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Abstract 

 
The Improvement Project of Basic Academic Ability is a project to support those with poor academic 

achievements in mathematics, physics and English. The purpose of this report is to analyze the activity log of 
this project in its first year and the effects of the activities, and to discuss the direction of future activities. 
This project inspected the following aspects; (1) shared awareness among teachers about the necessity for 

improving basic academic skills, (2) systemization of sustainable activities for offering remedial classes, and 
(3) effects of remedial classes. 
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「英語寺子屋J開講します!

莱111の基礎学力向上をめざして、後期よ り

莱師寺子慶を閃鍋することになりました.
寺子屋は無料かつjllf.~tlJです t
紹f早された学生f立、半年間寺子屋への多加

がI!められます{ただし...8l握吾障でき草ぜω.

1年.2寧苦肉週で3l!互に締待します

図3 電子掲示板による英語寺子屋の開講ポスター

6. 英語部会の取り組みとその効果

6. 1 英語寺子屋の取り組み

英語部会では 5回の検討会を経て，後期より

「英語寺子屋Jの補習を企画，実施した。「英語寺

子屋」を始める前の前期は，各教員が毎週開催の

個別の補習授業や 2クラス 20人程度を対象とし

た4時間ほどの試験直前補習などを実施している。

これは結果的に勉強の仕方を指導することになり，

ある程度の効果は得られた。また，試験対策とし

ての形式を取ることができ，試験の点数向上とし

ての効果は得られたが実力がついたかどうかは不

明である。

後期は英語寺子屋として新たに教育アドバイザ

ーによる補習授業を実施した。学生向けの電子掲

示板用の告知ポスターを図 3に示す。

英語寺子屋は 10月から 1，2学年を対象に開

催した。学年毎に隔週水曜の 2時間，各学年2学

科ずつのクラス別指導である。1年は全7回， 2年

は全6回開講。補習対象者は 1年 23名，2年 41

名であり， 学年に占める劃合は 1年生 14.4%，

2年生 23.0%である。

事前に告知を開始し，開講期間中はポスター(図

3に同じ)を各教室内に常時掲示していた。開講

後 1ヶ月間は電子掲示板に告知を掲載し学生の目

に触れるようにした。英語寺子屋では，教育アド

バイザー2名を採用(現役および元非常勤講師)

して，アド、パイザー 1名に付き各学年2クラスず

つ 10'""20人程度で開催し，総合英語とオーラル

コミュニケーション(文法)の 2科目の補習を行

った。授業進度に沿った補習を行うために英語科

教員は寺子屋の前に授業進度表等でアド、パイザー
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図4 英語補習対象者 (1年生)の成績の変化

に進度を連絡した。

補習授業では毎回出欠を確認し教務主事へ報告し，

教務主事から担任へ出欠状況の通知を行った。一

部の学生を除き出席率は概ね良好で、あった(出席

率 75%)。

6. 2 補習の効果と課題

英語寺子屋は 1年生と 2年生に開請されたがこ

こでは 1年生の成績について分析を行う(図 4)。

前期末評価と学年末評価の成績変化の分析による

と， 1年生で欠点の学生は，補習対象学生23人の内，

前期末試験で、総合英語4人，オーラノレ3人だ、ったが

学年末では総合英語1人，オーラノレ3人へと減少し

た。前期末から学年末への成績変化もクラス平均

の得点差よりも得点が上昇した学生が総合英語

16人，オーラル 14人であり，65%の学生に良好な

成績変化が見られた。

初年度活動の問題点では，教員による補習授業

は教員の負担が大きく，継続的な活動としては難

しいことと学生が補習に依存する傾向が強くなっ

たことが指摘された。試験直前補習では付け焼き

刃的な効果しか得られないとの意見が聞かれた。

一方，英語寺子屋(教育アドバイザーによる補習

授業)では，欠席者に連絡する手段がない，クラ

ブ活動などを優先して欠席や遅刻をしてくる等の

問題があった。また，辞書や配布 したプリントを

持ってこないなど基本的学習態度に問題がある場

合が報告された。

出席状況では，寺子屋が 2週間に 1度の頻度な

ので忘れてしまう学生が多く ，英語教員や担任が



78 呉工業高等専門学校研究報告 第 72号(2010)

毎回出席を促す必要があった。欠席によるペナル

ティがないので出席を義務と思わない学生がいた。

寺子屋に指名された学生はクラブ活動に参加せず

に補習を受けることになっていたが 1年生はクラ

ブ活動を休みづらいこともあり ，クラブを優先さ

せる学生もいた。

授業の進度は各教員が毎回事前に進度表で知ら

せているが，授業内容と寺子屋での補習内容が一

致しないことがあるとの学生からの声が聞かれた。

最終的に学年末試験で2科目とも単位を落とし

た学生は 2学年合わせて 3名で、あった。彼らは総

じて寺子屋の出席率が悪く，勉学以外の問題を抱

えている学生で、あった。そのような学生への対処

は補習などの通常の学習支援では効果がなく，生

活支援や特別支援などが必要である。また，受講

態度が真面目で出席率も良いのに成績が伸びない

学生への対応についても今後検討の必要がある。

7.学生への影響(学生アンケー卜調査)

7. 1 調査方法

基礎学力向上フ。ロジェクトに対する学生の反応

を把握し，新年度の活動計画の資料とするため，

2010年 4月に新2年生全員を対象に実施した。

調査はクラス担任に依頼し，新学年最初の HR

で配布して記入後すぐに回収した。有効回答は

176票である。

調査では 1年生の時の状況をたずねており ，

質問項目は学習状況と寺子屋への意識，自分の成

績，通学携帯，補習の有無等である。

7. 2 アンケー卜集計結果

(1)自宅での学習状況

「あなたの自宅での学習時間はどのくらいです

か授業日の平均的な学習時間にOをつけてくださ

しリという質問に対しまったくやっていなしリ

が全体の 39.2%，1時間未満39.7%であり約8割の

学生が 1時間未満の学習状態で、あった(図 5)。学

科別には学習時間の差が目立っており，自宅学習

1時間未満の学生が 92%とし、う学科もある。また，

通学形態別には通学生の方が学習時間は短く，寮

生の方が勉強している傾向がみられた。性別では，

女子学生よりも男子学生の方が学習時間は少ない。

学習時間についての考え(図 6) では，全体で

26%の学生が「まあ足りているJr十分足りてい

る」と答え， 39%の学生は「全く足りなしリと答

図5 自宅での学習時間(平日)

図6 学習時間についての考え

何もしなかった 10

塾などにいった

友達に聞いた 118 

自分で勉強した

先生1<::聞きに行った

o 20 40 60 80 

図7 授業で、分からなかった時の対応

えており ，学習不足について認識はしている。学

科別に見ると自宅学習を全くやっていない学生が

多かった建築学科で「十分足りているJrまあ足り

ている」が合わせて 39%いるなど，自宅学習につ

いてあまり意識していないことが伺われる。男女

別では大きな差はみられず，通学形態別では，寮

生の方が勉強をしていて 39%が 「足りている」と

答え，通学生の 22%を大きく 上回る。寮生よりも

通学生に学習面での問題がみられる。

(2)勉強の方法について

学校以外で、の勉強で、塾等に行っている学生は

176人中 22名，家庭教師 7名である。学校以外で

の勉強の方法では自分で勉強する」が 57.4%，

「塾に行く J12.5%， r家庭教師に来てもらう」

4.0%， r何もしていなしリ 28.4%で、あった。
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また，授業でわからないことがあった時はどの

ようにしていたかとの質問では，67% (118名)

の学生が「友達に聞く」と答えた。教師に聞きに

いくのは 43% (75名)で，その内訳では女子が

多い。

(3 )自分の学力について

高専での自分の学力についてどう思うかをたず

ねた結果が図8である。「今後の授業に不安を持っ

ている」と答えた学生は 32%で、あったO 学科別に

みると「不安を持っている」学生が多いのは学習

時聞が最も多い電気情報工学科であり ，勉強をし

ている学生程，危機感を持っていることが伺えた。

↑生別には目立った差はみられず，通学形態別にみ

ると通学生よりも寮生の方が，Iほとんどの授業に

支障はなしリと答えており ，いつも周りに友人が

いるためか不安感が少なかった。

(4 )寺子屋に対する意識

学生が寺子屋等の補習をどのように捉えている

かを訪ねた結果を図9に示す。「寺子屋のような補

習は必要だと思う」の問いに 「そう思うJ55.1%， 

「どちらかといえばそう思う J30.1%で8割以上

の学生が必要と捉えている。逆に「寺子屋は必要

ないと思う」学生は 8.5%で、あった。「寺子屋に行

った学生は得をしている」と思うかとしづ質問で

は，71%の学生が 「そう思う」と答えた。そのた

めか，I希望者が参加できるとよしリとしづ質問で

はそう思うJ59.7%， Iどちらかといえばそう思

うJ26.1%で8割以上の学生が希望参加制を望ん

でいる。一方， I寺子屋に指名されるのは恥ずかし

しリではそう思うJ33.0%， Iそう思わなし、J30.1% 

で、意見はばらついており個人差が影響していた。

(5)補習の評価

補習対象者の学生に補習の評価をたずねたとこ

ろ，科目によって意見がわかれた(図 10)。最も

評価が高かったのは，数学寺子屋であり ，19名の

内とても役に立ったJ57.8% I役に立った1

15.8%で受講者の 73.7%が役に立ったと答えてい

る。物理では補習を受けた学生 39人の内 「とて

も役に立ったJ43.6% I役に立ったJ33.3%で

76.9%が役に立ったと答えている。英語寺子屋を

受けた 27名の内「とても役に立ったJ7.4% I役

に立ったJ33.3%で役に立ったと答えたのは

40.7%で、あった。この理由として，英語は 1，2 

年生に開講しており ，成績の上昇がみられたのは

2年生に多く ，今回のアンケート対象である 1年

生で、は少なかったこと，英語は暗記が必要で補習

ロ今後の授業に不安を持っている

. 無回答

図8 自分の学力について

a寺子屋のような補習は必要だと思う

b希望者が害加できるとよい

c寺子屋に指名されるのは恥ずかしい

d寺子屋に行った学生は得をしている

5% 

6% 

6% 

7% 

.1そう思う 口 2どちらかといえばそう思う.3そうは思わない.4無図書

図9 寺子屋に対する考え

物理繍習(n=391

英笛寺子屋(n=271

数学寺子屋 (n=191 隊後後後級協語~

+ 
zとても役1;:立った 口あまり役にたたなかった

役iこ立った . 役にたたなかった

図 10 補習の評価

非対象者の 1・・・.459咽圃圃圃 担~- 114% I 
燭智希望 l

.自分も参加したいと思った 目 指名されても参加したくない

口 自分には関係がないと思った

図 11 補習対象ではない学生の意見

が成績に直結しないことがあげられる。

補習対象で、はなかった学生92名への質問では，

45%が「自分も参加したいと思った」と答えてい

る(図 11)0 I指名されても参加したくなしリは

14%で、あった。

8 まとめ

平成 21年度に始めた基礎学力向上フ。ロジェク

トの取り組みは一定の効果が現れた。成績不振者

に対する寺子屋の開講と告知は，補習対象で、はな
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い学生に対しても学校の学習への取り組みの重要

↑生をイ云えることになったO

授業についていけない学生への対応を行うこと

により ，学生と教員との対話が生まれ，更に他の学

生の意識も高まった状態となった。補習対象学生

の多くは勉強すれば効果が出ることを実感できた。

多くの対象学生はやればできるのにやろうとしな

い「学習姿勢」に問題があることが判明した。今

後は，やればできる学生には意識改革によって自

立的学習を促す一方で，頑張ってもできない学生

の支援を重点的に行う必要がある。

補習対象外の学生からも参加の希望がみられ，

アンケートからも学習の機会を望んでいることが

把握できたが，一方で学生が補習に依存する傾向

が懸念された。

今後の取り組みの方向性は，補習の効果分析や

学生アンケート調査の結果より ，学生が補習に依

存するのではなく ，授業に集中し自立的な学習姿

勢へと導くことである。そのために補習などの学

習支援は 1年生に重点を置き，中学から高専に入

り大きく変わる学習内容に関する入学時学習支援

と位置づける。参加希望の学生も受け入れる方向

で実施する。また，出席率の問題がみられたこと

から学生に真剣に取り組んでもらうため，寺子屋

開始時には開講式を行って教務主事説諭をする。

2年目は授業改善と自立学習のための課題，お

よびそれらと補習の組み合わせで学生の基礎学力

向上に取り組む予定である。

以上， 初年次の取り組みは成績不振者の学習支

援であり ，いわば成績の底上げといえる。

今後は教員が授業方法の改善や工夫などを頑張る

だけでなく ，学生自身の行動を促すことも必要で

ある。例えば学生が学生を教えるシステム等の自

学自習のための環境整備など，次のステップへの

検討課題がみえてきた。

脚注

注 1)平成 16年度に高等専門学校の独立行政法人

化が行われ全国一札織となった機構の中期計画に

は3年時における全国一斉の「学習到達度試験」

が記され，平成 18年度に「数学」の試行が行わ

れて全国 54高専 9917人が受験をした。その後平

成 19年度には「数学JI物理Jの二科目で実施さ

れ，今日に至る。

注 2)I寺子屋」としづ名称は英語部会で名付けら

れた。「補習=劣っている者が参加するもの」では

なく ，I寺子屋=基礎学力を積極的に学ぶもの」と

いう意味。

注 3)国立教育政策研究所が行った「高等学校教

育課程実施状況調査 (理科)Jの鉛直投げ上げ運動

における速度と時間の関係のグラフと物体に働く

力の問題を本校 1"-'5年生に解かせて物理の概念

形成ができているかの確認を行ったことを指す。

結果，2聞とも正解率は全国平均を上回っていた。

1年生の内 2問とも正解だった学生は 18.2%，

2聞とも不正解だ、った学生は 40.9%である。2問

とも不正解だ、った学生の学年末成績の平均点は，

54.5点であり ，欠点、である。学校全体の特徴では，

3年生が最高点で以降は低下の傾向がみられた。5

年生は，1年生より低かった。
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