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要旨
県立広島大学生命環境学部での, 大学生の学習意欲の変遷を測定し, その原因について若干の考
察を試みた.

§１. 学習意欲の変遷

大学全入時代を迎え, 全国の大学で大学生の学習意欲の低下が叫ばれて久しい. 本学部, 県立

広島大学生命環境学部の場合も例外ではなく, 学習意欲の低下が近年目立っている. 学習意欲の

低下の一般的な原因として, いわゆる ｢ゆとり教育｣ の影響や, 低学力の学生を入学させた影響

などがある. だが, 学生の学習意欲の低下の原因には, 個々の大学, 学部ごとの特殊事情がある

のが通例である.

そこで, この論文では, 県立広島大学生命環境学部での事例を調べ, 学習意欲の変遷を測定し

た. さらに, その原因について若干の考察を試みた.

この論文で採用した学習意欲の指標は, �学年後期の必修科目 ｢数学��｣ における一人当たり
の講義欠席時間数 (以降欠席率と呼ぶ) である. この指標の妥当性については§�で考察する.
この値が高ければ, その年度の�年生の学習意欲は低く, この値が低ければ学習意欲が高いと判
定した. 測定した学習意欲の推移は, 次のグラフのとおりである.
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このグラフから, 以下の事が読み取れる. これらの事は, 日々の講義から学生の学習意欲につ

いて受けている印象と一致する. また, 単位不足の学生の人数の変遷からも裏付けられる. この

ことは, 採用した指標である欠席率の妥当性を保証している.�) 開学初年度 (����年度) に入学した学生の学習意欲は低いが, 次年度 (����年度) からは
学習意欲の改善が見られた.�) ����年度から����年度にかけては, 入学者の学習意欲は改善されてきた.�) ����年度の入学者の学習意欲は落ち込み, 以降も改善されていない.�) 緊急の課題として, ����年度入学者の学習意欲の低下はこれまでの最大になっている.
以上の事実の原因として指摘できるのは, 入試制度の変更である. 学習意欲のグラフで, 節目

の年度である����年度, ����年度, ����年度は, いずれも入試制度を大きく変えた年である. 詳
しい分析は続く論文で論じる予定であるが, いくつかの指摘をする. これらの指摘にいたる考察
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は§�で展開する.
１) 開学初年度 (����年度) 入学生の学習意欲が低いのは, カリキュラムが理系であるにもか
かわらず, 入試が旧大学と同じ文系の入試であった為である. この初年度のミスマッチが本学部

のレベル低下の原因である. このミスマッチの責任は大きい.

２) ����年度から����年度まで, 学習意欲の改善が続いたのは, 入試で, 数学�・数学�・理
科�科目を課したことが大きい. この理系の入試を続けたことで, 入学者の質が少しづつ上昇し
ていった.

３) ����年度から����年度まで, 学習意欲が突然に減退したのは, ����年度からの入試制度改
悪により, 数学�・数学�を廃止し, 理科を�科目にした影響である. また, 理科�科目の配点を
大きくした影響もある. ｢入試の負担を軽くすれば受験生が集まる｣ という, 安易な思い付きの

結果, 負担の軽さを喜んだのは, 質の低い受験者だけであった. 結果として, 学力も学習意欲も

低い学生が多数入学してきた.

４) 学力試験とカリキュラムのミスマッチによる, 本学部の入学者の学習意欲と質の減退の一

つの証左は, 入学者のセンター試験の成績のわずかな改善である.

数学の学力試験を調べると, 入学者の理系の学力は明白に低下している. にもかかわらず, セ

ンター試験の数学の成績は, それほど変わっていない. これは, マークシートによる弊害で, セ

ンター試験の成績が論理的思考力を反映してない為である. 一方, 入試科目を文系にした為, セ

ンター試験の国語・英語・社会の成績がわずかに上昇した. センター試験では, 論理的思考力よ

りも知識力が成績に影響する為である. 本学部のカリキュラムは理系であるから, 入学後の勉学

意欲に影響を与えるのは文系の知識力ではなく論理的思考力である. その思考力が下がっている

にもかかわらず, センター試験では, 国語・英語・社会の成績がわずかに上がり, 数学・理科は

ほとんど変化しなかった. こうして, 表面上は, センター試験の成績がわずかに上がることにな

る. このセンター試験の成績のわずかな上昇は, 思考力のある理系の合格者が減った分を, 論理

的思考力の弱い文系の合格者が埋めた事の証左である.

§２. 学習意欲の指標としての欠席率

学生が学習意欲をなくす時, 表面に表われる事象は講義の欠席である. そこで, 学習意欲を測

定する指標として, 講義の欠席率を使用した. 本来は全学年全科目の出席率を対象にし, 単位の

取得状況をも考慮しなければならず, 学年進行による変化も計測すべきである. しかし, 使用で

きるデータは限られているため, この論文では, �年の数学の講義を対象とする. さらに, 講義
の欠席の原因は様々であるが, 主な原因としては, 本学部の教育に学生が適合しないことが考え
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られる. したがって, ｢講義の欠席率｣ は, その年の入学者が大学教育にどの程度適合している

かを測る指標にもなっている.

次に出席率を測る時期について考察する. �学年前期の間は入学の緊張感が続き, 学習意欲の
顕著な減退は表面化しないと考えられる. 対して, �学年後期は, 大学生活にも慣れ, 大学に不
適合を起こし学習意欲の減退が起きるのは, この時期からである. つまり, 学習意欲の減退はこ

の時期に表面化すると考えられる. そこで, �学年後期を対象として, この時期の ｢講義の欠席

率｣ により, 学習意欲を測定した.

最後に, どの講義を使用して, ｢講義の欠席率｣ を計算するのが妥当かについて考察する. 全

体の傾向を測定する為には, １学年全員が出席する必修科目を使うのが適当である. そこで, 後

期の必修科目である ｢数学��｣ を使い, その欠席率を学習意欲の指標に採用した. さらに, 後期
試験受験者の一人当たりの欠席率を学習意欲の指標にした. 欠席率が低ければ学習意欲は高いし,

欠席率が高ければ学習意欲は低い. また, 後期期末試験に欠席する学生は, 毎年�人程度存在す
る. 病欠の場合もあるが, ほとんどの場合は他大学への進路変更である. いずれの場合でも, 後

期期末試験を欠席した学生の欠席時間数は, その学年の学習意欲とは無関係である. そこで, 学

年全体の平均的学習意欲を測定する目的で欠席率を使用するならば, 後期期末試験を欠席した学

生の欠席時間数は計算に入れないほうが正確でる. そこで, ｢数学��｣ の講義での欠席率を, 次
の式で計算した.

一人当たり欠席時間数 ＝ 受験学生の総欠席時間数 ÷ 受験学生数

§３. 欠席率の推移

開学 (����年度) 以来����年度までの期間を測定した. 結果は次の表の通りである.
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§４. 考察

グラフから明らかなのは, ����年度, ����年度, ����年度の入学生の学習意欲に異変が起きて
いるということである. 結論から言うと, これらの年度はちょうど入試制度が変更された年度で

ある. 入試制度の変更が, 学習意欲に与えた影響を, それぞれの年度について考察する.�) ����年度は, 県立広島大学の最初の入試の年である. 新大学の最初の入試の場合, レベル
がまだ確定していないため, 受験生の数は多いが, 学力に幅があるのが通常である. そこで, 入

試を厳しくして, なるべく学力の高い受験生を合格させることが, 以降の年度での入試レベルを

上げる上で重要である. ところが, この最初の入試において, 本学部の受験者は多かったにもか

かわらず, 学力の低い受験者がほとんどを占めた. その上, 合格者の数を増やしたため, 学力の

低い受験者を多数合格させてしまった. このことは, この年の入学者の観察からも, 実際に多数

の単位不足の学生を生み出したことからも判断できる. それは, 出席率に明白に現れている. こ

の年度の入試の失敗の為, 本学部の入試レベルは下がり, 以降の年度の入試で苦戦する原因になっ

た.

以上の傾向が起こった原因は, 入試科目とカリキュラムのミスマッチにある. 入試の学力試験

で, 数学�・数学�・理科を課さなかったため, 受験生は本学部を文系の学部と認識した. した
がって, 優秀な理系の受験生は敬遠した. だが, 旧大学では受験していたある程度優秀な文系の

受験生も, カリキュラムが理系に変わった為, 大部分が敬遠した. 一般論として, 新大学の入試

では, その大学を知る為に受験生は通常よりもその大学のカリキュラムに注目する. 結局, この

カリキュラムと入試科目のミスマッチは致命的で, 受験生は多かったが, 運だけで合格を期待す

る受験生がほどんどで, 質は低かった.

これは, ｢受験者の負担を重くする入試の変更は�年前に告知する｣ という文科省の指導 (いわ
ゆる�年前ルール) に, 準備委員会が無知であった為である. �年前ルールは入試関係者には常識
であった. 新大学の発足を急ぎすぎた事も原因であった.�) ����年度から����年度まで, 学習意欲の改善が続いたのは入試とカリキュラムのミスマッ
チが解消されたことによる. 数学３・数学�・理科�科目を課すことにより, 理系の入試との認
識が受験生に浸透した為である. これにより, 理系の受験者が増えた結果, 学習意欲も改善され

た. 国公立回帰の現象もあり, 少しづつであるが, 入試レベルも上がってきた. 一般的には, 文

系の学生よりも理系の学生の方が, 目的意識も学習意欲もあるのが普通である. 実際に, 出席率

もこれを裏付けているし, 単位不足の学生の人数も減ってきていた.�) ����年度から����年度まで, 学習意欲が非常に減退したのは, ����年度からの入試制度で,
数学�・数学�をはずし, 理科を�科目にした結果である. これは, 文系でもないし理系でもない
という中途半端な改悪で, 受験生を混乱させるものであった. 優秀な理系の受験生は, この入試
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科目では力が発揮出来ないから受験せず, 優秀な文系の受験生も, カリキュラムと理科を嫌って

受験しない. しかも, 配点がセンター試験と理科に偏ったせいで, 入試の総合点数が, 論理的な

思考能力を反映しないものになっている. 結局, 低学力の文系の受験者が運任せで受験し, 実際

に合格するという事態が起こっている. 結果として, 入試レベルが下がり, それを理由にして平

均的受験者の質が下がるという悪循環が始まっている.

以上のように, ｢入試を容易にすれば, 受験生が増え, 優秀な合格者も確保出来る｣ という,

単なる思い付きと願望は, 事実とは違っていた. 実際に起こったことは, ｢入試を容易にすれば,

学力の低い受験生が多数集まり, 学力の高い受験生は敬遠する｣ ということである. 初年度の教

訓が何故生かされなかったのか分からないが, 思いつきと願望で入試制度を改悪すると大学の入

試レベルが下がるという典型である.�) 本学部のカリキュラムから判断すると, 学生の勉学意欲に影響するのは, 理系の学力であ

り, その基礎をなすのは論理的思考力である. 本学部のカリキュラムに不適合を起こす学生は,

しばしば論理的思考力に欠けている場合が多い. したがって, 入試では論理的思考力を問うべき

である. 論理的思考力を問う試験の典型は, 数学の学力試験であるが, 数学�・数学�をはずし
た����年度以降では, 数学の点数が低い合格者が多数存在する. これは, 論理的思考力に欠けて
いる合格者が多い事を意味している. ����年度以降の学習意欲の低下と多数の単位不足者は, こ
の論理的思考力の低下によるものである.

もちろん, 文系においても論理的思考力は重要で, 優秀な受験者はそれを持っている. 残念な

がら, 本学部の受験者の場合は, 思考力よりも知識で点数を稼ぐタイプが多い. センター試験は

マークシートである為, 平均点付近では思考力が無くても知識があれば点数が上がる. これは,

英語・国語・社会だけでなく, 数学・理科でさえもそうである. したがって, センター試験の平

均点付近では, 点数がわずかに上がっても, その内容をよく吟味する必要がある. 一般的には,

知識は弱いが思考力のある理系の受験者よりも, 知識はあるが思考力の弱い文系の受験者の方が,

平均点付近のセンター試験の成績はよくなる. しかし, 本学部の教育で伸びるのは, 前者の思考

力のある学生であり, 本学部の教育に不適合を起こす学生は, 後者の思考力が弱い学生に多い.

本学部の場合, 学力試験の数学の成績の推移を見ると, ����年度と����年度以降は受験生全体
で下がっている. また, ����年度以降は, 高得点を取る受験者もいなくなった. さらに, ����年
度以降では, 数学の学力試験の点数が極端に低い合格者も多数存在する. これは, 論理的思考力

に難のある入学者が多数存在する事を意味する. また, センター試験と理科の重視により, 思考

力よりも知識を問う入試になっている. したがって, センター試験のわずかな上昇もまた, 合格

者の論理的思考力の低下を意味している. これが, ����年度以降の勉学意欲の低下と多数の単位
不足の学生の原因である.�) ����年度では, 後期試験を受けなかった学生は�人であった. これは, 他大学を受験しなお
すという気力を持つ学生が�人ということをも意味し, この学年はかなり特殊な学年であること
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が分かる. この����年度の学生の中で, 単位不足の学生が多数現れたことからも, この年の入試
が失敗だったことが伺える.

また, 現在進行形で, 入学者の学習意欲の減退が進行している. この帰結は, ����年度から始
まった単位不足の学生の急増である. これらのことから, 生命環境学部の教育が危機的な水準に

入っていると結論できる.
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