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1 ．はじめに

近年、理科離れ理科嫌いということばに代表される

ように、科学教育をめぐる環境は厳しい状況が続いて

いる。例えば、小中高等学校ではある時期から以降、

学習指導要領の改訂のたびに授業時間数が削減され、

特に理科においては1971年施行学習指導要領（高校は

1974年）に比較して2002年施行現行学習指導要領（高

校は1994年）では小学校合計で55.7％、中学校合計で

69.0％、高校合計で66.7％（単位数で換算）まで削減

されてきた。そもそも小学校低学年では1992年度から

理科という教科そのものが消滅している。またそれ以

外にも実験・観察などの実習体験の不足の問題、高校

では履修科目の偏りや未履修科目の問題、あるいは理

科指導が苦手な小学校教員の増加の問題、さらに科学

に対する興味や関心の低下にみられる児童・生徒自身

の変容の問題等々、我が国の科学教育に山積する課題

は多い。このような初等、中等教育の現状を受けて、

大学教育において科学教育の接続をどのようにとら

え、受け入れ態勢をどのように構築していくかは大き

な課題である。大阪市立大学においても学部や学科単

位で入学者の動向を把握し、それに基づく受け入れ態

勢の整備はこれまでにも継続的に行われてきたが、学

部間を超えて全学的な規模で実施されることはなかっ

た。科学教育における高校と大学間の接続状況を全学

的規模で把握し、学士課程の受け入れ態勢を整備する

ための基礎資料を得ることを目的として、数学と理科

に関する調査を理系学部対象に実施した。

2 ．調査対象および方法

2．1 ．調査の設計

調査全体を数学・理科基礎調査と呼び、数学基礎力

調査、理科基礎力調査、および両基礎力調査と連動し

た質問紙調査（以下アンケート調査と記述）の 3つの

調査より構成される。具体的には数学基礎力調査は高

校数学（数学Ⅲおよび数学Ｃ）、理科基礎力調査は高

校物理（物理Ⅰおよび物理Ⅱ）のそれぞれ基本的内容

の定着度の測定を行い、アンケート調査は両基礎力調

査の解答の自己分析、高校での数学・理科の科目履修

歴、小学校から高校までの算数・数学および理科の授

業の実態やそれに対する意識、自然科学に対する意識、

および大学入学の動機付けに関する意識などの情報を

得ることを目的として設計した。また、被験者の一部

を抽出し全学共通教育の物理および数学の基礎教育科

目の 1 年次前期の授業において追跡調査を行い、数

学・理科基礎調査の結果との関係を調べた。
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2 ．2 ．調査対象

調査は大阪市立大学の理系学部・学科、つまり理学

部（数学科、物理学科、物質科学科、化学科、生物学

科、地球学科）、工学部（機械工学科、電気工学科、

応用化学科、建築学科、都市基盤工学科、応用物理学

科、情報工学科、バイオ工学科、知的材料工学科、環

境都市工学科）、医学部（医学科、看護学科）および

生活科学部（食品栄養科学科、居住環境学科）の合計

4 学部・20学科2006（平成18）年度（663名）および

2007（平成19）年度（649名）1 年次入学者を対象と

した。

2 ．3 ．調査方法

調査（本調査）は各学部が開催する入学者オリエン

テーション実施日に合わせ、後に示す物理基礎力調査、

および数学基礎力調査を各15分間、その後に模範解答

用紙を配布し、自身の解答結果を確認しながらアンケ

ート調査を25分間、それぞれ学部別に会場を設定して

一斉形式で実施した。調査全体に要した時間は説明も

含め、おおよそ60分間であった。また、当日欠席した

学生を対象とした調査（追調査）の期間を10日間設定

した。追調査は大学教育研究センターを会場とし、設

定された時間内に被験者が都合のよい時に訪れ、個別

方式で随時実施した。

2 ．4 ．調査内容

2．4．1．数学基礎力調査

高等学校数学Ⅲおよび数学Cの内容から10問を設定

した。解答は記述式、解答時間は15分とした。調査票

（問題）を資料 1に示した。

2．4．2．理科基礎力調査

高等学校物理Ⅰおよび物理Ⅱの内容から10問を設定

した。解答は記述式、解答時間は15分とした。調査票

（問題）を資料 2に示した。

2．4．3．アンケート調査

アンケート調査の質問項目の概要は以下の通りであ

る。解答時間は25分とした。なお、具体的な質問項目

については 2．5．調査結果の公表先①を参照された

い。

①理科基礎力調査の各解答結果に対する自己分析（各

10問）

②数学基礎力調査の各解答結果に対する自己分析（各

10問）

③入試の自己評価、大学の志望順位、大学・学部・学

科の選択理由、満足度、将来の進路など（ 9項目）

④自然科学に対する意識、小学校低学年、同高学年、

および中学校での理科の授業に対する意識（ 4 項

目）

⑤高校で履修した理科の各科目について（履修単位数、

授業の感想、履修理由、授業の方法、実験実習の実

施状況の 5項目）

⑥高校で行った力学実験の実施項目および物理に対す

る意識（ 2項目）

⑦小学校低学年、同高学年および中学校での算数・数

学の授業に対する意識（ 3項目）

⑧高校で履修した数学の各科目について（履修単位数、

授業の感想、履修理由の 3項目）

2．4．4．追跡調査

この調査の被験者で、かつ 1年次前期全学共通教育

基礎教育科目のうち物理科目Ａ、物理科目Ｂ、数学科

目Ｃ、数学科目Ｄ、数学科目Ｅの授業を履修する学生

を調査対象として、当該科目の2006年度前期期末考査

の素点と数学・理科基礎調査の結果との関係を分析し

た。また、一部の科目では期末考査素点以外に、中間

考査素点の情報も入手できたので、あわせて分析を行

った。

2 ．5 ．調査結果の公表先

本調査の計画から報告書等の作成までは大久保敦

（大阪市立大学大学教育研究センター），枡田幹也（大

阪市立大学大学院理学研究科），および坪田誠（大阪

市立大学大学院理学研究科）の 3名が担当した。本稿

に関連して過去に作成・公表されている報告書等は次

のとおりである。

①数学・理科基礎調査

大久保敦，枡田幹也，坪田誠　2007年 3月発行、文

部科学省先進的大学改革推進委託平成17年度・18年
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度報告書　p75-128.

②大阪市立大学数学・理科基礎調査結果報告（平成18

年度中間報告）

大久保敦，坪田誠，枡田幹也　2007年 8月発行　大

学教育　第 5巻第 1号、p3-46．

3 ．結果の概要

3．1 ．数学基礎力調査および理科基礎力調査の結果

①全体の平均点では、数学および理科ともに2007年調

査が2006年調査を上回った（表 1）。

②学部別平均点では、数学および理科ともにすべての

学部において2007年調査が2006年調査を上回った。

これに対して学科別平均点では、ほとんどの学科に

おいて数学、理科ともに前年を上回ったが、医学科

および食品栄養科学科では数学で前年を下回った。

また、最上位の学科と最下位の学科とでは、数学よ

り理科の方が、差が大きいことが2006年、2007年調

査ともに認められた（表 1）。

③選抜方法別平均点では、2006年、2007年調査ともに

基本的には後期日程、前期日程、推薦入学の順で高

かった。また、一般入試の後期日程と前期日程間の

平均点の差よりも、一般入試（前期および後期日程）

と推薦入学間での平均点の差の方が大きいことも認

められた（表 2）。

④高校の出身学科別平均点では、2006年調査は数学、

理科ともに工業高校、総合学科、理数科、普通科、

その他学科の順となったが、2007調査は数学、理科

ともに理数科、その他学科、普通科、総合学科、工

業科、農業科の順となった（表 3）。近年、専門高

表 1 　学部・学科別平均点および標準偏差（括弧内） 

表 2 　選抜方法別平均点および標準偏差（括弧内） 
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校や総合学科からの大学進学が増加傾向にあり、そ

れに伴うこれら学科からの入学者の基礎学力が懸念

されている。この 2回の調査では、対照的な結果と

なりこの問題を議論するためにはさらなるデータの

蓄積が必要である。

⑤今回の対象者のうち、2006年調査での現役生は新学

習指導要領の元で学習してきた初めての高卒者であ

り、いわゆる「2006年度問題」で学力低下が懸念さ

れていた世代である。しかしながら、2006年調査の

結果からは新課程卒業者の方が旧課程卒業者よりも

平均点が高いことが判明した。一方2007年調査では、

理科において新課程が旧課程を上回ったが、数学に

おいては旧課程が新課程を上回る結果となった（表

4 ）。これらのことは新旧の課程の要因に加え、新

卒・既卒（現役・浪人）、さらに既卒の卒業後の期

間などの要素がからんでいるのではないかと考えら

れる。従って、今回のクロス集計の結果からは、

「2006年度問題」の影響に関する何らかの示唆を得

ることはできなかった。

⑥得点の頻度分布では、2006年調査、2007年調査とも

に 0点および 1点に分布の偏りが見いだされた。こ

の原因は対象学部学科の一部に問題の設定が適して

いない可能性が考えられる。

⑦問題別の正解率（図 1～ 4）では、2006年調査にお

いて数学、理科ともに極端に正解率が低い問題がい

くつか認められた。これらの一部には、不正解回答

の自己分析結果あるいは実際の解答内容の分析か

ら、例えば数学では内容は理解していても、場合分

けを怠り不正解となった場合に、解答（回答）者本

人が不正解と認識していないなどの実態が確認され

た。このことを受け2007年調査では、問題の一部を

手直しした。学力診断テストとして機能するために、

表 3 　高校出身学科別平均点および標準偏差（括弧内） 

表 4 　新・旧課程別平均点および標準偏差（括弧内） 

図 1 　数学基礎力調査問題別正解率（2006年度） 図 2 　数学基礎力調査問題別正解率（2007年度） 
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出題内容、問題文、および採点基準について、さら

に検討が必要である。

3 ．2 ．数学基礎力調査および理科基礎力調査の解答

内容の分析

本調査では数学基礎力調査および理科基礎力調査と

連動したアンケート調査を実施し、アンケートの回答

内容をp.82表 1に示す関係を用いて、最終的に「定着」、

「未学習」、「未理解」、および「その他」の 5つのカテ

ゴリーへ変換した。次に両基礎力調査の得点を基に、

調査対象者をそれぞれ 4つの群（ 0点群、1－ 3点群、

4 － 6 点群、7 点以上群）に分類し、分類群ごとに 5

つのカテゴリー（定着、未学習、未理解、未定着、そ

の他）の占める割合を求め、分類群間で比較した。

調査の分析から、得点群により不正解原因の傾向に

違いがあることが認められた。つまり、0点群につい

ては「習ったことがないので解けないとする（未学習）」

不正解原因が圧倒的に多く、1－ 3点から 7－ 9点群

にかけては、それぞれ割合が異なるものの、「習って

理解したが忘れたり、時間不足で解けない（未定着）」

や「習ったが理解が不十分だったので解けない（未理

解）」、場合によっては「未学習」が混在していること

が判明した。これらのことは、低位の得点群に対して、

学力診断テストの結果を基に補習教育、あるいは習熟

度別の授業を行う場合には、解答内容に応じた対応が

効果的であることが示唆されたとともに、内容によっ

ては、中位から高位の得点群においても「未理解」

「未定着」、場合によっては、「未学習」を対象とした

対応が求められることが示唆された。なお、この分析

に関する詳細については本特集の別稿（p.81～p.85）

を参照されたい。

3 ．3 ．大学入学時のモチベーション

大阪市立大学の理系学部に入学してきた学生の多く

は、大阪市立大学への志望順位が高く、学部・学科選

択での目的意識や将来の進路に対する目標も明確で、

ほぼ希望通りの進学を実現し、満足度も高い、つまり

入学時点でのモチベーションが高い傾向が認められ

た。受け入れ側の大学としては、この高いモチベーシ

ョンを殺ぐことなく、初年次教育においてさらに高め、

専門教育へつなげていくことが求められる。その一方

で、一部の学部では、入学時点でのモチベーションに

問題のある回答も一定割合認められた。後述するよう

に、今後の学士課程教育において、特に初年次におけ

るモチベーションに留意した学習支援体制の構築が重

要であることが示唆される。

3 ．4 ．自然科学的バックグラウンド

自然科学や物理に対して興味を持ち、小中高を通し

ての算数・数学や理科の授業が「おもしろい」と感じ

ている入学者が多い一方で、決して多くはないが、自

然科学や物理に対してネガティブな意識を持つ者が理

系学部に一定割合認められた。

授業時間数削減や未履修が問題となっているが、標

準単位数を超えた履修が目立つ一方で、未履修や減単

位での履修も一定割りあり、履修に関して二極化を示

す傾向が認められた。また、理系コース選択者には科

目選択の余地が少ないこと、実験・実習より教科書中

図 3 　理科基礎力調査問題別正解率（2006年度） 図 4 　理科基礎力調査問題別正解率（2007年度） 
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心や受験対策中心の授業が展開している実態が浮かび

上がった。例えば、標本数の少ない地学を除く 3分野

で比較すると、「実験を中心とした授業」は、化学

（化学Ⅰ：9.5％、化学ⅠＢ：9.2％）でかろうじて 1割

近くに達したが、その他のすべての科目において 1割

を大きく下回った。また授業での実験の頻度をたずね

た結果、同じく地学を除く 3分野で比較すると、「全

くない」「年に 1回あるかないか」「 1学期に 1回ぐら

い」を合わせた回答の合計では、物理および生物で 6

割、化学で 5割に達していし、理科における実習体験

の不足が示唆された。

3 ．5 ．追跡調査

数学基礎力調査および理科基礎力調査の素点と全学

共通教育理系基礎教育科目の中間考査や期末考査の素

点との相関は極めて弱いことが判明した。このことは、

入学時の学力面での準備性が低くても入学後の教育で

克服できる可能性を示唆する。一方、同じく入学時に

学力面での準備性が低い場合、物理や自然科学に対す

る「興味」がない、つまり自然科学的バックグラウン

ドに問題がある場合には、その後の学習に影響をおよ

ぼす事例も見いだされた。

4 ．結果から示唆されること

本調査は一大学の事例に過ぎず、現時点ではまだ一

般化できるものではないが、得られた知見は多岐にわ

る。ここでは特に高大接続の視点から次の 3点にしぼ

って議論する。

4 ．1 ．「未定着」の問題と高大接続

まず、数学基礎力調査と理科基礎力調査の不正解解

答にかなりの割合で存在する「未定着」の存在につい

て議論する。この「未定着」とは結局、高校の授業で

学習し一度は理解するが、入試が終了し入学するころ

にはその内容が薄れてしまう現象である。現行の高等

学校学習指導要領の理科の目標には、知識的な理解だ

けでなく、科学的に探求する能力や態度、あるいは科

学的自然観の育成を目標としている。しかし、入学者

の高校での理科学習は、その目標とはかけ離れた実態

がアンケート調査の結果から浮かび上がってきた。つ

まり、大学入試に対応した授業が展開されていること

が示唆された。かなり乱暴な例えであるが、このよう

な現象は筋力練習と試合での成績の関係に例えると理

解しやすいのではないだろうか。つまり、筋肉は毎日

適当な刺激（練習）を与えることにより発達し高い能

力を発揮する。しかし試合が終了し練習を中断すると、

筋肉は萎縮しその能力も低下する。現状ではこのよう

なことを証明する術はないが、入学試験で測定してい

るものは受験勉強で一時的に鍛えた能力である可能性

は十分考えられる。従って、大学で「何を」「どのよ

う」に補い、そしてその上に積み上げるかという事に

ついては、単なる未履修の問題や狭義の学力低下論に

特化するのではなく、次に述べる入学当初のモチベー

ション維持や活かし方の問題や科学教育の目標全体を

視野に入れて議論することが必要である。また、この

ような問題は理系学生に限定した問題ではなく、分野

を問わず議論されるべき問題である。根本的には高校

の授業が受験シフトに陥らない大学への接続の仕組み

を、高校・大学間で連携を取りながら探ることが必要

である。

4 ．2 ．モチベーションやバックグラウンドの問題

次に、入学時の準備性としてのモチベーション、あ

るいは入学時まで受けてきた教育歴などバックグラウ

ンドの研究の蓄積が必要である。追跡調査では入学後

初年次の前期までの限られた結果しかえられていない

が、入学後の学業不振の原因は学習内容の高校での未

履修よりも自然科学や教科に対する興味、関心、意欲

などのモチベーションに影響を受けていることが示唆

された。

近年、大学入学者の学力低下や高校での未履修が問

題となっている。それに伴い、プレースメントテスト

を実施し、補習教育や習熟度別授業を実施する大学が

増加している。またこれらに関する調査研究、あるい

は実践報告なども関連する学会の発表のなかで目立つ

ようになってきた。しかし、知識量や理解度など以外

に、モチベーションやバックグラウンドも大学入学時

のレディネスに含まれるという認識も必要であろう。

今回の結果は、国際的に科学リテラシーを評価する
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2006年のPISAの調査結果においても、我が国の児童

生徒の科学各分野に対する興味・関心を持つ割合が調

査に参加した57ヶ国中最も低い国の一つであるという

結果（国立教育政策研究所，2007）とも調和的である。

このような状況を考慮すると、入学後の早い段階で、

学生のモチベーションやバックグラウンドを把握し、

適切に対応することが鍵となるであろう。また入学ま

でのバックグラウンドや入学時のモチベーションがそ

の後の学生生活にどのような影響をおよぼすのか、高

大接続における今後の調査研究の重要な課題の一つに

なると考えている。

4 ．3 ．実験・実習などの経験不足の問題

最後に、今回の調査で実験・実習より教科書中心や

受験対策中心の授業が展開している実態が浮かび上が

った。これは前述の興味、関心、意欲などのモチベー

ションとも関係してくることである。入学者の実験・

実習の不足に関しては本学に限った話ではなく、

PISA2006調査においても我国の傾向として指摘され

ている（国立教育政策研究所，2007）。一方、実験・

実習は施設、設備や人員、あるいは授業準備にコスト

がかかるため、特に大学における多人数の教養教育授

業では開設が困難とされている。しかし近年、実験を

個別化し安価な材料を活用して多人数に対応した実験

実習を行うパーソナルデスクラボと呼ばれる試みが千

葉大学で（中山，2009）、また慶応大学では文系学生

を対象とした実験を含む授業を開講し、文系学生4000

名のうちの 7割約2800名が受講しているなど（金子，

2006）の事例が報告されている。本学においても、文

系を対象とした密度の濃い内容の実験・実習の授業が

開講されており実績をあげている。しかし、今回の調

査の現状を考えた場合、より多人数を対象とした実

験・実習を含む授業も同時に望まれる。その際、これ

らの事例はよいヒントを与えてくれる。

5 ．調査実施上の課題

2カ年にわたる調査を実施後、全学共通教育のうち

理系の基礎科目（講義・実験）を統括する教科会議と

大学教育センターが共催で「数学・理科基礎調査（平

成18・19年度実施）の結果に基づくFD研修会」を開

催し意見交換を行った。話題となった内容を項目とし

てまとめると、①調査のニーズについて、②入学時の

動機付けとその後の学習について、③大阪市立大学の

学士課程における科学リテラシーの在り方について、

④理数科出身者の受け入れについて、⑤学生の多様化

とその対応についての以上であった。この中で特に調

査実施上の課題に該当するのは①のニーズについてで

あった。数学・理科基礎調査のようなニーズはあるが、

授業にフィードバックして活用できるデータを得るに

は問題の内容や量を検討する必要があるという内容で

あった。これは大変重要な指摘で、調査の目的と大き

く関わる問題である。今回の指摘は個別の授業へのフ

ィードバックを前提とした調査のニーズであり、第二

部の「本学の教育調査の現状と今後の課題」で述べら

れているように、学士課程教育のプロセスの中におい

て、今後このような調査がインプットアセスメントと

して位置づけられるのであれば、このようなニーズと

のすり合わせが必要となってくる。
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