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高等学校 と大学の接続に関する研究 (その 1)

学生の高等学校と大学における学業についての差異の認識の観点から

神 藤 貴 昭

(京都大学高等教育教授システム開発センター)

石 村 雅 雄

(京都大学高等教育教授システム開発センター)

AStudyorarticulationsbetweenseniorhighschoolsanduniversities(1)

- Focusedondifferencesoflearningstrategy-

TakaakiSHINTO

(ResearchCenterforHigherEducation,KyotoUniversity)

MasaoISHIMURA

(ResearchCenterforHigherEducation,KyotoUniversity)

Summary

Theknowledgelevelarticulationbetweenseniorhighschoolsanduniversitieshasbecomeproblem recently.

But,theproblemorwhatstudiesshouldbeorhowtolearnhasnotconcerned.So,weaskedsophomoresinKyo-

toUniversltythreethings;goodthings,thingswhichtheyfeelbadandsurprlSlngthingsaboutstudieswhen

theyshiftfromseniorhighschoolstouniversitiesandchangesthroughthem.Throughthatsurvey,Wemake

clearfollowingtwocharacteristicsaboutuniversities'teaching-learningcomparedwithhighschools'.1Univeト

sities'studentswhohavetoomuchfreedomabouttheirlearnlngaredisorientedabouttheirlearlng.2Theyare

dissatisfiedaboutteachingtechniquesintheuniverslty.Wethinkthesearefrom differentlearningstrategy

andacademicstresscoplngStrategybetweenhighschoolsanduniveresities.Finally,Wesuggestimportances

aboutresearchesinsituatedlearningatuniversities,thatcanmakesolutionsaboutthoseproblemsinuniversi-

ties'learnlng.

問題と目的

大学審議会における ｢課題探求能力｣育成の強調､各学会調査における大学生の ｢学力｣低下の指摘 (岡部 ら､

1999など)により大学における学生の学習に関しての関心が高まっている｡これらの調査では､小学校高学年の算数

問題を解けない大学生の比率の高さや大学生として知っているべき知識の欠如として､大学生の ｢学力｣低下が語 ら

れている (岡部 ら､1999及び和田ら､1999)｡ここには､次の2つの問題がある｡ まず第 1は､例えば､寺脇 ･苅谷

(1999)の中で寺脇がいうように､それは ｢学力｣のうち､｢瞬間的な学力｣を測っているだけだとし､｢学力｣には

このほか ｢最終的についている学力｣もあり､そのことを捨象して一般的に ｢学力｣低下の問題として把握すること

の問題である｡このほかいくつかの論稿を見渡 してみると､そこに ｢学力｣をめぐる概念の混乱､特に ｢大学におけ

る学生の学び｣という実践をどのように掴まえるのかについての検討の不十分性が明 らかである (この点､寺崎 ら

1979を参照｡以来20年にわたって大学での学びについての教育学的研究が十分進んでいないことは､大学教育の内容

が､実はほとんど大学という閉鎖環境の中での ｢交換価値｣を保持するものに過ぎず､よって ｢学び｣としては問題

にされてこなかったことをあらわしているのではないか)｡
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問題の第 2は､批判の対象として ｢学力｣の中身 (contents)が中心的に問題にされていることである｡高等学校

と大学の接続をめぐる先行研究にしても､その内容的接続が主として問われてきた｡確かに､18歳人口の減少に伴っ

て､大学入学が以前より容易になったこと､高等学校の教育課程の内容が減少 していること等の結果として大学にお

ける学習に困難を感 じる学生が増加していると思われる (荒井 ら､1996;横山ら､1997)｡このうち､荒井 ら (1996)

は､国立大学 9校､私立大学 7校の学生を対象に調査を行っているが､この研究は､内容面の接続問題についての問

題点をほぼ網羅する内容 (例えば､工学部学生において化学の リメディアル需要が形式的には高いが､実質的には物

理を困難とする学生が多いことなど)を提示 している｡ この他､実践 レベルでも､横山ら (1997)は教員養成大学の

理科専攻学生について､化学と数学の知識の定着率が必ずしも高 くはないことを見出し､高等学校 レベルの補習実践

を報告 している｡ 確かに､高等学校までにおける知識の習得状況が､大学での学習の困難の原因の一つであると考え

られることは明らかである｡ しかし､高等学校から大学に進学 してくる学生の学びという実践を支えようとする場合､

問題の核心は以上のような内容的な接続の検討だけでは不十分なのではないだろうか｡つまり､これまでは､知識 レ

ベルの接続が問われていたとするならば､知識習得の前提となる学習方略や学習態度といったレベルの接続について

考える必要があるのではないだろうか｡さらにこの前提の問題として学生の学習意欲をいかに確保するかという問題

が存在する｡佐藤 (1999)の言葉を借りていうならば学生の ｢学び｣からの逃走という状況をいかに内からも外から

もなくしていくのかという問題である｡

荒井 ･羽田 (荒井 ら､1996)は､｢学生が大学教育に適合 していけない理由には､専門分野の知識 ･技能だけでは

なく､広 く学習意欲や問題意識の欠如､読書や講義ノー トを取る能力､文章表現の力の弱さなどが相互に関わってい

るから､単に高校で非履修の科目を補うことだけではリメディアルの概念は捉えきれない｣と指摘 している｡

さらに､荒井 (1998)は､｢大学教員たちが リメディアル教育 (補習授業)を実施 してみて分かったのは､高校段

階での未習組の多さではなく､むしろ学生たちが学んだ高校教育と大学教育の不離であった｣､｢教員たちの意識を調

べた調査では､最近の学生が ｢高校 レベルの知識 ･能力｣に欠けているのではない｡むしろ､｢知的好奇心に乏 しい｣

と感 じている教員がはるかに多かったのである｣と述べている｡

以上で､荒井 らが述べているのは､大学における学びに関する問題の解明が､知識の有無といったレベルの問題だ

けから行われている限界であろう｡ ここから､学習方略や学習態度､学習意欲といったものの差異の観点から高等学

校と大学の接続ということを捉え直すことの重要性が明らかである｡ 本研究では､以下､ある集団の中に了解されて

いる､学業に対する考え方､方略､学習意欲のあり方などを総称 して学業文化とすることにして､分析を進めたい｡

例えば､高等学校までは､とにかく暗記をする､すぐに返ってくる成績に関するフィー ドバックを参考にする､一

夜漬けをする､偏差値など相対的な自分の順位を気にする､教師に質問しに行きやすい､教師が手取 り足取 り教えて

くれるなどといった学業文化が存在 している｡ こうした高等学校で習得 した学習方略や学習態度､学習意欲のあり方

は､高等学校での教育や大学受験においては有効であっただろうが､大学に入学すると､それらは､有効でなくなっ

たり､逆にマイナスに働いたりすることが考えられる｡つまり､大学に入学 してからは､自分でレポー トなどのテー

マを設定する､自分で受講する科目を決定する､ゼ ミや実験を除けば､基本的には教師は不親切である､教師との心

理的距離が遠い､授業時間が長い､出席をそれほど重視 しない､テス トのフィー ドバックがない､評価の基準があい

まいである､自分の相対的な位置が分からないなどというような高等学校の学業文化とは異なった学業文化に直面す

ることに伴う問題である｡ このことについて､楠見 (1995)は､大学生に対して受験勉強が学習に及ぼす影響につい

て尋ねている｡ その結果､肯定的影響として､効果的学習法や暗記法といった学習法の獲得､自己管理能力の獲得が

あげられたが､一方､否定的影響として暗記志向などの学習法のゆがみがあげられた｡また､この肯定的影響にして

も学習の目的がテス トから研究に変わると､学習技能の変更が必要になるとしている｡

そのような中､高等学校時代の学業文化からの脱却で苦 しんでいる学生 もいるのではないだろうかO暗記や一夜漬

けといった方略が無効になったり､頑張ってもそれがすぐには成績に表れなかったり､まわりが代返をしたり､カン

ニングしていたりして､自分の頑張りが無駄に覚えてしまいやる気がなくなるなど､相対的成績重視の受験文化を引

きずっているといったことも考えられよう｡また､高等学校時代のような仕方で頑張ってもすぐに成績に表れないと

いうことによって､自分が評価されていないと感 じる学生もいよう｡逆に､大学の学業文化を否定的に捉え､大学に

おいても､試験を重視する､大学での学習を大学院入試のための学習と捉える､資格取得のために大学そのものから
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は出て剖lr｣学校に行 くというように､疑似的な高等学校の学業文化を求めたり作り出したりする学生 もいるかもしれ

な い ｡

こうしたことについて､藤原 (1981)は入学への帰属意識から大学生を分類 しているが､そのうち､高等学校まで

の受験勉強のパターンを踏襲 して､表面的にはもっとも大学生 らしく､授業にまじめに出席 して単位をとる群 は､

｢授業にでること｣に限られた ｢大学｣-の同一化をしていると言う｡ このように､全面的に大学生 としての自己を

確立 しないという戦略で､大学の学業文化との出会いをやり過ごすということも考えられよう｡ また､山地 (1991)

は大学生の学習観について半構造化面接により検討 している｡その結果､学習観として､自己決定感､学習過程､目

標の差異により､遂行志向､課題志向､過程志向という3つの学習観を柚出している｡このうち､遂行志向型の学生

は､相対的に受験勉強にポジティブな態度を持ち､大学でも試験を意識 しているという｡

基本的には､高等学校までに身につけてきた学業文化が大学の学業文化によって相対化され､新 しい学業文化に参

入 してゆくことが求められていくのであるが､そうした ｢通常のルー ト｣にのらない､のれない学生がいることも以

上のことから明らかなのである｡ 大学の新入生が高等学校までに身につけてきた学業文化を､大学に入学 してからど

のように変容させているのか､あるいは変容に失敗 しているのかということは､その学生の大学における長期的な学

莱-の取 り組み方と学業の成果を規定すると思われる｡高校生は､大学に入学すると､その学業文化の差に関 して驚

いたり､ス トレスに思 ったり､あるいは歓迎すべきものとして受け止めたり､様々な反応を示すであろう｡ そして､

それらにうまく対処することによって､大学の学業文化に自らを合わせてゆくと考えられる｡ 逆に学業文化に失望 し

たり､ス トレスと感 じたことにうまく着いてゆけないと､大学における学業を半ば放棄 したり､高等学校時代までの

学業文化に固執することが考えられる｡ ここから､高等学校で習得 した学習方略や学習態度､学習意欲のあり方を､

大学の学習システムに合わせて変化させてゆく過程について詳細に検討することによって､その過程を援助 し､｢通

常のルー ト｣にのせていく､ もしくは､その補償システムを整備 していくときに必要な知見を得ることができるであ

ろう｡

以上から､本研究では､大学での学習方略の構築には､高等学校から大学-の移動に伴う学業文化変容が影響を及

ぼしているのではないかと考え､大学での学業に関することで高等学校と異なって驚いたこと､いやだと思 ったこと､

いいなと思 ったことは何か､さらには､それらのことによって自らがどう変わったかについて､質問紙調査をおこな

う｡ さらに､大学側がどのように学習環境を整備するべきかについて考察を加える｡

尚､本研究は､以上の課題についての予備的考察を行うものであり､今後数回にわたって本紀要で成果を展開する

こととしたい ｡ 今回の報告はその第 1報である｡

方 法

被調査者 京都大学 2回生で､日本の高校を卒業 している学生150名

学部別内訳

文学部 1名､教育学部 1名､法学部 2名､経済学部17名､理学部39名､医学部 3名､薬学部 5名､工学部74

名､農学部 8名

高校卒業年別内訳

1993年 1名､95年 2名､96年 9名､97年56名､98年81名､不明 1名

調査時期 1999年 5月

質 問 紙 自由記述方式で､以下のような内容であった｡

1.(丑 あなたが､高校から大学に進学 して､勉強の仕方や授業のあり方､その他学業に関することで､教官や

まわりの学生や大学の対応などを見て､高校と違 っていて驚いたことは何ですか｡

(診 その驚いたことによって､あなたの学業への態度､方法､意欲などはどうなりましたか (上の回答に対

応させてお答えください)0

2.① あなたが､高校から大学に進学 して､勉強の仕方や授業のあり方､その他学業に関することで､教官や

まわりの学生や大学の対応などを見て､高校と違 っていていやだと思 ったことは何ですか｡

(塾 そのいやだと思 ったことによって､あなたの学業への態度､方法､意欲などはどうなりましたか (上の
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回答に対応させてお答えください)0

3.① あなたが､高校か ら大学に進学 して､勉強の仕方や授業のあり方､その他学業に関することで､教官や
I

まわりの学生や大学の対応などを見て､高校と違 っていていいなと思 ったことは何ですか｡

(診 そのいいなと思 ったことによって､あなたの学業への態度､方法､意欲などはどうなりましたか (上の

回答に対応させてお答えください)｡

手 続 き 京都大学全学共通科目 ｢｢大学｣あるいは高等教育論｣を受講 している2回生に回答を求め､ 2週間後

回収 した｡

結果と考察

● ｢驚いたこと｣について

学業に関することで高校と違 って ｢驚いたこと｣に関する集計結果を表 1に示す｡まず､放任主義や自由であるこ

とに驚いた学生が22名いた｡また､そのことによって､興味のあることについて勉強をさらにおこなう反面､興味の

ない授業に出なくなるという傾向がみられた｡さらに､授業に出たくなければ出なくても良いという点をあげた学生

が20名いた｡そのことによって､自ら勉強 しようと思 う学生 もいれば､意欲がなくなってゆく学生 もいるようである｡

これらのことは､高校まで時間に縛 られ､管理されていたことの影響であろうが､自分で学習するという効果をもた

らす反面､自由の中でどのように学習するべきかという戦略を見つけられていなかったり､見っけている途中にある

学生の存在がうかがえる｡

また､時間割を自由に決めることができることに驚いた学生が11名いた｡今まで時間割については､自己決定によ

る選択がなされることが少なか?たことによるものであろうが､このことによっても､学習の意欲を高める学生 もい

る反面､興味ある科目以外のことを遮断 して しまう学生 もいた｡

次に､授業に出ない人が多いという点をあげた学生が11名いた｡またそれにつられて授業に出なくなった､という

学生が 4名いた｡学校は一定の行動を要求される場所であり､周りの児童 ･生徒の行動を模倣することによってすべ

き行動とそうでない行動が明確になるのであるが､大学においてもこのことがあてはまっていると言える｡

さらに､教官が学生の理解度に関係なく授業を進めるという点をあげた学生が8名いた｡また､教官に教える情熱

がない点をあげた人が8名､難 しい内容や抽象的な内容を扱 うという点をあげた学生が 7名いた｡当然これ らのこと

によって授業に出る意欲がそがれる学生が多いのであるが､中には自分で勉強する意欲を出す学生 もいるようである｡

続いて､ 6名が学生が多いということ､ 5名が自分で勉強するという色彩が強いこと､同 じく5名が教室の出入 り

が自由であることをあげていた｡ このうち､自分で勉強するという色彩が強いという点に驚いた学生でも､学業-の

構えが高校時代とあまり変わらなかったり､なかなか勉強に励 もうと思えなかったりする学生がいることか ら､高校

と違 った環境に移行 しても､学習の仕方を変えにくい様子がうかがえる｡

●｢いやだと思ったこと｣について

学業に関することで高校と違 って ｢いやだと思 ったこと｣に関する集計結果を表 2に示す｡いやだと思 ったことに

ついては､まず､やる気のない教官が多いという点を17名の学生が指摘 していた｡さらに､教官が学生の理解度を考

慮せず授業をするという点について､10名の学生が記述 していた｡ これらのことによって､学習意欲をなくす学生が

いる反面､自分で勉強するというようになった学生がいた｡続いて､教官の存在が遠いという点を5名の学生があげ

ていた｡そしてそのことによって学生は授業か ら遠ざかっていくようになったと言える｡

このように､いやだと思 ったことの上位には､教官に関することがあげられている｡ 学習指導要領で学習内琴がはっ

きりしていたり､検定された教科書 も存在する高校までの段階は､どちらかというと､教育内容は､精選されており､

生徒の社会化に必要だと考えられており､さらに受験という場における交換価値があると社会的にも認知された知識

を､システマチックに伝達 していたと考えられる｡ ところが､大学､特に教養教育の授業においては､一般的な価値

が認知されておらず､交換的な価値 もないような知識を伝達することになる｡ ともすれば､教師自身が､学生に分かっ

てもらわなくても良いという気持ちを抱 きがちであろう｡その結果､学生を自主的に勉強するという方向に導いてい

ることは､皮肉なことである｡
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表 1 学業に関することで高校と違っていて驚いたこと

驚 い た こ と そ れ に よ っ て ど う 変 わ つ た か

放任主義､自主性を重んじること (22名) ･出たくない授業は出なくなった

･やりたければ好きなだけ勉強できる

･遅刻などが多 くなった

･勉強は自分でするものだと思 うようになった

･ノウ-ウがなく､路頭に迷 う

･興味のない授業には出ない (2名)

･縛 られるよりはまLと思 った

･興味の有無が講義の出席にダイレク トに影響

･自分 も1回生のときは学業になげやりであったが､ 2回生になると

心の中でいろいろ葛藤があり､前向きに取 り組み初め､授業 も面白

くなった

･好 きな科目には参加するが嫌いなものはしない

･当初はやる気に満ちていたが今は卒業することと専門科目以外勉強

の意欲ない

･自分がやりたいこと学びたいことができてよい

･授業によって勉強する時間に差がついた

･さらに勉強 しなくなった

･大学に入った頃はのんびりしていたが､そろそろ勉強するかという

気になった

･特になし

授業に出たくなければ出なくていい (出 ･自分で勉強するようになった

席をとらない)こと (20名) ･そのうち出なくなってしまった (3名)

･放任だと逆に積極的に学業に取 り組めた

･それでいいと思 った

･テス ト前だけ勉強するようになった

･意欲がなくなった

･語学以外出席 しなくなった

･興味ないものは欠席

･興味ある授業だけ出るようになった (2名)

･出なくてもいいという意識が出てきたが､まじめにしなければ､と

思 うようになったo

･自分で (友達と)がんばる

･必要な授業だけ出席 し､退屈な授業には出席 しない

･堕落 していつた

･初めは出席するものと思い出ていたが､だんだん出席することと理

解することを切り離 して考えるようになった

･入学 した頃は学業への意欲はあつたが消えてしまった

･出たい授業に出るようになった

･周 りがやる気がないので､自分も流された

授業に出ない人が多いこと (11名) ･つ られて出なくなった (4名)

･堕落 しないよう心がけた

･特に変わらない

･その程度でいいと思 っている

･大学では自発的にやらねばと思 った

･興味のあるものや出席の必要があるものだけ出るようになった

･出る授業と出ない授業がはっきりしてきた

･あまり変わっていない

時間割を自由に決めることができる (秤 ･興味を持 った科目が選べるが､家で机に向かわなくなった

きな授業を選べる)こと (11名) ･興味を持つ分野に集中できる

･興味のない学業をしない

･単位拾得が思わしくなかった
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驚 い た こ と そ れ に よ っ て ど う 変 わ つ た か

･勉強やクラブにめりはりをつけて集中できるようになった

･学習意欲のわく授業を登録

･興味を持 って臨めるので､前向きに授業に参加するようになった

･自分の好 きな学問に多 くの時間を費やすことができるようになった

･自分の専門以外の授業は単位さえとれればいいと考え られるように

なった

･楽 しい学校生活が送れるようになった

教官が理解度に関係なく授業を進めるこ ･授業は単位をもらうためのものになった

と (8名) ･無気力になった

･教科書を見て自分でやればいいいと思 うようになった

･授業に出なくなった

･専門的で役に立つので出席するようにしている

･当初は好きな歴史関係の授業 も出ようと思 っていたがやめて しまつ

た

･ひたすら写 してフォローした

･結局自分で勉強するしかない重要だと改めて意識 した

教える情熱､感覚がない教官が多いこと ･学業-の意欲が減退 した

(8名) ･授業に期待 していない

･自分に必要なことだけ勉強するようになった

･興味があつても､授業に出ず､ 自分で勉強する

･理解できない授業は面白くなくなっていった

･一種のあきらめを感 じた

･教師に教えてもらっていてはいけないと思 った

･やろうやろうと思 ってもついついなまけて しまう

授業内容が難 しいこと､抽象的 (説明せ ･授業が理解できない

ず使 う)なことが多いこと (7名) ･考えるのもいやになった

･テス トの情報を充実させる

･意欲がなくなった

･当初は興味を持とうとしていたが､時間の無駄

･説明のわかりやすい授業には出るが､そうでないものは独学

･自発的な勉強

学生が多い､大人数講義であること (6 ･まじめに受けないと取 り残されると思 う (2名)

名) ･なるべ く早めに教室に行 く

･黒板が見えなかったり､声が聞こえなかったりして､意欲が低減

･どっちでもいい

･特に変化なし

自分で勉強するという色彩が強い こと ･能動的な勉強に変わっていった

･(,5名) ･それほど差はない

･分かっていながらなかなか勉強に励 もうと思えない

･科目によって勉強する程度が変わった

･勉強量は高校のときより減つたが､教官にあまり頼 らず､自分で勉

強するようになった

教室の出入 りが自由であること (5名) ･それが普通だと思 うようになった

･戸を開ける音など気になった

･まわりのことは無視 して､自分のことだけに集中するようになった

･自分はそういう風にはならなかった

荏 :｢それによってどう変わったか｣については､複数回答の者､無記名の者がいたので､示 した人数 と回答数

が合わない場合がある
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表2 学業に関することで高校 と違 っていていやだと思 ったこと

いやだと思 ったこと そ れ に よ っ て ど う 変 わ つ た か

やる気 (教える気)のない教官が多いこ ･自分白身で勉強するようになった (2名)

と (17名) ･やる気をなくした (3名)

･いらだちを覚えた

･授業に出る気が起 こらない

･どう勉強 していいのか分か らず､意欲がなくなる

･その教官の授業を欠席するようになった

･理解できない授業はどんどん面白くなくなっていった

･自分の勉強は自分でするものだと思 った

･授業に出なくなり自分でがんばるようになった

･こちらもそれなりの態度で授業を受ける､ もしくは受けない

･かなりの意志を持 っていないと勉強できないと思 った

･授業には出ずテス ト前に教科書で勉強 している

･あまり授業に出ることは少なくなり､出ても高校のように真剣に聞

いた科目は少ない

･教官-の期待感がなくなった

教官が学生の理解度を考慮せず授業をす ･出なくなった講義 もある

ること (lo宅) ･自習をして補 う

･自分で調べたりずるが､投げやりになった教科 もあった

･自分で教科書で勉強 したり友達に教えて もらって理解するようにし

た

･授業に出なくなった

･いやな授業は出ない

･自分で勉強するしかないと思 うようになった

･自分でするようになった

･授業に出ないと分か らないので出るようにしている

･授業に出ても分からなくなり出席する意欲 も失せ､自分でやるしか

なかった

授業時間が良いこと (5名) ･適当に自分で休憩 して授業を受ける

･集中力が持続できず眠 くなるので､授業に出ても出な くて も同 じだ

と思 うようになった

･すべての授業に出ることができなくなった

･1コマの間ず つと授業を聞 くのは難 しくなった

･集中力や意欲がなくなった

教官の存在が遠いこと (5名) ･気軽に質問できなくなった

･授業を受けたいという意欲がおこらない

･授業から遠ざかりがちになる

･授業-の参加度が少 し減 った

･授業に出なくなった

単位をとらなくてはならないこと (5名) ･狭い勉強 しかできない

･興味のない授業は他の人に任せてテス ト前だけ勉強するようになつ

た

･単位を取 るテクニックを覚えた

･変わらない

･興味より単位のとりやすさで講義をとるようになった

単位さえとれればよいという雰囲気があ ･自分 も結局楽にとれる科目を多 く登録 して しまう (しか し面白くな

ること (5名) い講義 も少ないので仕方ない)

･とは言 っても単位は必要なので自分のやりたい講義をいかに選択す

るかが人事

･やる気をそがれる
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いやだと思 ったこと そ れ に よ っ て ど う 変 わ つ た か

･学力が及ばないという現実により全部自分の力でとれたとは言えな

荏 :｢それによってどう変わったか｣については､複数回答の者､無記名の者がいたので､示 した人数 と回答数

が合わない場合がある
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表 3 学業に関することで高校と違 っていていいなと思 ったこと

いいなと思 ったこと そ れ に よ っ て ど う 変 わ っ た-か

自分の興味ある科目の授業が受けられる ･興味を持 った教科の勉強はやる気が出た (2名)

こと (24名) ･積極的に授業に参加できた

･ある--部の授業に意欲的になった

･興味があるものなので楽 しく受講できる

･好 きな科目なので集中 して授業を受けられる

･興味のない分野-の関心は薄れたが､興味ある分野に関 しては本を

読んだり調べたりすることも増えた

･自分で選んだ授業は楽 しんで受けることができるが､決められてい

る授業はやる気がおこらない

･自分がやりたい勉強に関 しては､他のものに比べて意欲がすごく出

てくる

･自分なりに勉強するようになった

･興味ある科目にしぼつて勉強できるようになった

･興味のもてる授業に関 しては一層興味を持って取り組めるようになつ

た

･おもしろそうな､役に立ちそうな､教科によっては単位が取れそう

な講義をとるようになった

･最初行 くときは､意欲を持 って行 くことができた (しかし授業が長

いのでだんだん意欲はなくなってきた)

･別に変わらない

･好 きな授業は､他の友人が出る出ないに関係なく出席するようになつ

た

･やる気が出る

･好 きなことに関 しては楽 しいので授業-の意欲 も増えるがそうでな

いことには冷めてしまう

･好きな授業には出るが嫌いな授業にはあまり出席 しなくなった

･授業を面白いと感 じる機会が増え､学業-の意欲は増 した

･高校までの勉強はわけも分からず仕方なしにやるものだつたが､大

学では自分のためにしているという実感がもてた

･興味のある講義には出席する

･自分にとってこれから必要な科目を勉強 しようという気になった

･期待通 りの授業をやってくれる時間は欠かさず出席し､ノートもしっ

かりとった

授業はある程度自由に選択 (時間割をく ･出る授業はまじめに出る

むことが)できる (15名) ･自分の選んだ授業には意欲的に取 り組めた

･特定の授業に関 してアクティブなグル-プができる

･面白い教官の授業には積極的に参加するようになった

･自分の専門分野以外でやりたいことや興味あることを学ぶことがで

きる

･興味を持てることができるので授業に出る気力 も出た

･興味を持つものや､以前からやつてみようと思 っていたことにとり

くみやす くなり､また自分のペースで活動できる

･いろいろな講義に出席 したりして､少 しは自分から求めてゆく姿勢

になったと思 う

･工学部はB群は増加単位となるため､今ひとつ授業を受ける気にな

らなかった (興味はあつたが出席は持続せず)

･興味のあることについていろいろと知ることができて面白い

･それほど苦痛 もなく学べたし､期待外れのものも我慢 して受けて結

果的に知識を得ることができてよかつた

･いろいろな科目を勉強できた

･自分の趣味をさらに発展させるのと同時に苦手なものをあえて受け

なくてすむ
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いいなと思 ったこと そ れ に よ っ て ど う 変 わ つ た か

授業に出席 しなくてよいこと (13名) ･教え方の下手な人の授業をわざわざ受ける必要がなくなり､前より

も自分で勉強 しようという気が してきた

･授業の進度を人に聞いて､勉強は自分でやるようになった

･出る授業と出ない授業を選ぶようになった

･あまり授業に出ていない

･なるべ く講義に出るようにするが､必修科目であつても面白くなけ

れば出ない

･学業だけでなく､学業以外のこともいろいろやつてみようと思 った

･より充実 した時間の取 り方､使い方を考えることができる

･自分の好きなことに打ち込めるようになった

･勉強 したい教科でも､後回 しにしたりとか自分のやり方で勉強でき
る

･大学にあまり行かなくなった (2名)

･自分にとって必要な授業､不必要な授業や興味のある授業､単位の

ための授業と分類 し､授業に出るかどうかを決めるようになった

･どんどんさぼるようになった

自由であること (10名) ･失せた

･情報収集､計画たてて熱心になった

･怠惰な生活を しないよう自分を律することの必要性を強 く感 じた

(2名)

･勉強させられているという感 じが全 くなくなり､すべて自分の責任

で自分がやらなければと思 うときにやることができ､時間を有効に

使える

･自分で勉強するようになった (2名)

･単位の取得と科目の理解が別物だと気づ くのに1年かかったため､

今年からはまじめに勉強 しようと思 った

･変わらない

･教科書のみならず関連の分野の文献の読書量が増えた

自主性が尊重されていること (7名) ･やりたいことができるので勉強に関 して積極的になった
･広 く浅 くつめこまれる高校と比べて､自身の関心のある分野を専門

的かつ自主的に掘 り下げてゆこうという気になった

･楽な方向へ走 って しまい､自分の自主性のなさを痛感 した

･大学をあくまで ｢道具｣のように用いて､ある意味大学を無視 して

やりたいように勉強するようにしている

･そのおかげで日頃の危機感が出てきたが､ぎりぎりの線で勉強する

くせがついた

･様々な分野があることに気づいて少 し学問にたいして積極的になつ

た

･特になし

勉強の大部分 は本人 しだいであること ･やる気を持 って講義を聴ける

(_6名) ･自分で好きな分野を深 く最新研究まで進めることができるので光栄

･自分で勉強 しようと思 った

･あまりやる気がでない

･よりいっそう勉強 しなくなって しまった

･特に変わらない

自分の興味あることだけ勉強できること ･興味を持 ったことにす ぐに取 り組めるようになった

(6名) ･けっこうやる気になった

･これが理想的だと思 うが､現在は単位をそろえる方に重点を置いて

いる

･自分のやりたい分野についてもつと勉強 したくなる

･興味のない授業は行かなくなり､興味以前の学問についても話が分

からないからといってあきらめがちになり､また逆に自分は何の学
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驚 い た こ と そ れ に よ っ て ど う 変 わ つ た か

汁 :｢それによってどう変わったか｣については､複数回答の者､無記名の者がいたので､示 した人数と回答数

が合わない場合がある
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次に､授業時間の長さ､甲位の必要 性､単位さえ取れればという雰囲気をあげた学生がそれぞれ 5名いた｡ これら

は､時間や単位というような､比較的自由な大学での学業生活において､強制としてはたらくものに関することであ

る.高校時代に持 っていた､大学はあまりにも自由だというイメージからの反動であると言える｡ これ らの高校との

違いによって､意欲がなくなる方向に変化 したという学生が多い｡授業時間や単位の問題についても､改善の余地は

大 きい｡ しか し､90分授業の見直 しは考えられても､大人数講義を余儀なくされており､学生の動機づけの状態も様々

な中で､単位制度に代わるような､学生を評価する方法は､考えにくい｡

● ｢いいなと思ったこと｣について

学業に関することで高校 と違 って ｢いいなと思 ったこと｣に関する集計結果を表 3に示す｡いいなと思 ったことに

ついては､まず､自分の興味のある科目の授業が受けられるということを24名の学生が指摘 していた｡さらに､授業

が自由に選択できるという点を15名が言及 していた｡また､授業に出席 しなくていいという点をあげる学生が13名､

漠然と､自由であるという点を指摘 している学生が10名いた｡さらに､ 7名が自主性 という点､ 6名が勉強は本人次

第である点､同 じく6名が自分の興味あることだけ勉強できる点をあげていた｡

いいなと思 ったことにより､どう変わったかということに関する記述から､そのような自由さによって､意欲がわ

く反面､自由をどのように統制すればよいのか分からず､悩んでいる姿が伺える｡ また､興味のある授業とそうでな

い授業がはっきりとするだけでなく､高校の時と異なって､授業に出る出ない､勉強するしないというように､興味

がはっきりした行動に影響 している点が指摘できる｡

●｢状況｣としての大学

以上見てきたように､自由さと教員のやる気のなさにいわばカルチャ-ショックを受けている学生が多いようであ

る｡学生は､授業の選択や出席などについて自由を享受 し､興味ある科目については自由に勉強 しようという意欲を

出す反面､自由にのみ込まれてしまうことも多いと言える｡ また､特に大学教師に関する不満が多いようである｡学

業に関する環境が､ きちんと構造化されず､機能 していないということに対する驚きや不満の中で､サークル活動や

遊びと､興味ある分野の学習の問で揺れ動いているということであろうか｡

これらの記述は､高校と大学の学習環境の違いの現れであると言えよう｡ 授業のなされ方や教師の面倒見､成績の

算出法や成績の価値､出席の扱いなど､あらゆるシステムが高校と異なること-の驚きや怒 り､喜びが表れている｡

したがって､学生は必ず しも高校のように､成績などの評価に悩んだり喜んだりとか､多量な学習内容を効率的に処

理するようなことに悩んだりしているのではないと言える｡

高校と大学で学習環境が違 うということは､この 2つの学校種での､学生に望まれる､学習環境の質や利用の仕方

が違 うということである｡すなわち､上でみたようなことは､高校と大学の問の､必要とされる ｢学習方略｣の差異

によるものであると考えられる｡高校では､システマチックに構成された教科を教科書を使 って教え､教師も教える

内容､教え方をはっきりと認識 していると言える｡そこでは､生徒 も､系統的に教科書を読んだり､記憶や反復練習

などの学習方略を用いることが暗黙の了解になっている｡学習結果に関する評価も客観的に算出される｡学習方略が

ある程度､限定されていることが多いのである｡

一方､大学はいわば ｢日常世界｣に近いと言えよう｡ 高校までは､学習指導要領に沿 って系統的で総合的な知識が

効果的に与えられるが､大学では､｢いろいろなものごと｣の中から吟味 し選択 し､さらに法則化､理論化 してゆ く

という､プロセスが大きく存在する｡ 授業はそのとっかかりに過ぎない｡学習の時間もきっちりと構造化されておら

ず､学習方略は様々であり､学習方略自身を見っけることも必要になってくる｡

市川 (1995)は､知的行動を研究する立場として､行動主義､認知主義､状況主義 という3つの立場を示 している｡

これらは､いわば研究者の持 っている学習観であるが､研究者の対象とするフィール ドによっても､ これらの立場の

うちどれが有効かが変わってくると考え られる｡ 徒弟制度などのもとでの学習は状況主義的アプローチがよいであろ

うし､ある程度 システム化され統制された状態では､認知主義が有効であろうし､さらには､反射などの純粋に生理

的な行動や､低年齢の子どもの行動変容には行動主義が有効であろう0

このように考えると､高校までは､ここでいう行動主義や認知主義 といったものが対象とする行動が重要視されて
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いると考えられる｡成績や受験といった目標､さらには記憶や数式などの一定のパターンの反復などが重視される｡

なければならない｡

もちろん､高校における総合的学習や総合学科の新設は､意義深いことと言わねばならないが､あくまで現在､高

校で重視されているのは､宣言的知識や手続き的知識の習得である｡さらに､ここで述べている高校とは､一部の進

学校について顕著にあてはまるものかもしれないが､高校ではあれほどの豊富な内容を身につけなければならないの

で､行動主義や認知主義が扱 ってきたような､いわば ｢状況｣ぬきの方略が多用されていると言えよう｡ 英単言吾帳の

反復読みや歴史の年号暗記術などは典型的なものである｡ただし､状況ぬきと言っても､大学受験や定期試験や高校

の授業という ｢状況｣は存在 しており､そうではない日常的な ｢状況｣は存在 しないということである｡｢行動主義｣

や ｢認知主義｣がス トレー トに有効なほど､高校では統制的な学習がおこなわれているということである.

また､初等 ･中等教育段階において､｢問題解決学習｣がなされてきているが､今日おこなわれている ｢問題解決

学習｣は､｢問題｣の設定者と ｢解決｣推進者が分離 しているという指摘 (清水､1995)があることか ら考えると､

初等 ･中等教育段階において､問題を兄いだしたり作り出したりすることは､現状では難 しいと言えよう｡

他方､大学では､問題を兄いだす方略を含めた学習方略自体も自ら考えなければならない｡そのことが前提 となっ

て大学が存在 していると言える｡ 大学では､いわば､ツリー上に構造化された知識の利用から一歩踏みだし､ リゾー

ム的､ネットワーク的な知識の選択と統合が課題となる｡その場合､例えば本を読むときには､どのような本を組み

合わせて読むべきかといったことまで戦略に入れて読む本を選択 しなければならない｡

また､それにともない､学業上のス トレス源 (ス トレッサー) も異なってこよう｡ 桜井 (1996)は高校生のストレッ

サ-尺度を作成 している (表 4)が､その内容は､今回の ｢いやだと思 ったこと｣の調査とは少 し質の違 うものであ

る｡高校段階の学業ス トレッサ-は､評価されることに関するス トレッサーが多い. したがって､学業ス トレッサ-

への対処方略 も異なってこよう｡ 次の試験でがんばるとか､周囲にはげましてもらうとかいう対処はあまり意味をも

たなくなると考えられる｡

このように､高校までに経験 し､身に付いてきた学習方略や学業ス トレッサ--の対処方略は､大学に移行すると､

あまり有効ではなくなって しまうと言える｡ 駒林 (1994)は､学校知学力の特性 として､ ヴァナキュラーな学 び

(｢日常の必要を満足させる｣学び､｢固有の能力 ･欲望 ･関心に関わる｣学び､｢自立的で非市場的な､交換という考

えに動機づけられていない｣学び)ではないという点をあげており､｢受験手段性｣と ｢学校課題性｣ をその内実 と

してあげている｡そして､このうちの ｢学校課題性｣により､解法パターンなどの手続 き的知識を学習するという

｢隠れたカリキュラム｣が作 られてゆくことを指摘 している｡ このような学校知学力が､高等教育にまで持ち越され､

大学生の学習の困難性 として現れている可能性は大きい｡

● ｢状況｣性の強調の必要性

以上のように､大学と高校で必要とされるべき学習方略や学業ス トレッサ--の対処の差が異なるということで､

大学に移行 した後のスムーズな学習が困難になっている可能性がある｡ これは､大学においては､学ぶべき学習内容

というようなものも決まっていないし､自ら資源を利用 して意味を発見 してゆくということなしには､学習が成立 し

ないことによるものであろう｡ ところが､大学では､資源となるべき環境が､整っていても､それを初めて利用する

学生､最近まで高校生だった学生にとっては利用 しにくい形で存在する｡いわば異文化の中に放 り込まれて､どのよ

うにふるまってよいか､何が価値あるものか分か らない状態にあるのである｡ そのような中で､学生が ｢意味｣を作

り出すような場を､大学は用意する必要がある｡

そこで､大学においては､｢状況｣(J.Lave,E.Wenger,1991)の中で意味を作ってゆくという ｢状況｣的な環境

を整備 し､｢状況｣の中で学んでゆくという特性を強調する必要がある｡ ここでは､そのような特性を ｢状況｣ 性 と

呼ぶことにする｡｢状況｣性を強調するからといって､単なる状況にまかせているのではなく､大学教員も､｢状況｣

の設定､すなわち学生が学業的活動をおこなうための リソースの設定をする役割があると言えるのではないだろうか｡

ここで大学において必要とされる ｢状況｣というのは､大学の講義室や研究室のみを指すのではなく､学問的な状

況やさらには社会全般の状況を含むものである｡｢意味｣を兄いだせる状況である｡ もちろん学生の興味や関心の存
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表 4 高校生の学業ストレッサ- (桜井 (1996)より学業関係のス トレッサ-､あるいは学業に関連する可能性の

あるス トレッサーを抜粋)

一生懸命勉強 しているのに､成績がのびなかった

大学入試 (受験)や将来のことが気になった

自分にかかってくるプレッシャーがきつかった

進路や自分の適性などについて考えた

先生や家の人から期待されるような成績が取れなかった

忙 しくて本当にしたいことができなかった

遊ぶ時間がなかった

志望大学の偏差値が自分の偏差値よりも高いことがわかった

先生が丁寧にわかりやすく教えてくれなかった

試験や成績のことが気になった

｢受験､受験｣とまわりがうるさかった

授業の内容や先生の説明がよく分からなかった

｢いい大学に入れ｣と周囲の人がうるさく言 った

勉強と部活動の両立が難 しかった

人が簡単にできる問題でもできなかった

受験戦争の渦中にいるのが嫌になった

勉強が大変だった

進路の選択について考えた

授業がつまらなかった

試験勉強がつらかった

宿題の量が多かった

勉強上の努力が認められなかった

おこづかいが少なかった

勉強のことで失敗 した

通学に疲れた

家の人や先生から ｢勉強 しろ｣と言われたり､それらしい態度をとられた

自分に自信がなくなった

自分の能力や性格などについて考えた
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在が前提であろうが､それらは ｢状況｣があってこそ学びに移才了できると考えられる｡ 貝体的には､以下のようなこ

とが考えられよう｡

｢状況｣性を強調するには､｢対話｣を保証することがまず必要であろう｡ これは､ディベー トにあ りがちな､勝

負を決定 したり､大きな声を出す人が言い負かしたりするような種類のものではなく､｢多声性｣ を保証するもので

なければなるまい｡山住 (1997)は対話を､｢異質な観点や経験の異なる理解という複数の枠組みをす り合わせてい

くようなコミュニケーション｣であるとしているが､このような ｢すり合わせ｣により､｢状況｣が生 まれて くると

言える｡-もちろん､実際の対話場面だけでなくインターネットなどのメディアも有効性を発揮するであろうOまた､

多人数講義を余儀なくされる場合でも､教員と学生､あるいは学生と学生の問の何 らかのコミュニケーションによっ

て ｢状況｣が生まれてくる可能性が大きくなろう｡ 特に､高校までの学習は､一人でおこなうものであるという認識

が強 くあると思われるので､学生同士の ｢対話｣を保証するために､ レポー トなどの共同作成や､授業後の ｢対話｣

の時間など､何とか工夫する必要がある｡いずれにせよ､学生がこれまで生きてきたコンテクス トと学習内容の ｢す

り合わせ｣の努力が大学教員には必要になると考えられる｡

また､｢状況｣の中で知が構成されてゆく瞬間に教官 も学生 も立ち会ったり､また､そのような瞬間の話をおこな

うというようなことも重要であろう｡ これは ｢正統的周辺参加｣(J.Lave,E.Wenger1991)の設定であるとも言え

る｡ また､これと関連 して､最新の話題､まだ評価が定まっていない話題についても触れることによってこ先に述べ

た ｢対話｣を促進することにもなろう｡

さらに､｢状況｣に開かれているためには､硬直 した思考や､評価にさらされ硬 くなった身体を解 きほぐせるよう

な雰囲気作りも必要であろう｡評価されない､点数化されない発言を保証 しなければなるまい｡そのためには､｢教

室｣の構造や教員の立ち位置も､場合によっては変えなければなるまい｡黒板やOHPなどの道具や､それらの使い

方 も吟味 しなければならない｡

また､特に教養教育段階で求められることであろうが､大学教員にも広 く社会の中で自分の専門分野 はどのような

位置を占めるか､どういう ｢状況｣の中で必要となっているのかを認識 し､授業で語ることも重要であろう｡ そのた

めには､授業の中で､参考になる文献や映像､図書館や資料館などを明らかにすることによって､ この授業がどのよ

うな学問的背景や社会的背景の中でおこなわれているのかを初歩的に示すことになる｡また､教官自身がなぜその専

攻分野を選んだかといった､自己開示 も必要になろう｡

次に､目の前にいる学生はどのような文脈で目の前に座っているのかということを考える必要がある｡どのような

世代なのか､どのような高校時代を送 ったのか､どのような勉強をしてきたのか､というようなことに留意する必要

があろう｡

さしあたって以上のようなことが考えられるが､｢教官がやる気がない｣ といった学生の批判は､大学 において

｢状況｣性を作ることの難 しさと､作る努力の しにくさの反映であるとも言えるだろう｡ 具体的に大学教員が ｢状況｣

性をどのように作っていくかは今後の課題である｡

このように､大学の授業において ｢状況｣性が有用ならば､授業分析の視点としても､｢状況｣性が重要なものに

なって くる｡また､その際には､大学授業における理想的な ｢状況｣性とはどういうものかということと､さらにそ

のような ｢状況｣性の抽出をおこなう方法はどのようなものであるかという議論が必要になってくるであろう｡

●高校独自の意義､大学独自の意義

高校と大学の接続を考えるにあたって､スムーズな移行 という点だけでなく､それぞれの意義を考え､現状と比較

する必要がある｡ 高校 ･大学での現状と大学独自の意義は上に述べたので､ここでは､高校独自の学業の意義につい

て考える｡

学業的な活動一般において､｢状況｣性はあるに越 したことがないといえる｡ しか し､｢状況｣性があったとしても､

個々の場面では､システマチックに整理された知識や記憶などの認知的方略が必要なのは言 うまでもないことである｡

高校においては､中学までの段階で末習であるが､基本的である学習内容が数多 く並んでいる｡ それ らは､｢状況｣

性がある場面で､｢状況｣性をうまく意味あるものに料理するための基礎となるべきものである｡ また､｢状況｣その

ものを察知する基礎ともなるべきものである｡ そのような基礎の上に､大学での ｢状況｣性は生かされると言えよう｡
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さらに､高校までのように決められた学習内容をすべて ｢状況｣の巾で教えるのは､現実的に難 しいという問題 もあ

る｡

もちろん､現在の高校の学習においては ｢状況｣性はまだまだ必要であろうし､逆に大学においても記憶や反復学

習といった学習方略は必要であり､問題は程度の差であると言えるが､このようなことは､高校と大学の接続を考え

る際に､あまり考えられなかったことである｡初等 ･中等段階を対象とした教育心理学などでよく用いられる ｢内発

的動機づけ｣という言葉 も､｢そこではあさらかに何をやるかのその対象はすでに最初から前提にされている (浜田､

1998)｣と言え､何をやるかということ自体は ｢内発的｣な力には任せていない｡ このようなことは､大学に移行す

るとさらに問題となってくるであろう｡

したがって､高校においても､｢状況｣性の導入が必要となるが､｢学ぶべきこと｣が学習指導要領で決定されてお

り､それが社会で受け入れられている限 り､大幅な ｢状況｣性の導入には無理が生ずるであろう｡ 従来のような例え

ば数学の計算問題の反復のようなことによって､基礎学力がつ くという考えもあろう｡ したがって､｢状況｣性を適

宜入れつつ､社会によって､高校で学ぶべきであると認識された知識の習得をおこなうということになろう｡ これは､

学習内容の高度化と過密化とその妥当性､大学入試の現状などさまざまな問題をはらんでいて､結論が困難な問題で

あろう｡

●高校と大学の間

以上のような議論から､高校から大学に移行 して､学生は学びの方略を自ら作 り変えていくという作業が必要にな

ると考え られる｡ このような作業を助けるのに､大学がこれまで､あまり_労力をつぎこんでこなかったのではないだ

ろうか｡高校から大学への移行による､学習方略上のつまずきについては､高校は大学に任せ､大学は高校のせいに

して､ というような状態があるのではないだろうか｡さらに言えば､近年の予備校の様々な企画を見れば､予備校が

それを引き受けているとも言えるくらいである｡

これまでのことは､すべての高校､大学にあてはまるものなのか､さらにはすべての学部にあてはまるものなのか､

ということはここでは論 じられなかった｡京都大学に入学者を多数出す高校は､自ずから限定される｡ また､事情は

教養教育課程と専門課程でも異なってこよう｡ 無意識的に､筆者 らがおこなったり､ これまで受けてきたりした､人

文科学系の授業を念頭にしているのかもしれない｡ したがって個々の議論では､あてはまらないケースがあるのかも

しれない｡

しか しながら､一般的に言 って､大学において ｢状況｣性を排除するならば､そこに残るのは､何を学んだらよい

のか分か らない状態と､暗記や反復というような学習方略のみ しか残 らないであろう｡

以上のように､高校と大学の接続には､学習環境の違いと､それに伴 う､必要 とされる学習方略の違いが影響を及

ぼしていると考えられる｡今後､高校 と大学の問の溝を埋めるためには､知識 レベルの接続に目を向けるだけではな

く､大学における ｢状況｣性の意識的な導入と学習方略の構築の支援という視点 も重要であると思われる｡
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