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はじめに

連携支援プログラムで 4 大学（同志社大学・北海道
大学・大阪府立大学・甲南大学）が連携して実施した

この報告はお茶の水女子大学が会員校として参加し

事業から継続して、複数の報告書（e.g., 山田ら ,2011;

ている日本の 14 大学（調査実施時点）で構成された

徳井ら ,2013,2014）が公開されている。8 大学連携

大 学 IR コ ン ソ ー シ ア ム（http://www.irnw.jp） と、

事業の幹事校である北海道大学では自大学と 8 大学

そのなかの 8 大学（北海道大学、琉球大学、大阪府

総計との同調査全設問にわたる比較報告書も継続的に

立大学、同志祉大学、関西学院大学、甲南大学、玉

公刊している（e.g., 細川ら ,2012; 吉田ら ,2014）。

川大学、お茶の水女子大学）が 2012 年度から共同で

お茶の水女子大学では事業開始から 1 年の準備期間

実施している文部科学省大学間連携共同教育推進事業

を経てこの学生調査に 2013 年度に初参加した。すで

（2012-16 年度計画）において共通の設問内容を用い

にお茶の水女子大学では同様の細部にわたる学生（意

毎年実施している学生調査について、その 2013 年度

識）調査を実施してきており、その報告も公にされて

のお茶の水女子大学に限定した分析結果をあきらかに

きた（eg., 望月 ,2011; 中島 ,2011; 望月・桂 ,2012;

したものである。標題に記した「学内」はその意味で

望月・北澤 ,2013）。しかし、本調査や報告はこれら

ある。

従前の調査とは異なり、他大学での結果と直接比較で

同調査は大学 IR コンソーシアムが「1 年生調査」

きるという特徴をもっている。そのためその分析結果

と「上級生調査」として 2010 年度から実施し、設問

は、大学間での比較 IR（Institutional Research）と

ごとの集計結果は毎年の参加大学全体の総計について

いう観点から有意義な情報や意味をもつとともに、結

のみ同コンソーシアムの IR システムをつうじて web

果開示により学生の学修行動に直接・間接の影響をも

上に一般公開している（https://iris.irnw.jp）。また、

たらすという効能を期待することができる。たとえ

会員校は会員認証を経て各会員大学単位での（クロ

ば、調査結果から自学の学生は授業のあり方に概ね高

ス）集計結果を比較閲覧できるようになっている。た

い満足感を示しているようだといった分析結果は、こ

だし、この web 上の閲覧を含め、会員大学間でも学

れまでの学生に対する種々の調査結果からも見いださ

部や学科、学生個人間の結果比較はできない仕組みに

れてきた。しかしそれが現代の大学生の大学に対する

なっている。大学間での詳しい比較が必要な場合は

一般的な反応の範疇に留まる程度のものなのか、それ

個々の大学間での交渉に委ねられている。

とも自学に特有の状況として評価できるのか、それを

連携事業を実施している 8 大学での総計結果や大

解するには他に実施された同様の調査結果と見比べて

学単位での比較結果は、同事業の先駆となった文部科

推測するしかなかった。だが、本来そのだいじな判断

学省の平成 21 年度大学教育充実のための戦略的大学

を導くには、同時期、同条件での他大学との結果比較
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があってこそ可能になる。また、調査項目の数が増せ

0.1% 水準で有意な差異が認められた。明白に有意差

ばなおさら直接比較の必要性は高まる。

のある集団をまとめて丸めることはいささか手荒なこ
とといわざるをえない。

ただし、それができることの有意義性は諸刃の剣で

この差を週でみてたかだか 2 時間の差にすぎない、

ある。そうして結果にあらわれみえたものをうかつに
見比べ判断すれば、大きな錯誤をもたらす危険があ

1 日あたりにすればわずか 17 分の差だとみるとすれ

り、共同実施による比較の益を上回る弊害をもたら

ば、これは代表値に還元したことにより生じる迷妄的

す。たとえば、設置形態や特性の異なる複数大学で共

な見誤りに入り込む。4 時間とか 6.3 時間として求め

同実施したとしても、全国の大学のごく一部の大学の

ている代表値の妥当性はその算定方法からすれば、ま

そのまた一部の学生から得たその総計をもって「現代

ことに便宜的なものである。つまり、区間に対する回

の日本の大学生の一般的な意識のありよう」として語

答を区間内の一点に置き換え、その値に区間内度数を

りみるようなことが軽率にすぎることはいうまでもな

乗じていることや、区間そのものの規定の仕方に曖昧

い。だが、類似の安易な判断としてその集計結果を

さが浮き上がってくる。たとえば、回答に用意されて

もって調査対象とした大学に共通した一般的傾性、概

いる 1 ～ 2 時間の選択肢のつぎの区間は 3 ～ 5 時間

括的なありようとみてしまいがちになることもある。

という具合に大雑把に離散的になっている（2 時間半

すでに連携事業においては個々の大学の結果をあら

くらいと見積もった場合はどちらに回答するのか。3

わに見比べたり、言及することは避けようとする配慮

時間に満たないと考え 1 ～ 2 時間と回答すると、そ

から、勢い全体をまとめて概括的に結果を表出し語る

の 2 時間半の見積もりは結果としては 1 時間半と答

傾向が生じる。具体例をひとつあげれば、授業時間外

えたことになる。2.5 時間は四捨五入すれば 3 ～ 5 時

学習の時間数という単位制度の実質化に絡んで、昨今

間でしょう、と考えてそのように回答すると、それは

の大学教育の典型課題とされていることに関連して、

結果として 4 時間と回答したことになる。しかもそ

当調査でも学生に週あたりの活動時間として、「授業

のように解釈、処理されることは事前に回答者には知

時間以外に、授業課題や準備学習、復習をする」とい

らされていない）。さらに、区間の間隔も恣意的であ

う設問をたて、「全然ない～ 20 時間以上」のあいだ

る（もしこの区分が 1 ～ 3 時間と 4 ～ 5 時間になっ

で 8 選択肢を設けて回答を求めている。その結果に

ていたとすれば、3 時間と回答した人は前のケースで

ついて、2013 年の調査報告書では「「授業時間以外に、

は 4 時間とみなされ、あとのケースでは 2 時間とみ

授業課題や準備学習、復習をする」については昨年度

なされる）。

と変わりはなかったものの、相変わらず短いことを浮

したがって、こうした比較 IR において異なる大学

き彫りにしている。学年によらず 1 週間で 4 時間ほ

間でのデータをまとめて集約する際には、その対象

ど（4.3）である」とし、そのあとこの値を 7 で除し

（個々の設問）に対する分析手続きとして、事前に統

て 1 日あたりの授業時間外学習時間の短さを強調し

計的に有意差が認められないことを確認した上でまと

ている。

め、語ることが不可欠な手続きになる。だが、それが

だが、これは 1 年生だけでみても大学間での標本

他の大学のことに首を突っ込むことになり、連携の意

数のレンジが 251 〜 3413 とかなりの幅をもつ 8 大

味の取り違いになるおそれもあるという点から注意深

学のデータを単純に加算し除して求めた結果について

くあらねばならないとすれば、やはりその連携と比較

述べたものである。だから、たとえ全体の傾向として

の意義を果たすために、個々の大学において自大学の

語るにしても、こうした代表値で表現してしまうと、

結果について単なる集計や機械的なクロス集計を載せ

実際には異なる現実下にある大学にとってはいささか

るにとどまらず、比較 IR としての有効性を評価でき

実態を逸した語りに包含されたかたちになり、公開さ

る分析結果を公開し、それを全体の報告と並べて読み

れる情報としては難儀な事態になる。事実、この設問

取れる状況にする必要があろう。北海道大学が当調査

に対するお茶の水女子大学だけの集計結果は、同じ算

についてはこれまで全体の結果に並べて自大学の結果

定方法をとれば、6.3 時間になる。また、算定の仕方

を示した報告書を作成してきた（e.g., 細川ら ,2012;

としては適切性を欠くものの自大学のデータを含んだ

吉田ら ,2014）のもそうした理由によるのかもしれな

状態での全体集計と自大学のみのデータのあいだで 8

い。したがって、この方法には追従する必要があると

選択肢に対してなされた回答度数割合の分布につい

思われる。
本稿はそうした観点に立って結果を分析し記述する

て Kolmogorav-Smirnov 検定をおこなった結果では、
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が、それとともに本稿が果たすべき役割とその須要性

…という具合に数値を適用する一般的な GPA におい

は、つぎのとおりである。

て生じる錯誤と同根の話である（半田 ,2012）。

上述のように、自大学のデータに関して十分検討を

4-3 = 3-2 は成立するが、（ひんぱんあった）-（と

加えて公開するとしても、単に数値の大小や、増加や

きどきあった）=（ときどきあった）-（あまりなかっ

減少を云々し、そこからなにかを解釈したり判断する

た）が成立するというのは一般的な主観的認識尺度と

とすれば、出来事の偶然性の渦のなかでジャーナリズ

して見合っているだろうか。たとえば、、「ひんぱん」

ムのセンセーショナリズムに与するようなことになっ

とはいえないが、「ときどき」というほど稀ではない

てしまう。分析結果から事実を的確に読み取り、それ

という感覚はよくあるが、この尺度ではそこは回収さ

をもとに大学の施策に関わる意思決定につなげたり、

れない。だが、こうしたことを言いだすと、きりがな

学生の学修行動に正の影響をもたらす目的で比較 IR

い。そこでそういう細かなことはおいておき、ここは

を活用するとすれば、偶然の成り行きを適切に選り分

この 4 つから判断してどれかに、ということになる。
だが、そうであるとすれば、4 とした「ひんぱん」

けたうえでのあきらかな差異の読み取りを分析の要と
していくことが肝心である。とりわけこのことはこの

と、3 とした「ときどき」のあいだについては反応し

調査そのものがもつ次のような制約からも、ことさら

たくてもできなかったのだから、この調査においては

に強調できる。

結果としてそのあいだの値については何も語ることは

第一に、この調査は 1 年生調査で 121 問の選択肢（3

できない。離散尺度への平均に連続量尺度を前提とす

～ 12 肢）設問（そのうち 6 問は回答者のプロフィー

る数値を割り出してその値について語り出してしまう

ルを尋ねる設問）、および 5 問の英語関連外部試験の

と、ないものもあるような、あるものもないかのよう

点数記述式設問の計 126 問、上級生調査で 117 問（両

な、幻の結果をみてしまうことにつながる。

調査の重複設問数は 100 問）となっており、回答者

この調査のように離散尺度で測定した結果はその離

にとってかなり回答負荷が高い部類の調査になって

散のままにみる必要がある。だから、結果は個々の選

いる。注意を集中して回答しても完了するには 20 ～

択肢への回答頻度にもとづき、その大小と選択肢中の

30 分は要する。むろん慎重に吟味しながら回答すれ

分布パターンを比較して読み取るに尽きる。その分布

ば、それ以上の時間が必要になる。記名ではないが学

パターンも 3、4、せいぜいが 8 程度の選択肢に対す

籍番号を記入するため、事実上の記名調査になってい

る度数分布であるから、この分布に正規性を前提とす

る。しかし、学籍番号と他のデータの関係は各大学内

ることなど土台無理である。したがって、データの分

に留められ、大学間では共有しないし、個々人の回答

布に特段の仮定をおくことをせず、ノンパラメトリカ

内容が当調査に関与する人間を含め、他者にあきらか

ルに分布パターンを比較し、そこに認められる差異が

になるような利用の仕方はしないという条件の下で調

偶然に生起する確率を明らかにしていくことで、その

査は実施される。そのため回答者の回答に対する注意

値をよりどころに比較対象間にみられた相違の有意性

配分は回答負担やその用途に対する予測も勘案されな

を判断し、解釈するという手続きをとることになる。

がら、それほど細心には振り向けられないと考えられ

以上のようにして、ここでは学内において検討すべ
き比較群、すなわち学部間、学年間、あきらかに成績

る。
第二の制約は、1 年生調査と上級生調査で共通する

が相違する群間等について、いきなり各集団の代表値

100 問のうち、約 8 割は 4 〜 5 の選択肢で、たとえば「ひ

を比較してその大小を云々するようなことは避け、ま

んぱんにあった、ときどきあった、あまりなかった、

ずはすべての設問に対する各集団間の回答結果の離散

まったくなかった」のようなお馴染みの不等間隔的な

尺度分布について、統計的な差異の検定を施し、有意

離散尺度で構成されている。これは当調査の問題とい

差が認められたケースを選択的に抽出していくことで

うよりもこの種の調査一般の制約だが、それだけに回

結果を分析していく。

答結果を読み取るにあたっては、こうしたことばによ
る表現に対して数値を付与して、その数値に四則計算

方法

を施した結果の値に差異を読み取ろうとすると単に算
定上生じた数値の大小を実際に存在する差異と見誤る

調査対象者

おそれがでてくる。このあたりの事情は成績評価にお

当調査の調査対象者は、お茶の水女子大学に 2013

いて S、A、B…といったレターグレードに 4、3、2

年 10 月 1 日現在で学士課程に在籍していた 1 年生全

8

員 481 名、および 3 年生全員 502 名であった。なお、
同大では 4 学年に至るまで学年間に進級要件はない。

手続き

調査内容

調査方法

上述した大学間連携共同教育推進事業、およびそ

調査方法は各連携大学でそれぞれ独自の方法をとる

の事業で連携している 8 大学すべてが会員校として

ことができる。実施大学にとって集計等の作業も含

加わっている大学 IR コンソーシアムで作成し、2013

め、レディメイドの方法を採ろうとすれば、IR コン

年度に共同実施した学生調査（共通名称は「1 年生調

ソーシアムから提供されるマークシートの調査用紙を

査」「上級生調査」）の内容のすべてである。その内容

用いてそれを学生に配布、回収し、コンソーシアムに

は同志社大学高等教育・学生研究センターが開発した

送付すれば集計とその結果公開をコンソーシアムがお

日本版新入生調査、および上級生調査をもとにして作

こなう仕組みになっている。ただし、この方法を採る

成されており、大学 IR コンソーシアムや上記の連携

と当然の経費を要することになるし、学生への配布と

事業の前駆事業で毎年実施されてきたものである。回

回収の作業にあたり、学内調整にそれなりの手間と労

答結果の経年変化を追ううえでの継続性を重視するこ

力を要し労務コストがかさむ。また、そうした必要経

とから、設問内容や構成に関する中途変更は細部に留

費を事業経費で調達していくと、当初はともかく、事

められてきている。

業期間後の継続実施が見通せなくなる。

設問内容は回答者の性別、通学時間、居住形態など

また単に経費の問題だけでなく、事業実施期間中に

のプロフィールを尋ねた 6 設問のほかは、大まかに（1）

その基幹をなす取り組みに関する実施ノウハウを学内

学習状況について尋ねた 62 問（2）英語の学習につ

に蓄積・構築せずに終わってしまうことの損失はなお

いて尋ねた 17 問（1 年生調査）、あるいは 12 問（上

大きい。この調査についてもこれがとくに教学面での

級生調査）（3）大学生活や教育環境などに関する満

比較 IR という営みにとって重要な役割を果たすこと

足度や進路に関する意向を尋ねた 31 問（1 年生調査）、

はあきらかであったため、お茶の水女子大学ではこの

あるいは 43 問（上級生調査）（4）大学入学時の状況

調査にあたって将来にわたりほぼコストフリーでの実

（入試の種別や第一志望で入学したか否かなど）や高

施と分析を継続できる仕組みの開発を、調査の実施そ

校での学習状況を尋ねた 16 問（1 年生調査のみ）で、

のものと同時に進めていく方針をとった。

1 年生調査で合計 126 問、上級生調査で合計 117 問

質問紙調査の実務をコストフリーに近づけるために

より構成されている。これら全設問内容については本

必須の条件は、その調査名称にある「紙」をなくすこ

来掲載すべきことがらだが、他の資料（徳井ら ,2014）

とにある。紙そのもののコストは今日、劇的に安価に

や大学コンソーシアムの web（https://iris.irnw.jp）

なっているが、この媒体のとりまわしにかかわる運用

で公開され簡易に参照できるため、本稿では紙幅を優

コスト、つまり送ったり、枚数を数えて仕分けたり、

先し省略する。

それらをしかるべきところに渡したり、配ったり、回

両調査のうち 100 問が同じ設問になっており学年

収したり、まとめたり、不足分を補ったり、方法を間

間での直接比較ができる。また、およそ設問の 95%

違えて回答した票を選別したり、それら諸々を管理す

が多肢選択式の設問であり、記述式設問は学籍番号と

るといった多数の手を配するためのコストは、各種情

英語外部試験の点数を記述する設問、および 1 カ所

報システムが充実したこんにちではとても高コストな

の自由記述欄（当該の設問で選択肢「その他」を選ん

贅沢作業になりつつある。よって質問紙調査こそ、よ

だ場合に求められる記述）である。

り効果的なペーパーレス調査に代替させていくべき対

加えて、お茶の水女子大学ではこれに付帯して自大

象といえる。それがコストフリーに向けた鍵であるこ

学独自の設問として、学修状況チェックシステムと学

とは承知のことだが、ネットによるオンライン調査で

習支援システムの利用状況、およびグローバル人材育

は回収率が下がるのではないか、という懸念もあろ

成推進事業に関連した 24 設問を上記設問の末尾に加

う。だが、それがある世代は十中八九、紙で育った世

えて実施した。この独自に設定した設問に対する結果

代である。ここで回答を求める若者たちは、片時も離

は別の機会に報告（半田 ,2013; 石田 ,2013）しており、

さず触れて見つめているそれで渡世のすべてを果たそ

ここでは言及しない。

うとしている世代である。いまや時代はそれを活用す
る「しかない」、のである。そして結果からいえば、
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第5号

れぞれの時点で未回答の調査対象者に対して電子メー

懸念は払拭され。そのとおりとなる。
そこでお茶の水女子大学では今般の調査にあたっ

ルによる回答の促しをおこなった。最終の促し後、2

て、インターネットを用いたウェブブラウザ上での調

日間にわたり回答が途絶えた 2014 年 1 月 13 日に回

査を学内で学習支援システムとして稼働していたコン

収を締め切った。
この調査では以上のように約 3 ヶ月間と実査期間

テンツ・マネジメント・システムの plone 上で作成

を長くとったが、これは今後、同様の調査をしていく

し利用した。

場合に妥当な調査期間を割り出すためであった。この

手続きは次のとおりであった。まず調査対象となっ

点については結果を含めて後述する。

た学生全員に調査趣旨や方法を記した電子メールを配
信した。その文面上にインターネットブラウザ上に表

集計と分析の方法

示され、回答できる設問フォームへのリンクを配し
た。つまり、メールを読んだその時点から、文面のリ

回答に際しては無回答も許容し（明示的にそのこと

ンクをクリックすることでブラウザが起動し、調査

を記したわけではなく、無回答であっても回答を進め

への回答に入っていけるようにした。この方法とは

られる仕組みにしたということである）、それについ

異なっていたかもしれないが、今般の調査では連携 8

て制限を設けなかった。よって極端にはすべての設問

大学のうち、北海道大学と玉川大学も web で実査を

に無回答であっても調査に応じたものとして回収され

おこなっている。

た。8 大学連携事業での集計手続きは、個々の設問に

Web ブラウザ上の設問フォームは複数のページで

ついて無回答の場合はそのように分類されるため、無

構成にし、回答者に回答の進行状況が把握できるよう

回答自体は結果に影響を及ぼさない。しかし、少ない

にした。この調査は以下に述べる共同調査の実施要領

回答数で提出された回答については、その応答姿勢か

にあわせて学籍番号の入力を要する事実上の記名式で

ら判断して回答された内容についてもある程度の疑義

実施された。当 web 調査では設問フォームに入る前

をもって集計から除去したほうがよいという見方もで

に個々の学生のログイン名とバスワード入力による大

きるだろう。ここでの分析にあたってはそうした見地

学の統合認証システムを介在させたため、回答者はお

から、無回答であることが同定できる設問を対象に、

のずと特定できた。したがって、回答フォーム上での

その回答率が 60% に満たなかったケースは無効票と

学籍番号の記入は省略することができた。ありえない

し、集計・分析の対象から外した（その数、割合は後

はずの学籍番号の記入間違いも対象者が大人数になる

述）。したがって、8 大学連携事業や IR コンソーシア

と免れえないことになるが、当調査ではこの仕組みに

ムで公開される結果資料の値と本報告での値はきわめ

よりそれが回避できている。

てわずかな違いではあるが、一部異なる部分がある。
なお、以下で単に「回答者」と記すときは、この基準

学籍番号を知る主たる目的は GPA 等の学修成果情

で選別した有効回答をした回答者のことを指す。

報と当調査の回答結果を関連づけて分析できるように

当報告で分析対象にした学内の回答結果について、

するためであった。回答集計の初期段階でその関連づ

比較対象にした群はつぎの 5 パターンである。

けをおこなったのちは、ただちにこの学籍番号の情報
は原データから消去した。したがって、学籍番号をは

（1）【学年間】1 年生と 3 年生の間

じめ、個人を特定できる情報は学外には出ることな

（2）【学部間】文教育学部と理学部と生活科学部の間

く、むろん連携大学間でも共有されていない。

（お茶の水女子大学の学士課程はこの 3 学部で構成さ
れている）

回答にあたっては一回のログインですべてを完了す
ることにし、中断してログアウトしたのちに別の機会

（3）【成績上・下位間】回答者の累積 GPA の最近値、
上位群と下位群の間

に再ログインして回答を継続することはできない仕組
みにした 。
*1

（4）【授業時間外学修時間の長・短間】授業時間外の
学修時間があきらかに長かった群と短かかった群の間

実査期間

（5）【回答時期早・晩間】回答が早かった群と遅かっ
た群の間

2013 年 10 月 21 日に実査を開始、全調査対象者に
調査依頼の電子メールを送信した。それから約 1 週

念のため、お茶の水女子大学では男子学生が在籍し

間ごとに 2 回（10 月 29 日、11 月 6 日）、その後は

ないため性別間の結果比較はない。これらの比較は比

1 ヶ月ごとに 2 回（12 月 6 日、1 月 6 日）、計 4 回そ

較可能なすべての設問について、設問ごとにそれぞれ
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の複数選択肢に対する各群内での回答頻度を変数に用

好で、有効データそのものの信頼性も趣旨にそくして

いておこなった。統計的な有意差検定にあたっては

妥当な水準にあったと判断してよいだろう。

すべてについて、分布の形状に対してとくに制約が

なお、web 調査では、各回答者について回答完了

ないうえに高い検定力をもつノンパラメトリックの

時の日時や時刻を記録できる利点がある。これを用い

Kolmogorov-Smirnov 検定を施した。また、当調査

て回収経過をみておくと、調査開始から 2 週間の時

が 4 ～ 5 選択肢を中心にした離散的な順序尺度に対

点で、最終的に回収した数の 84.5%、開始から約 1 ヶ

して、主として主観的に自己評価をするものであった

月半後で 89.7% に至っていた。回収している最中は、

こと、加えて 100 問以上の回答を求めた作業負荷が

当初、一気にまとまった数の回答があり、その後延々

高いものであったことにも鑑み、有意性の判定基準は

と少しずつ返信があるため、打ち切りどころを判断す

厳しくとり、原則として有意水準を「0.5% 以下」と

ることがむずかしい。今回は当調査をはじめて実施し

した。さらに、当該の回答頻度の分布にみられた違

たこともあって、今後の実施計画の資料にする目的で

いが偶然で生じる確率が千回に 1 回以下、すなわち

長めに回収期間を設定して回収経過をみたが、この経

「0.1% 以下」と認められた場合、「明確に有意な差異

験から実査開始後、2 週間の時点で、約 3 ヶ月かけて

があった」と判断し、その場合に限り、
「はっきり」「明

回収できる数の 8 割方は回収でき、1 ヶ月半でそれが

白」「明確」「あきらかな」といった表現をもって記述

9 割方になる見込みを得ることができた。むろん、こ

した。なお、データ表記にあたっては原則として小数

れらの読みは他の調査にも一般化できるものとは思え

点下第 2 位を四捨五入した。必要に応じてそれ以下

ないが、次回以降の同調査の実施時には目安にでき

の小数点下で表示する場合も表記下に値がある場合は

る。
有効回答（以降、単に回答と記す）数を学部別にみ

四捨五入した。

ると、1 年生で文教育学部 108、理学部 53、生活科
学部 79、3 年生で同 96,53,52 であった。この構成割

結果と考察

合について両学年間に有意差はなかった。そこで両
学年を足し合わせ同 204、106、131 とした学部間構

回収結果

回収数は 1 年生 251、3 年生 213 であった。連携

成比を、調査実施同年度 5 月 1 日現在の同在学生数

事業では上級生調査と呼び、大学によりその対象を 3

448,269,277 とのあいだで比較検定したが有意差は

年生にするか、2 ～ 4 年生にするか異なる。お茶の水

認められなかった。このことから当調査で回収した回

女子大学では 3 年生を対象にした。以下ではこの点

答の学部別標本構成は母集団の大学全体に対して適切

をより明確にするためこれを 3 年生調査と記す。調

に相似していたといえる。したがって当調査では、回

査対象とした各学年総数に占めた回収率は 1 年生調

答総数をもってお茶の水女子大学の結果として語ると

査 52.2%、3 年生調査 42.4% であった。

きに、特定の学部に所属する学生の見解が実態とずれ

これら回収された回答から上述したように設問数に

て偏って強調されたり、弱まったり、消えたりしてい

対する回答された割合が 60% に満たなかったケース

るといったことがない結果としてみることができる。

を除去した。その結果、1 年生調査からは 11、3 年
生調査からは 12 ケースが無効となり、以下の集計、 【学年間の差異】1 年生と 3 年生
分析に用いた有効回答数は 1 年生調査 240、3 年生
調査 201 であった。回収数に占めた有効回収率は前

学年間で比較可能な設問は 100 問あったが、その

者 95.6%、後者 94.4% であった。調査対象とした各

うちの約 1/4、23 問について明確な有意差（p<.001）

学年総数に占めた有効回収率は 1 年生調査 49.9%、3

が認められた。学内で諸群に分類し群間比較をしたな

年生調査 40.0% であった。

かで最も多くの設問に有意差が認められたのが、この

なお、有効回答における全設問内での回答率の平均

学年間比較であった。

値は 1 年生で 98.7%、3 年生で 99.4%、全設問に回

だが、そのなかには尋ねている内容について評価、

答したケースの有効回答数に占めた割合は 1 年生で

検討する以前に、もともと設問で尋ねていることがお

76.7%、3 年生で 72.1% であった。すなわち、回答

のずと学年間で違いがあらわれてしかるべき設問も少

者の 3/4 は全設問に回答していた。これらの結果か

なからず含まれていた。これらについては差異のあら

ら、この調査に対する回答者の全般的な回答姿勢は良

われ方も常識的に考えていずれも当然の方向であった
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から、ここではそれら個々の回答内容に立ち入らず、
設問を列挙するだけに留める。この調査が回答負荷の

第5号

「あまりしなかった」

26.4%

3 年生「あまりしなかった」

36.3%

「まったくしなかった」35.8%

高い調査であることに鑑みれば、これらの設問につい

他の設問への回答結果なども通覧すれば、学生の一

て他の比較群で有意差やその傾向がとくに認められな

般的な学修経験は授業中心に成り立っているようすが

い場合、削減対象として考慮すべき設問であろう。
なお、学年比較のデータのすべては統計検定の結

わかる。だが、そうしたなかでも自主的な勉強会へ

果とともに、お茶の水女子大学の教育開発センター

の参加については、1 年生時は 6 割が参加経験なしだ

web（https://crdeg.cf.ocha.ac.jp/crdeSite）にある

が、3 年生にもなるとその割合はほぼ半減することが

「研究・開発」のページに少なくとも本稿発行から数

わかった。また、上記選択肢外で、1 年生の時は「と
きどき参加している」割合が 1 割程度であるが、3 年

年内は資料として載せておく。

生では 3 割に上昇することも確認できた。
学年間で回答に有意差が認められたが、設問内容からし

これは下記にみる授業そのものへの参加の仕方が学

てその結果がごく当然といえる設問

年が長ずるにつれて変化することを肯定的に補完する
データとして受容できる。大学教育に対する政策的な

・ 卒業後に就職するための準備の程度（その増減）

対応から、どうしても学校化が強まりつづけている大

・２年次生または３年次生を対象としたゼミ（演習）

学の教育環境にあって、これらは一縷の救いを感じと

などの教育内容（その満足度）

れる有意差である。

・実験、実習、フィールドワークなどを実地し、学生
・授業時間以外に、授業に関連しない勉強をする。

が体験的に学ぶ（その多寡）

1 年生「1 時間未満」 37.5%

・専門分野や学科の知識（その増減）
・将来の見通しに関する今の状態（見通しの程度）
・大学教員と顔見知りになる（その成否）
・教員と話をする機会（その満足度）

「1-2 時間」

24.6%

3 年生 「1-2 時間」

24.9%

「3-5 時間」

24.4%

・大学の教職員に将来のキャリア相談をした（その多
・学生自身が文献や資料を調べる。

寡）

1 年生「ときどきあった」
学年間で回答に明確な有意差が認められ、修学経験が長

45.8%

「ひんぱんにあった」 38.8%

じるほど変化してしかるべき結果として確認できた設問

3 年生 「ひんぱんにあった」 61.2%
「ときどきあった」

29.9%

これもそうあってしかるべき結果だが、一応望まし

つぎに、大学での修学経験が長じるほど、変化して

い方向に変化していることは確認できた。

しかるべきはずの内容を尋ねた設問、これらは上述の
諸設問に似ているが、場合によっては 1 年間を隔て

・学生が自分の考えや研究を発表する。

た学年間で明確な差異が生じないこともありうる。そ
の場合、教学環境やその体系について問題視せねばな

1 年生「ときどきあった」

58.8%

らないような設問である。ただし、これらに明白な学

「あまりなかった」

21.7%

年間格差が認められた場合でも、特段に満足すべき結

3 年生「ときどきあった」

51.2%

「ひんぱんにあった」

果であるわけではなく、当然の教学環境が確認された

34.9%

と受けとめるられるような設問である。これらについ

カリキュラム体系上、初年次にこの回答がひんぱん

ては設問毎に最頻値および次頻値であった選択肢とそ

にある状態にすることは可能性を云々するよりもむし

の度数がその設問の回答総数に占めた割合とともに次

ろ適切性が問われよう。その点でつぎの回答結果に認

に列挙する。

められた有意差と併せ、3 年次にこの結果になったこ
とは、アクティブ・ラーニング称揚の流れにも十分と

・単位とは関係のない教員あるいは学生による自主的

まではいかないにしても。外れていない対応ができて

な勉強会に参加した。

いるとみることができる。

1 年生「まったくしなかった」 59.0%
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対する回答結果は、そうした大学の日常が自然に反映

・授業で検討するテーマを学生が設定する
1 年生 「あまりなかった」

された結果としてみえてくる。

38,9%

同様に、「遅刻」にしても 1 年次は最頻値が「まっ

「まったくなかった」 34.3%
3 年生 「あまりなかった」

38.3%

たくしなかった」で 36.7% であったのに対して、3

「ときどきあった」

37.8%

年次には「ときどきした」が最頻となり（36.8%）、
両者に有意差が生じたのだが、これをもって高学年で

学年間で回答に明確な有意差が認められたが、その結果

はあきらかに授業態度が不真面目になるなどとはいえ

について一概に良し悪しを評価できなかった設問

ない。
同じように如何ともいいがたい学年間差異が認めら
れた設問は、

つぎに、学年間ではっきりと差異が認められたもの
の、その結果について一概にその良し悪しを評価でき

・部活動や同好会に参加する

なかったものをあげよう。設問の意図は一見明快だ

であった。これは週あたりの時間数を選択しているの

が、いざ結果を判断しようとすると、とくに学年間の

だが、1 年生では最頻値「3-5 時間」で 27.2%、これ

格差としては単純にその正否を語ることがむずかし

が 3 年生では最頻値「全然ない」で 31.5% になった。

く、評価しにくくなる性質の設問である。

いうまでもなく部活動や同好会は入学年で勧誘されて
参加することがふつうであるから、おのずと 1 年生

・授業や実験に出る

でこれに費やす時間が多くなる。しかし、その後は

・授業を欠席した

個々の学生次第で部活動や同好会に没頭するケースも

・授業に遅刻した

あれば、次第に遠ざかったり、辞めたりさまざまであ
る。3 年生後期になると、関心は現在の大学生活のこ

これら相互に関連する設問に対する回答はいずれも

とから卒業後の進路へと次第に変化することも一般的

学年間で明確な差異が生じた。だが、その相違につ

であるから、ここに認められた結果もそうした自然な

いて回答結果から語りうることは乏しい。たとえば、

成り行きをあらわしているというところだろう。毎年
チェックする必要性の低い設問である。

「授業や実験に出る」1 年生の最頻値は「20 時間以上」
で 65.4%、3 年 生 で は そ れ が「11-15 時 間 」 に な り

・大学外でアルバイトや仕事をする

32.2%。様相が大きく異なり、回答パターンに生じた

これも週あたりの時間数を選択する設問であった。

相違は統計的に有意な差異として認められた。しか
し、この違いの発生はカリキュラム体系上自然な成り

だが、回答傾向は前問の結果とは逆転した。1 年生で

行きといえる。そもそも学生に曖昧にならざるをえな

は最頻値が「全然ない」で 31.7%、これが 3 年生で

い時間数を尋ねる以前にこれらのデータが知りたけれ

は最頻値が「6-10 時間」（30.3%）になり、両学年間

ば、履修単位数から機械的に明確に算定できる内容で

にあきらかな相違が生じた。
この設問がアルバイトだけでなく、大学外での「仕

もあるので調査として尋ねる必要性が低い設問といえ

事」を含めており、両者を区別していない点は改善を

る。
つぎに、「授業に欠席した」について、両学年とも

要するところだろう。すなわち、3 年生後期の段階で

最頻値は「あまりしなかった」が 40 ～ 45% であった。

は企業のインターンシップやそれに類したアルバイト

だが、次頻値は 1 年生の場合「まったくしなかった」

やボランティアに参加する学生も多くなるからであ

が 36.3% であるのに対して 3 年生では「ときどきし

る。したがって、この結果を高学年では学業とは異な

た」で 33.5% になった。この様相の相違から有意差

るアルバイトに時間を割く割合が高まるとみるより

が生じたとみられる。しかし、入学して半年の初年

は、個々の学生がそれぞれに考えそれなりに努力して

次生はふつう 4 年間で最もたくさんの授業を履修し、

社会とのレリバンスを図っている行動のあらわれとみ

真面目に授業に出席する。それが 3 年目の後期にな

ることもできる。

ると大方は卒業要件単位数の取得にも目処が立ち、1

最初に述べたように、学年間差異は今般の分析の学

つひとつの授業内容の密度も高くなるから、履修単位

内比較群のなかでは最も大きく、全体の約 1/4 の設

数も減り、就職活動対応など相応の理由がある欠席も

問に有意差が認められたのだが、以上みたように、そ

教員・学生双方に容認されるようになる。この設問に

のほとんどは学年を隔てれば生じてしかるべき相違が
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第5号

そのままあらわれたと判断できるものであり、学年間
差異に関する限りはその結果に新鮮な発見はあまりな

批判的に考える能力

60

かった。ただし、今後の調査における設問設定の妥当

3年生

50

PERCENT

性を検討する上では相応の情報を得ることができた。
学年間で回答に明確な有意差が認められ、教学成果が学
生の自己評価に反映したことが確認できた設問

40

1年生

30
20
10

この学生調査を実施している背景には、IR によっ
て教学評価をおこなうという大目的がある。最後に、
その目的に適うかたちで教学成果の正否が直接表出し

0
大きく減った

減った

変化なし

n1=237 n2=200 Dmax = 0.249135021097046

増えた

p<.001 ****signiﬁcant

Fig.1 明確に学年間差異が認められた設問 : 批判的に
Fig.1 明確に学年間差異が認められた結果: 批判的に考える能力
考える能力

た結果をみてみよう。それはつぎの 4 設問において
学年間差異、すなわち修学経験の相違を背景に学生に
よる自己評価のなかにはっきりと認めることができた
差異である。

70.0

分析力や問題解決能力

60.0

・ 批判的に考える能力

3年生

50.0

PERCENT

入学後の変化を問う設問であったから、半年しか経
過していない学生と 2 年半が経った学生とのあいだ
で比較すれば、当然、後者で増強したという反応が生

40.0

1年生

30.0
20.0

じてしかるべきだろう。しかし、結果は同様の形式

10.0

で尋ねた「一般的な教養」、「人間関係」、「リーダー

0.0
大きく減った

シップ」、「文章表現」、「時間を効果的に利用する能
力」等々、20 設問のなかで、自己評価が明確に高かっ

減った

変化なし

n1=238 n2=200 Dmax = 0.211764705882353

増えた

大きく増えた

p<.001 ****signiﬁcant

Fig.2 明確に学年間差異が認められた設問 : 分析力や
Fig.2 明確に学年間差異が認められた結果: 分析力や問題解決能力
問題解決能力

たのは、すでに当然の結果として取りあげた「卒業後
に就職するための準備の程度」「専門分野の学科の知
識」、のほかは「批判的に考える能力（Fig.1）」「分析

他の人と協力して物事を遂行する能力

力や問題解決能力（Fig.2）」「他の人と協力して物事

60

を遂行する能力（Fig.3）」の 3 設問であった。

50

つの能力について、ほとんど同じであった。これらは

40

所属した学部学科、主として勉学した専門分野の違い
にかかわらず、2 年間の教学成果のあらわれとして、
はっきりと増えたと自覚されている能力である。注意

PERCENT

一瞥してわかるように、グラフのパターンは後者 3

3年生
1年生

30
20
10

を要するのは、設問のなかには「数理的な能力」や「異

0
大きく減った

文化の人々と協力する能力」「外国語の運用能力」「グ
ローバルな問題の理解」など専攻する分野によっては
センシティブと考えられるものの、学年単位でまとめ

大きく増えた

減った

変化なし

n1=239 n2=201 Dmax = 0.205270717541997

増えた

大きく増えた

p<.001 ****signiﬁcant

Fig.3 明確に学年間差異が認められた設問 : 他の人と
協力して物事を遂行する能力

Fig.3 明確に学年間差異が認められた結果: 他の人と協力して物事を遂行する能力

た場合は差異が隠れてしまうものもあったことであ
る。逆にいえば、ここではまさにジェネリックなスキ
ルないしコンピテンシーとして所属学部・学科にかか

コンピテンシーとして、まさに中核的な能力である。

わらず学士課程をつうじて培われ、増長したと意識さ

それらがいずれも 3 年次の自己評価として 1 年次よ

れている能力諸元が同定されたということになる。

り明確な有意差をもって高く評価され、増長したとし
ている学生が 7 割を超えた事実は適切な教学成果の

これらは学士課程の学修目的とカリキュラムポリ

あらわれとして受けとめることができるだろう。

シーにそくしたアカデミックスキルや社会人基礎力の

14

ところが、諸手を挙げて喜ぶわけにはいかない事実
も示しておかねばならない。学年間差異で有意差が認

英語力自己評価 書く力

50.0

1年生

められた設問のなかに教学成果として否定的な方向
に振れた設問があったのである。それは英語力に対

入学時

3年生

40.0

PERCENT

する自己評価のうちのとくに「書く力」についてで
あった（Fig.4）。英語力自己評価については聞く、読
む、会話、表現力、書くの 5 観点でそれぞれ CEFRL
（Common European Framework of Reference for

30.0

20.0

10.0

Languages）の基準にしたがいそれを多少改変した
ループリック評価をもちいて回答を引き出している。

0.0

1 年生調査では入学時（の想起）と調査時点（入学か

A1

1年生×3年生

ら半年経過後）、3 年生調査では調査時点での評価を

入学時×1年生
入学時×3年生

求めた。その結果、5 観点のいずれもが入学時や 1 年

A2

B1

B2

n1=234 n2=199 Dmax = 0.216466950135292
n1=238 n2=234 Dmax = 0.0524312289018172
n1=238 n2=199 Dmax = 0.203538701912926

C1

C2

p<.001 ****signiﬁcant
n.s.
p<.001 ****signiﬁcant

Fig.4
英語力自己評価
書く力
Fig.4明確に学年間差異が認められた結果:
明確に学年間差異が認められた結果
: 英語力自

次よりも 3 年次での自己評価が低下する傾向をみた。

己評価
照）

そのうち「書く力」についてはその差に明確な有意差
（1 年生対 3 年生、入学時対 3 年生いずれについても）
を認めた。

（横軸の記号の意味については本文参照）
書く力（横軸の記号の意味については本文参

にとっては大きく減少する実際がそのまま反映された

書く力のルーブリックは高い評価（Fig.4 横軸の右

結果とみることができそうである。むろん、ここにみ

端）から順に、

た事実は他の切り分け群でも検討してみなければなら

C2: 論理的に事情を説明し、複雑な内容の手紙、レポー

ない点であるし、この事実をもってただちに大学全体

ト、記事を書くことができる。

の英語に関する教学成果を云々すべきことではないだ

C1: 手紙やエッセイ、レポートで複雑な主題を扱うこ

ろう。また、8 大学連携や IR コンソーシアムにおけ

とができる。

る他大学の結果でも、1 年次に比較して上級年次での

B2: 興味関心のある話題について、明瞭で詳細な説明

英語力自己評価は全般に低下することがあらわれてい

文を書くことができる。

る（eg., 徳井ら ,2014）。

B1: 身近で個人的に関心のある話題を書くことができ

もっとも、この話になると、そもそも日本語で書け

る。個人的な手紙で経験や印象を書くことができる。

る水準がこのルーブリックのどこにあるのか、といえ

A2: 簡単に短いメモやメッセージ、短い個人的な手紙

ば心許ない（下手をすると教員を含め）のに、いわん

なら書くことができる。

や外国語をや、ということはある。

A1: お祝いのメッセージなど、短い簡単な葉書を書く
ことができる。

【学部間の差異】

であった。Fig.4 にあきらかなように、1 年生が入学
時の自分を振り返った評価と 1 年生次の自己評価で

お茶の水女子大学の学士課程は文教育学部、理学

は最頻値が B1 で回答の半数近く、次頻値が B2 であっ

部、生活科学部の 3 学部構成である。上述したよう

た。それが 3 年次になると量的には A2 評価が最も多

にあきらかな学年間差異は全設問の約 1/4 に認めら

くなり、ついでほぼ同量で B1 評価となり、分布はあ

れ、比較的多かったから、この学年間差異が他群の比

きらかに質的に劣化の方向に変形していることがわか

較において影響しないよう学部間をはじめ、他の群間

る。全体に B ランク評価が減少し、その代わりに A

での回答差異の検定はあらかじめ 1 年生と 3 年生を

ランクでの評価が増している。この評価では A の方

分け、それぞれ別個におこなった。その結果、学部間

が低評価であることを忘れることはできない。

差異で明確な有意差（p<.001）が認められた設問数

学生の日頃の会話からは、英語力は高校生の時や受

は Table1 のとおりであった。

験時がピークだったという話をしばしば聞くが、とり

これらは 1 年生については 113 問、3 年生につい

わけ実用英語重視になったことも影響しているだろう

ては 104 問を検定した結果であるから、いずれの学

か、英文を書く機会は高校・受験期に比較すれば多

部間についても差異はほとんど認められなかったとい

くの大学生（とくに必修語学がなくなる 3 年次以降）

える（有意差が認められた設問の全設問に占めた割合
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でいえば、そのレンジは 0.8%（文教育学 × 生活科学）
～ 5.7%（文教育学 3 年 × 理学 3 年）であった）。

第5号

TableTable
1 学年別学部間で有意差が認められた設問数
1 学年別学部間で有意差が認められた設問の数
（1（1年生113設問中、3年生104設問中）
年生 113 設問中、3 年生 104 設問中）

差異がほとんどなかったなかでも有意差数の相対的
な相違をよりどころにみれば、文教育学部と理学部の
間の違いが最も大きく、ついで理学部と生活科学部

文教育学部

間、最も差異が小さかったのは文教育学部と生活科学
部のあいだであった。この傾向は学年の違いにかかわ

理学部

らず同様であったから、相応の確かさをもった質的差

生活科学部

理学部

1年生

1

4

3年生

1

6

1年生

3

3年生

3

異として了解できる。生活科学部は現在、食物栄養学
科と人間・環境科学科、人間生活学科の 3 学科構成で、

・ 卒業後、どのような進路を考えていますか。

かたちのうえでは文理の分野が複合しているが、少な

文教「就職する」		

75.0%

くとも教学面から学生の意識を探ると、全体的に理学

理学「大学院に進学する」

52.9%

・ 授業中に学生同士が議論をする（頻度）

よりも文教育学に接近しており、アカデミックなカル

文教「ひんぱんにあった」「ときどきあった」

チャーないし学生の自己意識としては文系的といえそ

			

うである。

同数で 42.7%

理学「ときどきあった」		

全体観としては学部間に大きな相違はないという結

52.8%

・ 授業や実験に出る

論になったが、一部、はっきりと差異が認められた設
問について触れておけば、各学部が目的としている教

文教「6-10 時間」		

43.2%

学的な営みとして差異があらわれてしかるべき、むし

理学「16-20 時間」		

35.8%

・ TA や SA などの授業補助者から補助を受ける

ろあらわれてくれなければ困る類の設問に関して明確
な差異があらわれたことが確認できる。それらをそれ

文教「ときどきあった」		

46.9%

ぞれ最頻値の当該群内での割合とともに示すと、つぎ

理学「ときどきあった」		

45.3%

のとおりであった。
学年に拠らず文教育学部と理学部間に明確な差異が
文教育学部と理学部のあいだ : 1 年生

認められたのは「数理的な能力」の増減と「卒業後の

・ 数理的な能力（増減）

進路」に対する回答であった。前者は文教育学部では

文教「変化なし」		

56.1%

もとより養いの対象ではないから、学年に拠らず変化

理学「増えた」			

47.2%

なしとする回答が大勢を占めたことは順当であり、逆
に理学部がこの点においてあきらかに他学部と異なっ

・ 卒業後、どのような進路を考えていますか。
文教「就職する」		

58.7%

て「増えた」とする割合が高くなければかなり問題な

理学「大学院に進学する」

59.6%

わけである。この点は以下で確認する生活科学部との
間で認められた有意差とともに、当然の安心という結

・ 実験室の設備や器具（満足感）
文教「どちらでもない」		

87.5%

理学「満足」			

44.2%

果になっている。
ただし、この設問結果について理学部 3 年生でも「増
えた」が最頻値であった点は欲をいえばより多くを期

・ 異文化の人々に関する知識（増減）
文教「増えた」			

58.3%

待してもよいところだったが、数理的な能力が「大き

理学「変化なし」		

64.2%

く増えた」について理学部 1 年生では 13.2% であっ
たのに対し、3 年生では 30.2% になっていた。この

文教育学部と理学部のあいだ : 3 年生

設問について理学部内で 1 年生と 3 年生間には有意

・ 数理的な能力（増減）

差 が 認 め ら れ た（n1=96 n2=53

Dmax=0.657,

文教「変化なし」		

51.0%

p<.001）から、当然の内でなお必然としてあるべき

理学「増えた」			

49.1%

教学成果について、それが充たされている様子は確認
できた。

・ 学生自身が文献や資料を調べる（頻度）
文教「ひんぱんにあった」

79.2%

同様に学部の学的文化や学修のあり方に由来した差

理学「ときどきあった」		

54.7%

異は、文教育学部で「文献・資料」を頻繁に調べ、演

16

生活科学 「満足」		

習で討論する学びが基本型になっているのに対して、

59.6%

理学部では実験を中心とした学びになっていることが
特に高学年では明白に認められた。実験中心の学修で

数理的な能力の変化と文献資料調査の頻度の相違

は正課の授業枠を超えた時間数の延長も普通になるか

は、生活科学部の日常的な教学様態が文教育学部に近

ら、それが「授業や実験」に当てている時間数の差異

いかたちであることを示している。生活科学部に特徴

にもはっきりあらわれた。このあたりは履修単位数か

的なこととして、つぎの文教育学部との明確な差異に

らは割り出すことができない授業時間外学習を含めた

もあらわれているが、「日常生活と授業内容との関連」

学修時間ということになる。

について 3 年生において他学部にみられない満足を

また、実験実習では TA 等の授業補助者の存在が不

表明している学生が過半数を占めていることが確認で

可欠だが、その設問の最頻値においては文教育と理学

きた。これは「生活環境と人間生活について、広く自

のあいだで差異がない値となっている。だが、実はこ

然・人文・社会の各分野から考える力を養い……幅広

れは次頻値に大きな差異があり、理学では「ひんぱん

い教養、想像力をもった人材の育成に努める」ことを

にあった」が 43.4% で「ときどきあった」とほとん

学部の教学目的に掲げている同学部としては、喜ばし

ど同値で高いのだが、文教育では「あまりなかった」

い反応といえよう。

が 35.4% になって「ひんぱんにあった」は 7.3%、回
答パターンは大きく異なっていたのである。これもむ

文教育学部と生活科学部のあいだ : 1 年生

ろん良し悪しというより両学部の学修形態の必然的な

・ 異文化の人々に関する知識

相違が映し出された結果である。

文教

将来の進路については文教育学部で 3 年生になると

「増えた」		

58.3%

生活科学 「変化なし」		

54.4%

3/4 が学士課程で卒業して就職する方向をとり、大学
院に進もうとする割合が大きい理学部との間での差異

文教育学部と生活科学部のあいだ : 3 年生

が実態にそくしたかたちではっきりあらわれたことが

・ 日常生活と授業内容との関連

確認できた。

文教

「どちらでもない」

生活科学 「満足」		

47.4%
59.6%

理学部と生活科学部のあいだ : 1 年生

文教育学部と生活科学部のあいだについては差異が

・ 卒業後、どのような進路を考えていますか。
理学

あらわれた設問の数は最も少なかった。統計的に有意

「大学院に進学する」 59.6%

生活科学「就職する」		

差が認められたのは 1 年生、3 年生ともにそれぞれ上

59.5%、

記の 1 問のみであった。文教育学部での「異文化の人々

・ 数理的な能力
「増えた」		

47.2%

に関する知識」は 1 年生において理学部との間でも

生活科学 「変化なし」		

57.0%

有意に高く「増えた」とする学生が多かった。ただし、

理学

これが 3 年生になると割合としては 50% で依然多い

・ 大学教員と顔見知りになる
理学「いくらかうまくいった」 56.9%

ものの、他学部との間にはっきりとした差異は認めら

生活科学「あまりうまくいかなかった」

れなくなる。

					

文教育学部では低年次に受講する授業科目のなか

53.8%

に、高校時代までには深く学ばなかった広く深い世界
理学部と生活科学部のあいだ : 3 年生

の文化や歴史、言語等の学術に接する機会が多いた

・ 数理的な能力

め、相対的に「異文化の人々に関する知識」が増えた
「増えた」		

49.1%

と感じる傾向が高まるのかもしれない。生活科学部と

生活科学 「変化なし」		

44.2%

理学部でも学年が進めば、世界観が広がる経験はそれ

理学

なりに増していくから、次第に文教育学部との明確な

・ 学生自身が文献や資料を調べる
54.7%

差異は消えていくのだろう。この傾向が確たるものか

生活科学 「ひんぱんにあった」 65.4%

どうかは、この先に継続する調査をつうじてその結果

理学

「ときどきあった」

のなかにみえてくることになる。

・ 日常生活と授業内容との関連
理学

「どちらでもない」

51.9%
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第5号

【成績上位・下位群間の差異】
90

提出期限までに授業課題を完成できなかった
GPA上位

お茶の水女子大学の 1 年生と 3 年生の回答者別

GPA下位

75

に、累積 GPA の最近値を降順に並べ、その上位四分
PERCENT

一群と下位四分一群をまとめた。1 年生については各
群 60 名、3 年生は 50 名であった。1 年生上位群の
GPA レンジは 3.49 ～ 2.98、平均 3.14、下位レンジ

60

45

30

は 2.45 ～ 0.37 で平均 1.99、3 年生については上位

15

レンジ 3.52 ～ 3.02、平均 3.17、下位 2.51 ～ 1.28、
平均 2.17 であった。この成績上位 - 下位群間の比較

0
まったくしなかった

はほぼ GPA 平均で 3 と 2 のあいだの比較ということ

n1=110

になる。

n2=109

あまりしなかった

Dmax = 0.533861551292744

ときどきした
p<.001

ひんぱんにした
****significant

GPA上位群と下位群で明確な差異が認められた結果:
Fig.5Fig.5
GPA
上位群と下位群で明確な差異が認められ
提出期限までに授業課題を完成できなかった経験
た結果 : 提出期限までに授業課題を完成できなかった
経験

各学年の両群間で統計的に有意な回答差異が認めら
れた設問はつぎのとおりであった。それぞれ最頻選択
肢の当該群内での割合とともに示した。

スをあらわすだけでなく、修学期間をつうじた学修行
動や態度、学業に取り組む基本姿勢等に関するコンピ

1 年生

テンシーのプロセス評価として適切な指標になると述

・ 提出期限までに授業課題を完成できなかった

べている。これは GPA という評価指標が、結果さえ

成績上位「まったくしなかった」 85.0%

よければその過程については問わないという極端なア

成績下位「あまりしなかった」

ウトカムズ評価や成果点数主義とは異なる側面を照ら

37.3%

・ 授業に遅刻した

し出す性質をもっているということである。GPA は

成績上位「まったくしなかった」 60.0%

一見、そのポイント表現や比較や順位づけを誘う部分

成績下位「あまりしなかった」

に着目され悪しき点取り主義の流れにあるもののよう

46.7%

・ 授業を欠席した

に語られることがある。だが、それが誤解を含むもの

成績上位「まったくしなかった」 60.0%

であることは、あらためてこの調査結果がはっきり示

成績下位「ときどきした」

しているといえよう。

46.7%

・ 授業時間以外に授業課題や準備学習、復習をする

結果をみると、1 年生、3 年生共に GPA 上位群は

成績上位「3-5 時間」「6-10 時間」
			

同数で各

成績下位「3-5 時間」		

下位群に比較して「提出期限までに授業課題を完成
27.1%

させる」「授業に欠席しない」「遅刻しない」という 3

53.3%

点において、明確に異なる自己評価を示した。両学年

なお「11-15 時間」は成績上位で 22.0% であった

ともに同様の結果であったから、両学年の回答を足し

のに対し成績下位では 5%

合わせ、あらためて有意差検定を施したが、その差は
いずれも有意水準 0.1% で有意であった。これら両学

3 年生

年の回答をあわせた反応パターンは Fig.5 ～ 7 に示し

・ 授業を欠席した

た。

成績上位「あまりしなかった」

70.0%

要するに GPA が 3 を超えるような学生は 8 割方が

成績下位「ときどきした」

56.0%

「提出期限までに授業課題を完成させる」という点で

・ 提出期限までに授業課題を完成できなかった

異質であり、欠席や遅刻もまずしない。半数は遅刻

成績上位「まったくしなかった」 76.0%

をしたことなどまったくないと回答しているのであ

成績下位「あまりしなかった」

る。この時代にあっても大学の大方は欠席や遅刻につ

40.0%

・ 授業に遅刻した

いては寛容だといえようが、そうしたなかにあってこ

成績上位「あまりしなかった」

40.0%

の回答ぶりには、GPA の上位者が自助的で、自己統

成績下位「ときどきした」

52.0%

制力に秀でていることがあらわれている。とくにこれ
らごく当たり前ともいえる学修態度特性こそは、実は

半田（2012）は、GPA は単に成績のパフォーマン

就職先の企業・機関にとっては最も欲しい人材特性に

18

スコアの GPA 層に対しては優秀者勧奨だけでなく、

授業を欠席した

60
GPA上位

対外的にもそのコンピテンシーにプレミアをつけて

GPA下位

もっと積極的に送り出し支援をしてもよいと思われ

PERCENT

50

る。大学での修学期間をつうじたパフォーマンス保証

40

のもとに、就職先から能動的に選びに来てもらうよう
な仕組みや流れをつくるということである。学業に適

30

切に専念することが就職活動に気遣うことなく黙って

20

いても多様な相手先からの採用依頼が来ることにつな

10

がるという仕組みをつくる。そのようにして対社会へ

0
まったくしなかった
n1=110

n2=110

あまりしなかった

ときどきした

Dmax = 0.554545454545454

p<.001

の送り出し関係に大学がイニシアティヴをとることで

ひんぱんにした

生まれる好循環は学修環境を良好に改善、維持してい

****significant

くことにも資するだろう。大学の学修動機づけには

Fig.6 Fig.6
GPA上位群と下位群で明確な差異が認められた結果:
授業を欠席した経験
GPA 上位群と下位群で明確な差異が認められ

「〜しないと〜になってしまう」という罰のもとでの

た結果 : 授業を欠席した経験

負の動機づけが目立つが、能動的な学修を豊かにして
いくためにも「〜すれば、こうなる」というポジティ

授業に遅刻した

50

GPA上位

ブな動機づけの仕組みを目にみえるかたちでもっとつ
くってよいはずである。

GPA下位

なお、ここでは今後の継続調査での追証を得る必要

PERCENT

40

があることから、付加的なコメントは割愛するが、有

30

意水準 0.5% で有意差として認めうる水準では上記の
他に GPA 上位群は下位群に比較して、とくに 1 年生

20

の場合、授業や実験に出ている時間数が 75% の割合
10

で 20 時間以上となっていて圧倒的に長く、また、1

0
まったくしなかった

n1=110

n2=110

あまりしなかった

ときどきした

Dmax = 0.418181818181818

p<.001

つの授業に対して履修する学生数により満足してお

ひんぱんにした

り、3 年生では大学が求める水準に応えて学習するこ
とがだいたいうまくいっていると感じ、分析力や問題

****significant

解決能力があきらかに増大したと反応する傾向が高い

Fig.7
GPA上位群と下位群で明確な差異が認められた結果:
授業に遅刻した経験
Fig.7
GPA 上位群と下位群で明確な差異が認められ

た結果 : 授業に遅刻した経験

適合するといえよう。成績優秀であるのみならず、そ

ことが見いだされた。
【調査に回答した学生、しなかった学生間の GPA 差異】

の背景に真面目な勤務態度、約束した期間（納期）内
に物事を成し遂げる力というのは、あまりに常識的な

はじめに述べたように、当調査の回収率は 1 年生

基本行動であるとはいえ、社会人の行動にとって不可

で 約 50%、3 年 生 で 40% で あ っ た。 こ の 連 携 事 業

欠の基礎力である。しかるに短い就職活動期間のなか

の学生調査に web で調査を実施した他大学は北海道

でこうした点は十分に測り得ないものでもある。むろ

大学と玉川大学であった。前者の回収率は 1 年生で

ん、従前の大学の成績証明書にもこれらは欠落してい

27.0%、3 年 生 で 10.9%、 後 者 で 1 年 生 60.5%、 上

た情報である。そのため学生を受け入れる企業や機関

級生 41.3% であった。よってお茶の水女子大学での

では、元気でやる気に満ちた人材を選び、多大なコス

この調査方法による回収率はとくに低いものではな

トをかけて雇用し訓練しても意外にも短期間で辞めて

かったといってよいだろう。

しまう現象に手を焼いてきたわけである。これに対し

しかし、回収率が母集団の半数で、しかもそのサン

て、GPA は大学の成績評価は役に立たないといわれ

プリングは非強制の回答待ち受け、無報酬の有志にも

つづけてきた社会一般の通念に対して一石を投じる特

とづくものであったから、無作為標本抽出とは性質が

性をもった学び修めの成果指標であることをこの結果

異なっていた。したがって、この結果をもって当該大

は事実として示しているといえよう。

学の 1 年生なり 3 年生なり、それらの合算の結果な
りとして語ることには一定の留保がいる。調査に回答

今般のこうした結果を踏まえると、大学としては高

19

高等教育と学生支援 2014 年

30

はもとよりできないが、その一部を予測するための手

25

がかりはある。たとえば、調査に回答した学生たちと、

20

PERCENT

しなかった学生がどのような回答をするかを知ること

しなかった学生たちのあいだに、学修成果指標である
GPA 値に明白な差異があるか否かを確認することは
少なくとも先の GPA にセンシティブな設問やそれに

第5号

回答群
合計回答群
合計非回答群
非回答群

15

10

5

類した設問への回答予測を可能にするだろう。

0

そこで回答者群と非回答者群について、1 年生と 3

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

4.25

4.5

GPA

年生、および両者の合算の 3 パターンについてその

n1=441

GPA 値を比較検定した。この検証作業は調査時期の
半年後におこなったため、用いた成績は検証時のもの
であった。回答者群にはむろん変わりはなかったが、

n2=558

Dmax = 0.174603174603175

p<.001

****significant

Fig.8 当調査に回答した群と回答しなかった群（1+3年生）のGPA区間度数割合
Fig.8
当調査に回答した群と回答しなかった群（1+3
（横軸の値は各々そこから右隣の値までの区間をあらわしている）
年生）の GPA 区間度数割合（横軸の値は各々そこか
ら右隣の値未満までの区間をあらわしている）

非回答者群には編入生や休学復帰生等が含まれ、実査

や準備学習、復習をする」への回答において、その学

時点での在学生数より 16 名増えたが、少数であった

修時間があきらかに長かった群と短かかった群の間

ためとくにその分を取り除くことはしなかった。

で、他の設問への回答に有意差が認められたものは何

結 果、1 年 生 回 答 者 群 GPA 平 均 値 は 2.65、 レ ン

であっただろうか。

ジ 3.49 〜 0.37、1 年 生 非 回 答 者 群 GPA 平 均 値 は

授業時間外学修については授業課題や準備学習、復

2.45、レンジ 3.30 〜 0.53 であった、両群間の有意

習だけでなく、授業とは直接関係しないことがらの学

差検定は GPA0.25 刻みの区間度数割合の分布につい

修も含まれてしかるべきであり、当調査ではこれらを

ておこない、有意水準 1% では有意だったが当分析

分けてそれぞれの週あたりの時間数を尋ねている。そ

の有意差基準には見合わなかった（n1=240 n2=316

れらは別個および合算し結果をみてもよいのだが、と

Dmax=0.142 n.s.）。3 年 生 回 答 者 群 は GPA 平 均 値

くに昨今取りざたされる授業時間外の学修時間につい

2.72、レンジ 3.52 〜 1.28、3 年生非回答者群 GPA

ては、単位制度を実質化するという観点から、各授業

平均値 2.51、レンジ 3.46 〜 0 で、両群間の検定の

の単位を成立させる時間数として授業時間に加え、当

結果は明確な有意差が認められた（n1=201 n2=242

該の授業内容の学修にとって必要となる授業時間以外

Dmax=0.244 p<.001）。両学年をあわせた回答者群

の学修時間が注目されているという背景がある。そこ

の 場 合 は GPA 平 均 値 2.68、 非 回 答 者 群 GPA 平 均

でそのための時間が適切に確保できているという根拠

値 2.49 で、 明 確 な 有 意 差 が 認 め ら れ た（n1=441

が注視されているわけである。その確保を制度的に引

n2=558 Dmax=0.175 p<.001）。この合算条件での

き当てるために、多くの大学では履修登録単位数の制

GPA 区間の度数分布の比較は Fig.8 に示したとおり

限を課したりしている（お茶の水女子大学では 2014

である。調査に回答した学生群の分布の方が区間全体

年度時点でこの CAP 制度について十分議論はしてい

にわたり GPA が高い方向にシフトしている様子が確

るが、学生が自主的に単位の実質化に取り組めるよう

認できる。

諸手段を講じる *1 とともに、当調査の結果などの比

この結果から、前項でみた GPA の高低によって相

較 IR をつうじて状況を逐次モニターすることをもっ

違をみた学修行動や態勢については、それが回答を寄

てその効果を検証可能と判断し、CAP は実施してい

せた学生の範囲のなかで得られた事実であったから、

ない）。こうした状況にあるから、ここで授業とは直

回答しなかった残りおよそ同数のやや GPA が下回る

接関係のない学問的なことがらを自主的に学修してい

学生を加えた場合は、より一層差異が明確になったで

る時間という、実に真っ当な授業時間外学修時間を授

あろうこと、加えて別の調査項目にも差異が生じたで

業のための学修時間に加えて、授業時間外学修にする

あろうことが推察できる。この点の確認は今後の調査

と単位制度の実質化という課題対応としては水増し計

で回収率をあげるなかであきらかになってこよう。

算と受け取られることにもなりかねない。よってここ
ではとりあえず、授業のための授業時間外学修時間の

【授業時間外の学修時間 : 長・短間の差異】

ほうに焦点をあわせる。
お茶の水女子大学の 1 年生のこの設問に対する最

当調査の設問のひとつ「授業時間以外に、授業課題

頻値は週あたり「3 〜 5 時間」で全回答に占めた割合

20

は 38.5%、次頻値は「6 〜 10 時間」で 27.2%、3 年

あっては、授業時間外の学修時間のはっきりとした長

生の場合は最頻値「3 〜 5 時間」35.5%、次頻値「6

短は学修にとってそれほど大きな意味をなしていない

〜 10 時間」27.5% で、両学年間に有意差は認められ

という事実を示している。たとえばすでにみたよう

なかった（n1=239, n2=200, Dmax = 0.035, n.s.）。

に、GPA が高い学生は授業への欠席や遅刻をはっき

ここでの比較対照群は授業時間外学修時間があきら

りと避け、締め切り前の課題提出を怠ることがほとん

かに長かった群（以下、長時間群）と短かった群（以下、

どないといった明確な格差的学修特性の表明を認める

短時間群）である。具体的に長時間群とは「11 〜 15

ことができた。だが、同様のことは授業時間外の学修

時間」「16 〜 20 時間」「20 時間以上」のいずれかに

を他の学生よりもあきらかに長くとっているとした学

回答した学生、短時間群は「1 〜 2 時間」
「1 時間未満」

生には見いだされなかったのである。

「全然ない」のいずれかに回答した学生とした。した

この結果を受け、あらためて授業時間外の学修時間

がって、両群は両学年とも最頻値と次頻値以外の選択

の違いと GPA の関係を検討した。この設問では長か

肢に回答したケースになる。この群分類でそれぞれ回

ら短まで 8 選択肢を設けていたので、各々の選択肢ご

答者数は長時間群 1 年生 39 名、3 年生 31 名、短時

とに回答した学生の GPA の平均値を求めた（Fig.9）。

間群 1 年生 43 名、3 年生 43 名であった。

グラフにあきらかなように、全体に授業時間外の学修

検定の結果、両群間で明白な有意差が認められた他

時間が長じるほど、GPA も上昇する趨勢を認めるこ

の設問は、1 年生では、当該設問の最頻選択肢とその

とができた。つまり、学修時間の長さは成績の良さに

選択頻度が設問の全回答数に占めた割合とともに示す

相関するという事実を認めることができた。しかし、

と、

それが直線的な関係をもって認められるのは、週あた
り 11 〜 15 時間とする学生までのことであった。そ

「授業時間以外に、授業に関連しない勉強をする」
長時間群「3 〜 5 時間」		

33.3%

れよりも長い時間、すなわち 15 〜 20 時間あるいは

短時間群「1 時間未満」		

55.8%

それ以上学習をしているとした学生にはその伸長度合
いが引き継がれないことがわかった。

だけであった。有意水準を 0.5% まで緩めた場合は、

この一回の調査で結論することは早計に過ぎるが、

「学生自身が文献や資料を調べる」が、長時間群で「ひ
んぱんにあった（61.5%）」短時間群で「ときどきあっ

この結果は授業時間外の学修時間の長さとその成果の

た（58.1%）」も含まれたが、これのみであった。こ

あいだにおそらく「効率性」があることを示してい

れは長時間群が短時間群よりも長く費やした授業時間

る。授業時間外に授業のことを学修する時間が週あた

外の学修行動の典型的な内容を示唆している。

り 15 時間程度までであれば、その長さは成績をリニ

3 年生の場合は、あきらかな有意差を示した設問は

アにアクセルするが、それ以上、学修しているという

なく、0.5% 水準で、大学在学中に経験したいと思う

ことは一段、効率を失し、いってみれば学修の仕方に

こととして、「レポートや論文指導により、文書作成

無駄な時間を費やしているおそれがあることをこの結

能力を高める」について、長時間群の最頻値「そう思

果は示している。あるいはそうでないとすれば、長時

う」67.7% に対して、短時間群の最頻値「どちらか
といえばそう思う」が 60.5% で、相違が認められた

3

だけであった。

2.9

以上の結果は想定外のことであった。この両群の比

2.8

較は授業時間外の学修時間について、週あたり 11 時
間以上、なかには 20 時間以上としている群（両群で
17 名）と、2 時間以下で、わずかとはいえ「全然しない」
としている学生（両群で 2 名）も含んだ群のあいだ

mean GPA

2.7
2.6
2.5
2.4
2.3

での比較であった。したがって、多くの数の設問につ

2.2

いてその回答ぶりにはあきらかな相違が生じると予測

2.1

したが、結果は上記のごとくまったく異なり、両群に

2

はほとんどといってよいほど、はっきりとした回答格

0

below 1

1-2

3-5

6-10

11-15

16-20

above 20

HOURS / WEEK
授業時間外学習時間（hours/week）

差が見いだされなかった。

Fig.9 授業時間以外に、授業課題や準備学習、復習をした1週間あたりの

Fig.9 授業時間以外に、授業課題や準備学習、復習を
時間数とGPAの関係
した 1 週間あたりの時間数と GPA の関係

この結果は少なくともお茶の水女子大学の現況に
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間にわたり自習をしなければ追いつけないような状況

ように課題が出されるから、学生は授業時間外にも猛

にあるのかもしれない。

烈に勉強する。それに比べて日本の大学生の日常は授

だから、授業時間外学修時間について、この長い方

業が終わればバイトが常識で、課題に追われるのはせ

の端点付近の回答については、単純に「こんなに長く

いぜい学期末や学年末。まるで状況が違う」という話

勉強している学生がいて好ましい」という具合には評

は少なくともここ半世紀ほどものあいだずっと語られ

価できないことがわかる。この点は他大学の状況でも

つづけてきたことである。つまりそのことは承知の上

同様にいえるかどうかをチェックするべきところであ

で日本の大学ではそれを変えようとする気がなかっ

る。

た。だから、いまだに「よりたくさんの単位を取得す

ところで、この結果からこの項で長時間群に分類し

ることの何が悪いのですか ?」といった疑問を真顔で

た回答は、この最長の 2 項を含んでいたから、その

呈する教員もいる。取得した単位数の多さを学業への

ために短時間群とのあいだではっきりとした差異があ

熱心さや優秀さの指標にしたりするケースさえ残って

らわれなかったという可能性もでてきた。そこであら

いる。

ためて、長時間群を GPA の平均値においても最も高

そうした状態であるから、この国の大学では個々の

くなっている 6 〜 10 時間および 10 〜 15 時間と回

授業内容の密度を濃くする方向とは無縁であり、こん

答した学生に再設定（1 年生 n=91、3 年生 n=72）し、

にちの学生にとっても昔同様、授業の時間外に大学の

短時間群のほうは変えずに両群間の回答を比較検定し

授業の勉強をするということは尋常なことではないと

た。

いうままである。強いられること以外の学びは一部の
熱心な学生の特殊な話なのである。この調査結果にも

その結果、1 年生についてはつぎの 3 項目にあきら

あらわれているように、どちらかといえば、授業時間

かな有意差を認めることができた。

外に学ぶ姿勢をもっている学生が読書においても同様
に時間を費やしていて、授業以外の学びとはすなわち

「授業時間以外に、授業に関連しない勉強をする」
30.8%

読書が中心という様子も認められる。つまり、一きわ

短時間群「1 時間未満」 55.8%

りも二まわりも縮まってはいると思われるが、授業時

長時間群「3-5 時間」

間以外の過ごし方は質的に昭和の時代とさしてかわら

「読書をする（マンガ・雑誌を除く）」
37.4%

ないようすである。だから、授業時間外には授業のこ

短時間群「1 時間未満」 39.5%

とはまったく勉強しないというのは極端であるとして

「高校３年生の時、自発的に作文の練習をした」

も、比較的短時間で効率よくそれをこなすことで対応

長時間群「1-2 時間」

長時間群「ときどきした」

できる普段になっているという実状をこの調査結果は

41.6%

あきらかにしている。

短時間群「あまりしなかった」 50.0%

ともあれ、こうした状況だからこそ、単位制度の実
この結果から、極端に多くではなく、成果に相関する

質化を図り、授業時間外学修を定着させて一つひとつ

程度に比較的多くの時間、授業時間外にも学習してい

の授業内容を確実に十分学べるようにしよう、という

る学生は、なるほど自主的な学びに前向きで、それが

わけなのだが、この結果にもあらわれているように、

大学入学以前からよく習慣づけられているタイプであ

それはあきらかに机上の論理にもとづいた目論見であ

るという当然といえば当然の結果を素直に認めること

るといえよう。現場の授業の態勢や価値意識は昔から

ができた。ただし、3 年生については、先の場合と同様、

ほとんど変化していないガラパゴス状態なのだから、

あきらかな有意差を示した設問は見いだされなかった

一度に履修できる単位数を制限して空き時間を増やし

（0.5% 水準では「読書をする（マンガ・雑誌を除く）」

たとしても、せいぜいはその分アルバイトを余計に充
当するといった結果になろう。

について、長時間群の最頻値「3-5 時間」33.8% に対

むろん今後の継続的な調査結果や他大学での結果も

して、短時間群の最頻値「1 時間未満」が 42.9% で

併せみる必要はあるが、少なくとも当調査結果が示し

有意差を認めた）。
授業の単位が授業時間外の学修を含めて成り立って

ていることは、授業時間外の学修時間の長短は、当た

いるということは大学関係者の多くにとって、最近に

り前に想定されるようには、学修行動や実際の成果

至るまで十分に認識されてこなかった、といっても決

に、単純な比例関係をもって反映されることはないと

していい過ぎではないだろう。「米国の大学では山の

いうことである。
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年生で早期群 2.84、晩期群 2.62 であった。数値上は
いずれの学年でも早期群が上回ったが、GPA を 0.25

【回答時期早・晩期群間の差異】

刻み区間の度数分布で比較したところ、いずれの学年
間でも、むろんその合算でも有意差は認められなかっ

当調査は web 調査で実施したため、各回答につい

た。

て回収日時を正確に記録することができた。これは一
般の質問紙回収法では実現が困難で、web 調査なら

おしまいに

ではの利点のひとつである。このデータを使うことに
よって回収時期の相違によって回答内容にどのような
有意差が認められたか、を確認できる。

冒頭にも述べたように、この調査の主たる目的のひ

ここでは 1 年生、3 年生別に、全回答を回収時間の

とつには他大学での同調査結果との比較があった。た

早かった順に並べ、それらを四分割して上位 1/4 を

とえば、同時期にこの調査を実施した大阪府立大学の

早期群、下位 1/4 を晩期群とした。その結果、早期

1 年生調査では必修科目の授業で質問紙による集合調

群は 1 年生の場合、2013 年 10 月 21 日 16 時 44 分

査をおこない 87.8%、同様の方法で 3 年生で 65.0%

～ 10 月 23 日 19 時 58 分 に 回 答 を 完 了 し た 60 名、

の回収率、同志社大学では英語授業時での質問紙によ

3 年 生 の 場 合 は 10 月 21 日 17 時 12 分 ～ 10 月 24

る集合調査で 1 年生 82.5%、3 年生 77.4%、同様に

日 23 時 41 分の 50 名。晩期群は 1 年生の場合、11

甲南大学では 83.1%、71.8% という高い回収率で実

月 12 日 1 時 21 分～ 1 月 11 日 22 時 50 分、3 年生

施しえている。当分析では全体のおよそ半数の回収率

の場合は 11 月 7 日 19 時 08 分～ 1 月 11 日 9 時 47

で、その回収群と非回収群のあいだに GPA の有意差

分であった。両学年とも早期群は調査開始から 3 ～

を認めた（Fig.8）。したがって、7 ～ 8 割の回収率で

4 日内に回答した群、晩期群は調査開始時点からみる

集計された結果とは、ことに GPA の相違によって調

と、数回の電子メールによる回答催促を出したのちの

査結果にあきらかな差異が生じることが判明した設問

2 ～ 3 週間後から回答し、それから約 2 ヶ月後の回収

（たとえば、提出期限までの授業課題の完成や欠席や

締め切りまでに回答した群ということになる。この各

遅刻の多寡など）については、—これが 1 大学で実

学年の両群間について比較可能な設問（1 年生 113 問、

証された事実とはいえ— 直接的な比較をして判断す

3 年生 104 問）の回答について有意差検定を施した。

ることは控えるか、はっきりとした留保つきで解釈を

その結果、1 年生についてはどの設問にも有意差は

進める必要があるといえよう。

認められなかった。3 年生では 1 設問「授業を欠席し

その一方で 8 割方を回収し母集団推定に十分足る

た」の多寡について傾向的な有意差（n1=49 n2=50

標本抽出を実現し、こうした直接比較の条件を整え

Dmax=0.356 p<.005 ）が認められ、最頻値を示し

るためにも web 調査の回収率を増す方策を立てるこ

た選択肢が早期群では「あまりしなかった」であった

とが必要であることもはっきりした。web 調査は実

のに対し晩期群では「ときどきした」であった。

施してみると、費用、労務の両コスト面で格段に優れ

以上から、この学生調査の質問内容については調査

ていることが実感できる。直接経費は実質ゼロ、労務

への回答時期の違い（回答返却の早さ）は回答結果の

については全学対象レベルのものでも分析までを含

相違にほとんど影響しなかったと結論できる。すで

めた全行程を 1 〜 2 名の非専従関与で十分対応でき

に述べたように、回収実態からすると調査開始から 2

る。質問紙調査で要する紙そのものの裁きに投入せざ

週間の時点で最終回収数の約 85% が回収されていた。

るをえない人員はまったく不要になる。紙面調査につ

その後回収を 2 ヶ月半まで延長したが、それによっ

きもののデータクリーニング作業も不要であるし、メ

て得られた回収数の増加効果は全体の 15% 程度の上

カニカルな作業に伴う紙詰まりや故障といった作業支

積みでしかなかった。その上積み分がここでみた晩期

障からも解放される、多くの手続きが簡略化でき、多

群の大方にあたる。このことから今後の同様の調査

方面に負担をかけることなく（実施にあたって必修授

での最適な回答回収期間は 2 〜 3 週間あれば十分で、

業の一部を割いておこなうなどの調整や無理が不要に

ゆとりがある場合でもそれ以上にあまり長く設定して

なる）、また何より回答者自身にも細かな字のマーク

も結果にさほどの影響はないといえよう。

シートを塗りつぶしていくあの厄介な反応を強いるこ

な お、 こ の 回 答 時 期 早 期 群 と 晩 期 群 の あ い だ の

となく、全体にきわめて軽やかに回答が進み、完了す

GPA 平均値は 1 年生で早期群 2.73、晩期群 2.48、3

る。それはこれまで種々の質問紙調査を実施してきた
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者にとって、決して誇張ではなく驚きの体験であっ

は数大学に認められる特殊なものであったのか、はた

た。加えて本報告で示したように、回答を回収した時

また一大学に特異な反応であったのかを見きわめなが

間の遅速で結果の比較をするなど、質問紙調査では実

ら、あらためてみていく必要がある。まさにそうした

現困難な分析も可能になった。したがって、この方法

分析と判断を的確におこなうために、複数大学がこの

は回収率をあげる仕組みに相応の工夫をしていく価値

共通設問での調査に取り組んでいるわけであるが、そ

が十分にあるということを確認することができた。

の結果については稿をあらためて報告する。

当調査でははじめて web 調査を適用したことから、
注

実験的な性格も含ませ、方法の項で触れたように既存
の LMS の一機能を使って実施した。そのため、仕組
みにおいて手を尽くしていたわけではなかった。結果

1)

的には web 調査の利便性、効率性、可能性に十分な

つうじて個々の学生が自分の履修状況や単位取得、成績

諸手段とはつぎのとおりである。第一に、web を

等に関する学修関連情報をその分析結果とともに、常時

手応えを得たので、次回 2014 年度の調査では当調査

モニターできる学修状況チェックシステムを運用してい

専用の web 調査システムを開発、制作し稼働する計

る。そのなかには単位の実質化ガイドラインを具体的に

画である（結果短信として *2）。

線分で示しつつ、履修登録単位数、取得単位数、卒業要

また、今般の経験から、毎学期、全学で実施してい

件単位数、GPA 算入単位数などが経年的にグラフ表示さ

る授業アンケートについても質問紙調査の方法を専用

れるツールが含まれている。そのため学生はそのガイド

の web 調査に転換する施策に取り組む意義と必要性

ラインに沿って過不足の不安がないかたちで履修計画を

があることを確信できた。

立案していくことができる。第二に、総合学修支援セン

この事業のように時限的予算の補助期間が終わった

ター、学務課窓口、所属学科や専攻の教務担当教員、図

あとにこうした取組を継続実施する場合、あるいはは

書館学習ピアサポーターという四元の学修に特化した相

じめからそうした特別な財源の支えがないなかで実施

談窓口を設け、相談内容に応じた対面アドバイスが常時

しようとする場合を考えると、このようにコストパ

受けられる仕組みを設けている。それら機会において学

フォーマンスに秀でた調査方法のあらたな定型を確立

生から年間に履修すべき適正な単位数を尋ねられたとき

することは補助事業の一環としてなすべき必須のこと

は「46 単位程度」と回答し、より多く取ることは単位

にちがいない。この仕組みは大学ごとに異なるネット

実質化の観点から推奨できないと回答するようにしてい

ワーク認証システムのもとで動かすものだから、ダウ

る。第三に、初年次生に配布する年度ごとの『履修ガイ
ド』冊子には上記回答と同様の記述をし、新入生オリエ

ンロードしてすぐに使えるという具合にはいかない

ンテーション時にも同様の説明をしている。

が。お茶の水女子大学教育開発センターでは得られた

2)

事実の情報公開のみならず、方法模索のなかで得た経

世論調査にみるように、一般に質問項目が多い質問

紙調査では回答用紙を一定期間、回答者のもとに留め置

験と仕組み、成果を広く必要とする他大学に還元する

きし、いちどきに回答しなくてもよい方法をとる。この

ことについても前向きな体勢でいる。

調査も設問数が 100 問を超え、回答負荷が高いことから、

以上のように本稿では当調査の学内の諸群間比較に

可能であれば分割して回答できる仕組みにした方がよい

おいて有意差が認められた設問に焦点をあわせてみ
てきた。当調査は 100 設問以上で構成されていたが、
ここであきらかになったように、学内諸群間をみるか

と思われた。この調査の翌年に実施した 2014 年度の調
査ではユーザーインターフェースにすぐれた専用の web
調査システムを開発し、回答の途中で中断し、時期を変

ぎり、有意差が認められなかった設問のほうがはるか

えて続きから回答を再開できる仕組みにした。その効果

に多かった。だからといってそれらが不要な設問で

もあってか、2014 年度調査では実質 3 週間の実査期間

あったということはできないが、学期ごとの授業アン

で回答回収率がおよそ 7 割に達した。

ケートをはじめ、各種の調査づけになっている学生た
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