では、

「大学と受験生とのマッチングの観点から、入学者

受け入れ方針を明確化する。その際、求める学生像

だけではなく、高等学校段階で習得しておくべき内

容・水準を具体的に示すように努める。（以下省

略）」

とあり、ＡＰの改革が求められている。このようにＡ

Ｐが高校で習得しておくべき内容・水準を具体的に示

したものになっていれば、入学者がＡＰに示した内

容・水準にそっているかいないかを確認することによ

り、選抜方法の妥当性が容易に検証できることとなる。

しかしながら、例えば学力試験のみを課す選抜におい

て、「興味」「関心」「意欲」「態度」など学力試験では

確認が困難な項目がＡＰに記載されるなど、ＡＰの内

容と選抜方法の間に整合性がとれていない場合が、本

学も含め、前述のように多くの大学に認められる。

1 ．3 ．調査の設計

以上のような背景を考慮して、この調査では単純に

入試成績と学業成績の相関を分析するという手法を基

本的には採用しなかった。その代わりに、入試成績と

学業成績以外の評価指標として試行的に高校の成績

（調査書評定）および卒研・ゼミ指導教員による評価

（以下卒研・ゼミ評価）を導入し、次に示す分析 1か

ら分析 8 までの 8 つの分析から構成される内容とし

た。

分析 1から分析 4は高校成績、入試成績、GPA、卒

研・ゼミ評価について、それぞれ学部・選抜方法間で

の平均値の差を検定し、選抜方法による違いを単純に

分析するものである。一方、分析 5以降はそれぞれ異

なる視点で分析を設計した。分析 5では大学入学後最

初の学期の学業成績がその後どのように推移するのか

を明らかにすること、分析 6では学業成績を指導教員

の主観で評価した卒研・ゼミ評価と授業評点の平均値

の一種であるGPAを比較することにより、評価指標と

しての特性を明らかにすること、分析 7では近年大学

教育で問題となりつつある留年生の学習特性を明らか

にすること、最後に分析 8では選抜方法の多様化が世

の中から求められている現状を受け、5種類の選抜を

展開している商学部を事例として、選抜方法や評価指

標を検証することをそれぞれ目指して調査を設計し

た。

2 ．調査対象および方法

2．1 ．調査対象

本調査は大阪市立大学2002（平成14）年度入学者

（商学部、経済学部、法学部、文学部、理学部、工学

部、医学部（除看護短大）、生活科学部）1499名を対

象とした。

2 ．2 ．分析内容および方法

分析 1 学部・選抜方法間の比較分析 1

高校成績（調査書評定）

高校調査書は一般入試および推薦入試において、志

願者から必ず提出される出願書類の一つである。客観

性・公平性の問題などの理由により、選抜資料として

利活用は一部にとどまるのが現状である（富永・大久

保，2004）。しかし、本当に利活用が難しい資料なの

であろうか。この調査では、高校調査書評定（以下調

査書評定）について学部・選抜方法によって差違があ

るのかを統計的な検定を行い分析した。さらに、調査

書評定の追跡調査の評価資料としての可能性を検証し

た。

分析 2 学部・選抜方法間の比較分析 2

入試成績（センター試験素点）

冒頭でも述べたように、理由は別として入試成績と

入学後の学業の間に相関は見られないというのが、こ

れまでの大方の先行研究結果である。この調査では、
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入試成績の追跡調査の評価資料としての可能性を検証

する。入学者選抜における学力試験（あるいは検査）

には大学入試センター試験（以下センター試験）と 2

次試験（個別学力試験）とがある。学力試験で課され

る科目は近年選択制が普及し、受験者全員が受験する

科目は存在しない。標本数をできるだけ確保するため

に、この調査ではセンター試験の内、数学Ⅰ・A、数

学Ⅱ・B、および外国語（英語）の各素点を分析に用

いた。これら 3科目の素点を変数に用いて、学部・選

抜方法によって平均値に差があるかどうかを統計的な

検定を行い分析した。

分析 3 学部・選抜方法間の比較分析 3

学業成績 1（GPA）

GPAとはGrade Point Averageのことで、履修登録し

た授業成績の合計を履修登録授業数で除した成績の平

均値である。本学では商学部が他学部に先行してGPA

制度を導入している。GPAは履修科目数を考慮に入れ

てはいるが、平均点であることには変わりがない。従

って成績のある一面を示しているに過ぎない。この調

査では、既存の授業評点（100点法）からGPAを計算

し変数として用いた。このGPAについて学部・選抜方

法別の入学者間の平均値に差があるかの検定を行っ

た。なお、4 年間総合のGPAに加えて、1 年次前期

GPA、さらに全科目GPAに加えて総合教育科目Ａ・Ｂ、

基礎教育科目、外国語科目、専門教育科目の各GPAも

変数として用いた。

GPAの計算に当たっては以下に示す計算式を用い

た。

分析 4 学部・選抜方法間の比較分析 4

学業成績 2（卒研・ゼミ指導教官による評価）

入学者追跡調査において量的変化の検証はよく行わ

れるが、質的変化の検証は難しいしいものである。特

に大学教育ではルーティーン的反復学習によって、知

識や技能を高めることと合わせて、卒業研究やゼミな

どによって、ものごとの考え方や見方をはじめとする、

質的変化の育成を重視している。しかしながら、この

質的変化を評価することは容易ではなく、その方法は

確立されていないのが現状である。この追跡調査のプ

ロジェクトにおいても、この質的変化の評価をどのよ

うに行うかが課題の一つであった。最近、九州大学と

筑波大学において、ＡＯ入試の入学者の追跡調査を行

うに当って、この質的変化の測定を試みている（渡辺，

2005）。それが今回実施した卒研・ゼミ指導教官によ

る評価（以下卒研・ゼミ評価）である。この調査では、

卒研・ゼミ評価について学部・選抜方法によって差違

があるのかを統計的な検定を行い分析した。

なお、分析に用いたデータは次の方法により得た。

調査時点で学生が在籍しない医学部看護学科および卒

業研究およびゼミナールのない学部・学科を除いた商

学部 1部、経済学部 1部、法学部 1部、文学部 1部、

理学部、工学部、生活科学部の教員512名を調査対象

とした。調査対象の教員に対して、2002（平成14）年

度入学者のうち、ゼミ・卒業研究の指導を担当した学

生全員について、図 1に示す各項目について過去数年

間および現在の標準的な学生像と比べた同意の程度

を、5 段階で評価し、回答票に記入する方法とした。

なお、この質問項目は2004年九州大学において、ＡＯ

入学者と他の選抜方法入学者の卒業時の評価を比較す

るために開発された調査（渡辺, 2005）で用いられた

質問項目をそのまま採用した。質問紙および回答票は
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2006年 3月 1日に配布し、同年 4月 1日までに回収し

た回答票を分析対象とした。学部別の有効な回答数と

回収率を表 1に示す。

分析 5 1 年前期GPAと 4 年間GPAの比較分析

1年前期の成績は大学入学後最初の成績である。こ

の初期につまずいた学生はその後挽回できるのであろ

うか。学部や選抜方法によって違いがあるのであろう

か。このような課題設定のもとに、1年前期GPAをｘ

軸に、4年間総合GPAをy軸にとり散布図を作成し、4

年間の時間の流れの中で成績の挙動（不振や向上する

様子）を座標上の分布様式によって可視化することを

試みた。この両者を比較検討することにより入学後初

期の学修が、その後の学修とどのような関係にあるの

かを学部・選抜方法別に散布図上での成績の分布を通

して分析した。

分析 6 GPAと卒研・ゼミ指導教員（以下卒研・ゼ

ミ評価と表記）による評価の比較分析

授業の成績が優秀なものは卒研・ゼミの成績も優秀

なのであろうか。両者の関係を明らかにするためにレ

ーダーチャートを用いて比較することを試みた。GPA

（ 5項目）および卒研・ゼミ評価（文系 5項目、理系

6項目）の各項目について、学部・選抜方法ごとの平

均値の差をｔ検定（または多重比較）した結果をレー

ダーチャートに図示し、GPAと卒研・ゼミ評価それぞ

れの傾向、および両者傾向の間の差違の有無、さらに

教員の主観による評価（卒研・ゼミ評価）の特性を分

析した。

分析 7 留年生と通常進級生との比較分析

留年を必ずしもネガティブととらえない見方（白川，

2007など）もあるが、国立大学を対象に行われた悉皆

調査では、留年、休学、退学の割合が過去25年（2003

年を基準として）一貫して増加しており（留年率 6％

強　男子留年率 8％強、女子留年率 3％強）、その理

由も司法試験を受験するなど「積極的理由」より「消

極的理由」「環境要因」「精神・身体面」などの理由が

増加しているという（内田，2006）。本学においても

その状況把握をし、さらに留年はネガティブなのか否

かについても議論の根拠となる基礎資料を整備してお

く必要がある。そこで、留年生と通常進級生の間に学

習動向に差があるのかないのか、また留年生をあらか

じめ予測する指標が存在するのか等について分析を行

った。具体的には高校成績、入試成績、学業成績につ

いて留年生と通常進級生の平均値の差について統計的

な検定を行った。

分析 8 教育成果の要因分析

－商学部を事例として－

商学部では 1部、2部合わせて 5種類の選抜方法を

導入しており、本学では選抜方法の多様化が進んでい

る学部の一つである。そこでこの追跡調査では、多様

な選抜方法を検証するモデルとして商学部を事例とし

てとりあげた。この分析では商学部に入学した学生が、

その後どのように学習成果を得て卒業していったかを

確かめるため、教育成果の指標としてGPAおよび卒

研・ゼミ指導教員の評価という 2つを用い、各選抜方

法別に高校成績・センター試験成績・2次試験成績と

の関係を統計的な検定を行い分析した。

表 1 　学部別の有効な回答数と回収率 

図 1 　卒研・ゼミ評価の質問項目 
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2 ．3 ．調査結果の公表先

本調査の結果は以下に示す報告書にまとめられ本学

教育研究評議会にて報告された。また、各分析と報告

書の執筆の担当は、分析 1～分析 6を大久保敦、分析

7を辻本英夫、分析 8を坂上学がそれぞれ分担した。

①入学者追跡調査報告書（平成20年11月17日）

入学者追跡調査委員会　2008年11月発行　平成20年

11月17日教育研究評議会報告資料（4）

3 ．結果の概要

3．1 ．分析 1 ～ 4 の結果

高校成績（調査書評定）、入試成績（センター試験

素点）、学業成績 1（GPA）、および学業成績 2（卒

研・ゼミ指導教官による評価）について学部および選

抜方法別に検定を行った結果、入学後の学業成績では

学部や選抜方法による有意な差は極一部をのぞくと顕

著に認められなかった。一方、有意な差が認められた

のは以下の項目であった。

・入学前の高校の成績およびセンター試験の成績にお

いて、文系の学部を中心に前期・後期入学者間に有

意な差が一部認められる。

・高校調査書評定において推薦入学者が一般入試入学

者に対して有意に高い傾向が認められた。

3 ．2 ．分析 5 の結果

1年前期GPAと 4年間GPAの比較分析を行ったとこ

ろ、以下のような傾向が認められた。

・学業不振に陥る学生は前期入学者に顕著に認められ

る。一方、後期入学者および推薦入学者にはあまり

顕著ではないか全く認められない。

・帰国子女特別選抜入学者および学士編入学者の一部

に入学後GPAの著しい低下が認められる。

・ 1 年前期において学業不振に陥ると、高い確率

（67％）で学業不振のまま 4年間を経過する傾向が

認められた。

3 ．3 ．分析 6 の結果

GPAとゼミ・卒論指導教員による評価の比較分析を

行ったところ、以下のような傾向が認められた。

・分析 5では 1年前期と 4年間総合のGPAの比較分析

から、推薦入学および後期入学者の優位性が認めら

れたが、卒研・ゼミ評価での優位性は認められなか

った。

・GPAと卒研・ゼミ評価の相関は低かった。

3 ．4 ．分析 7 の結果

留年生と通常進級生との比較分析を行ったところ、

以下のような傾向が認められた。

・全体の留年率は6.6％であるが、10％を越える学部

が複数存在した。

・留年生は通常進級生に比較してGPAおよびセンター

試験・個別学力試験とも統計上有意に低い傾向が認

められた。

・留年生のGPAは 1年次から低い傾向が認められ、そ

の傾向が続くことが認められた。

3 ． 5．分析 8 の結果

商学部を事例として 5種類の選抜方法別に教育成果

の要因分析を行ったところ、以下のような傾向が認め

られた。

・ 1部推薦入学者および 2部社会人特別選抜入学者は

一般入試（前期および後期）入学者よりもGPA平均

値が有意に高い傾向が認められた。

・GPAと最も高い相関を示したのは高校成績であっ

た。

4 ．結果から本学の教育に対して示唆され

ること

①選抜方法別にみた入学後の学業不振者の発生は、前

期試験入学者に顕著に認められた。この様な傾向に

再現性があるのかの検証を継続するとともに、前期

試験入学者に対する入学後の学習支援体制の整備が

望まれる。また前期試験入学者にこの様な傾向が認

められる要因の調査も今後必要である。

② 1年次前期において学業不振に陥った学生の多くは

4年次までそのまま引きずる傾向が認められた。従

って、入学早期の支援体制の整備が望まれる。

③ 1年次前期において学業不振に陥らない場合でも、
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その後学年進行とともに学業不振に陥る学生が出現

することから、入学以後の継続的な学習支援体制作

りが望まれる。

④留年発生率は全学的にはまだ低い水準（ 6％）であ

るが、一部にこの水準を越える学部が認められる。

また留年者は初年次初期から成績が低い傾向が認め

られ、入学初期から低下をもたらす原因が存在する

ことが示唆された。これらのことから、本学におい

ても初年次教育においてこのことを念頭に置いた対

応体制の整備が望まれる。

⑤帰国子女特別選抜や学士編入学選抜の入学者の一部

に入学後学業不振に陥る傾向がみとめられたことか

ら、入学後の受け入れ体制の点検が望まれる。

⑥GPAと卒研・ゼミ評価の相関は低かったことから、

授業の成績（GPA）と卒研・ゼミ評価とでは異なる

資質を測定している可能性が示唆された。入学後の

教育成果の評価指標としてGPAが国内の各大学にお

いても定着しつつあるが、卒研・ゼミ評価のような

質的評価の開発とその検証を今後も継続していくこ

とが望まれる。

⑦評価指標として高校成績、GPA、卒研・ゼミ評価の

各変数が有効である可能性が示唆された。今後、さ

らに検証を重ねその有効性を確認することが望まれ

る。

5 ．調査実施上の課題

冒頭で入学者追跡調査が抱える根本的な問題および

入学者追跡調査とＡＰとの関係を取り上げた。ここで

は実施に伴う大学内の体制に起因する問題について述

べる。

本学では多くの大学でそうであるように、入試成績

や在学成績などのデータが一元管理されていない。そ

のために調査に必要なデータを収集するために多大な

時間と労力を要した。さらに、入試成績データおよび

在学成績データはともに電算化され、それぞれ別の電

算処理システムを用いて、それぞれの事務処理に特化

した形で管理・運用されている。従って、入試から卒

業までを一貫して分析を行うこの種の調査では、異種

間データのマッチングやデータフォーマット変換など

が必要となり、そのために費やす多大な時間と労力は

やはり調査実施に当たって大きな障壁となった。

このような問題を踏まえ、本調査では分析の実施に

先だって、異種間データを加工、蓄積し、さらに中間

的集計処理を自動化するためのシステムを試行的に開

発した。しかし、今回の試行はあくまでも対処療法的

であり、中長期的に見た場合には、このような発想を

より発展させたＩＲ（Institutional Research）の機能を

全学的な位置づけの基に構築することがのぞまれる。

なお、ＩＲについては本特集第二部「本学の教育調査

の現状と今後の課題」（p.87～）で述べる。
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