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通した科目履修の実態、つまり未履修や履修科目の偏

1 ．はじめに

りが大学入学後、特に全学共通教育でどの程度是正さ
れるのかを把握することを目的に大阪市立大学入学者
を対象に、高校および大学 7 年間を通した科目（自然

例えば、昨今起こった世界史の未履修問題、あるい

科学系科目・社会科学系科目）の履修履歴を調査した。

は理科系では以前より指摘されてきた工学部入学者の
物理や医学部入学者の生物の未履修に代表されるよう

2 ．調査方法

に、大学入学者の高校での未履修、あるいは科目履修
の偏りが顕在化して久しい。その原因は一概に言えな

2 ．1 ．調査対象・方法

いまでも、高校での科目選択の幅が広がったこと、必
履修の縛りが弱くなったことなどが影響していると考

調査では2002年度学部入学者1417名を対象とした。

えられている（荒井，2000）。その結果、大学入学者

高校で履修した理科と地歴科・公民科の各科目、およ

の教養に多様化、あるいは欠落や偏りがみられ、補習

び大学の自然科学分野と社会科学分野の全学共通教育

教育などを施す大学も出現している。従って、高校と

科目 1 ）の履修履歴を調査した。

大学間の教育の接続を考える場合、高校での未履修や

高校での各科目の履修率および履修パターンは調査

履修科目の偏りの問題は文系理系など分野を問わず、

対象者の高校調査書に記載された履修科目名を読み取

大学入学者全体の問題として捉えることが必要になっ

り求めた。一方、大学での各科目の履修率および履修

てくる。つまり、高校での履修科目の偏りを学校教育

パターンは調査対象者の2002年度から2005年度までの

において補うことのできるは多くの場合、学士課程が

履修データをもとに求めた。

最後の機会となるからである。では、このような状況
2 ．2 ．調査結果の公表先

で大学へ入学してきた学生の教養は学士課程において
どの程度補われ、その上に積み重ねられるのであろう

本調査の計画から報告書等の作成までは大久保敦

か。大学入学後の教養科目の履修実態を把握しておく

（大阪市立大学大学教育研究センター）が担当した。

ことは、学士課程における教養教育の在り方を考える

本調査の内容の一部は2008年 9 月開催の第15回教育改

意味でとても重要なことである。そこで、高校大学を

革シンポジウム（大阪市立大学）において口頭による
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報告がなされ、またその口述記録を次の冊子に掲載し

な特徴は、ⅠＢ科目よりも｢科目のほうがそれぞれ履

た。

修率が低いこと、化学が一番高く、地学が一番履修率

①データから見る高大の接続の実態と学生像

が低いことなどの傾向が見られた。一方、分野ごとに

大久保敦

2009年 1 月発行

集計した結果では、同様に化学分野が一番履修率が高

第15回教育改革シンポ

ジウム「大阪市立大学にはどのような学生が入学し、

く、地学分野が一番履修率が低かった。大学入学後の

どのように学生生活を送っているのか−各種調査結

自然科学分野履修の全体的特徴は、数学が一番履修率

果から考える」報告 大学教育 第 6 巻第 2 号 p3−7.

が高く、物理、化学、生物がそれにつづき、地学分野
はそれらに比べて顕著に履修率が低いことが認められ

3 ．結果の概要

た。また全学共通教育を総合教育科目と基礎教育科目
に分けて集計した場合では、一番履修率が高いのは総

3 ．1 ．高校および大学の履修率

合教育科目では生物、基礎教育科目では数学であっ

3 ．1 ．1 ．

た。

自然科学分野における高校時代の理科履修の全体的

図1

高校理科科目別履修率

図2

大学全学共通教育科目（自然科学分野）履修率

日本史の各科目の履修率が高かった。分野ごとに集計

3 ．1 ．2 ．
一方、社会科学分野における高校時代の地歴・公民

した結果では、世界史分野で履修率100％、続いて日

履修の全体的な特徴は、地歴科のＡ科目とＢ科目の間

本史分野、そして地理分野は一番低かった。また公民

には、理科のような特徴的な傾向は認められなかった。

科では倫理と政経において、より履修率が高い傾向が

科目別では、地理科目の履修率が一番少く、世界史や

認められた。大学入学後の社会科学分野履修の全体的

図3

高校地歴公民科目別履修率

図4
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大学全学共通教育科目（社会科学分野）履修率
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特徴は、地歴に相当する分野の履修率が低く、政治経

顕著（約 7 割）であった。次に大学における履修パタ

済や倫理分野の履修率が高かった。

ーンは非常に分散をしており、上位 4 番目までで25％、
非常に多様な履修パターンが認められた。基本的には

3 ．2 ．高校および大学の履修パターン

倫理・政経分野、またはその他の分野の履修を基本と

3 ．2 ．1 ．

し、それに日本史または世界史を履修するパターンが
認められた。

自然科学分野では高校理科における履修パターンは
頻度の高い順に化学・生物（文系入学者に顕著）、物
理・化学（理系入学者に顕著）、物理・化学・生物と

3 ．3 ．高校・大学7年間を通した履修パターン

なり、この 3 つのパターンで全体の85％を占めた。次

3 ．3 ．1 ．

に大学における履修パターンは頻度の高い順に物理・

自然科学分野科目では、理系において高校で物理・

化学・生物（理系入学者に顕著）、自然科学未履修

化学、大学で物理・化学・生物、または高校で物理・

（文系入学者に顕著）、生物のみ履修（文系入学者に顕

化学・生物、大学で物理・化学・生物の以上二つの履
修パターンが一番多かった（図 5 ）。次に文系におい

著）、物理・化学（理系入学者に顕著）であった。

ては高校で化学・生物、大学で生物、または自然科学
分野未履修のパターンが上位を占めた（図 6 ）。これ

3 ．2 ．2 ．

以外の全体的特徴としては、地学分野を欠くこと、文

一方、社会科学分野では高校地歴科における履修パ

系では物理を欠くなどの傾向が顕著に認められた。

ターンは頻度の高い順に世界史・日本史が一番多く、
世界史・地理は少なかった。公民科では倫理・政経が

パターン1

パターン3

パターン2

パターン4

図5

図6

理系学生の理科・自然科学科目履修

3 ．3 ．2 ．

文系学生の理科・自然科学科目履修

向は認められなかったが、地理に関して高校・大学を

一方、社会科学分野科目では自然科学ほど偏った傾

通して欠くというパターンが目立った。

パターン5

パターン7

パターン6

パターン8

図7

図8

理系学生の地歴公民・社会科学科目履修
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文系学生の地歴公民・社会科学科目履修
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4 ．結果から示唆されること

野へ学びを広げる学生が少ないと判断される。
②高校大学 7 年間を通した分野別未履修の状況は、地

①高校・大学を通して履修分野の幅を広げることに乏

学約 6 割、物理約 3 割、地理約 5 割、日本史約 2 割

しいという傾向が認められた。つまり、高校時代に

であった（表 1 ）。これらのことから、高校での未

履修した科目と同じ分野の科目を、さらに大学の全

履修が修復されずに学士課程を終えてしまう分野が

学共通教育で重複して履修していることから、他分

存在することが明らかになった。

表1

高校未履修率と高校大学未履修率の比較

③文系学生では総合教育科目で生物に偏った履修やま

査から示唆された。今後はこのようなアウトカムアセ

ったく自然科学分野科目履修しない傾向が、また理

スメントと平行して、プロセスアセスメントとして位

系学生では総合教育科目や基礎教育科目で所属学部

置づけた、例えば履修指導などの形でのフィードバッ

の専門につながる科目をもっぱら履修する傾向がそ

クを行う仕組みを構築することが課題である。

れぞれ顕著に認められた。これらのことから文系理

注

系とも自然科学の全体像を学ぶ機会を逸している学
生が多く存在すると推測される。

1 ）大阪市立大学の教育課程は全学共教育通科目および専門

④高校大学を通して未履修や履修分野の偏りが認めら

科目より構成されている。また全学共通教育科目は総合

れることから、文系理系を問わず学生が身につける

教育科目、基礎教育科目（主に理系学部対象）、外国語

べき教養のミニマムエッセンシャルの確立と教育体

科目、健康・スポーツ科学科目より構成されている。こ

制の整備が急務である。

れらのうち、自然科学に関する内容は基礎教育科目およ
び総合教育科目の一部科目に設定されている。同様に社
会科学に関する内容は総合教育科目の一部科目に設定さ

5 ．調査実施上の課題

れている。

調査から浮かび上がる学生の科目履修の実態は潜在
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