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   ＜あらまし＞  北海道大学の大学初年次理系実験（自然科学実験）を事例として，学生の実験に対

する取組姿勢と成績評価の関連性について検討を行った。その結果，遅刻やレポートの提出状況とい

った取組姿勢では，総合入試の方が良好であった。そして，取組状況が良好な場合は，総合入試の方

が成績評価が高いことが明らかとなった。ただし，取組状況が良くない場合は入試制度による差異は

見られなった。 
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１．はじめに 

北海道大学では，2011 年度から新しい入試制

度である「総合入試」を導入した。総合入試制度

は，文系・理系の総合入試枠で受験し，2年次の

進級時に，本人の希望と１年次の成績によって学

部に移行できるシステムである。入学後 1年間は，

学部専門科目は履修せず，幅広く教養科目や基礎

科目を学ぶこととなる。総合入試制度が導入され

た背景には，従来の学部別入試制度では，「特定

の学部にこだわらず北大に入ることを優先させ，

入学後も『本当に自分が学びたいこと』を見出せ

なかったり，『本当に自分が学びたいこと』と『所

属する学部で学べる内容』が合わず，悩んだりす

る学生も少なくない」（北海道大学アドミッショ

ンセンター 2012）といった問題があった。そこ

で，入学後にさまざまな分野の学問に触れること

で，このような入学前後における学部選択のミス

マッチを解消し，自分に適した学部・学科を見出

す制度が導入されることとなった。 

また，従来の「学部別入試（AO入試を含む）」

も並行して実施されている。2012 年度の入学定

員は，文系の学部別入試 525名，文系の総合入試

100名，理系の学部別入試 833名，理系の総合入

試 1,027名である。1年次学生は，全員「総合教

育部」に所属する。総合教育部は 52 クラス（文

系 15 クラス，理系 37 クラス）で編成されてお

り，1 クラス（約 50 名）には総合入試者とすべ

ての学部別入試者が混在している。 

本稿の目的は，北海道大学のすべての理系 1年

次学生の必修科目である全学教育科目「自然科学

実験」を事例として，総合入試者と学部別入試者

の差異に着目して，実験への取り組み姿勢と成績

評価の関連性を明らかにすることである。 

2. 自然科学実験の概要 

自然科学実験は，理系 1年次の必修科目であり，

科目履修生等を含めると，年間履修者は約 2,000

名である。学生は，物理系，化学系，生物系，地

球惑星科学系（地学系）から，希望するいずれか

の 2カテゴリを履修する。自然科学実験では，講

義により得た基礎知識を確実なものとし，実際に

手を動かし自然科学にじかにふれ，考えることに

より，理科の素養の実質的向上を目指している

（北海道大学自然科学実験編集委員会 2013）。

また，4 つのカテゴリに共通する科学的な考え，

自然に対する知見を養うことのほか，実験を通じ

て，一般的な器具・機械の取り扱い方や実験ノー

トの取り方，測定データの見方，データの処理方

法，レポートの体裁・書き方といった基礎的な技

術の習得も目的としている。 

成績評価は厳密な相対評価であり，成績の上位

から 15％が秀，50％が優，30％が良，10％が可

または不可としている。単位取得条件は，毎回の

実験毎の実験評価点（5点満点）と，毎回の実験

毎のレポート点（5 点満点）の合計が 72 点以上

（最高点は 120点）である。実験評価点は，レポ

ート未提出・遅滞，遅刻，授業態度，忘れ物，等
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により減点される。レポート点は，一定の履修グ

ループ人数ごとに，相対評価で採点を行っている。 

3. 分析 

2012 年の履修者 1,931 名（うち，総合入試

1,067名，学部別入試 864名。ただし再履修者を

除く。）を分析対象とする。本分析に先駆けて行

ったレポート点および成績評価に関する分析で

は，2011年，2012年とも，学部別入試による学

生よりも，総合入試による学生の方がレポート点，

成績評価がともに高かった（田島・田辺 2013）。

本報告では，入試制度の違いによる実験への取組

状況と，成績評価の関連性を検証するため，以下

の分析項目について，総合入試者と学部別入試者

の比較分析を行う： 

（1）取組状況 

（a）欠席した回数 

（b）遅刻した回数 

（c）レポートの未提出回数 

（d）レポートの遅れ回数（遅滞数） 

（2）成績評価（レポート点） 

（a）欠席回数による成績の差 

（b）遅刻回数による成績の差 

（c）レポート未提出回数による成績の差 

  （d）レポート遅滞回数による成績の差 

4．結果と考察 

分析項目（1）および（2）の結果を，表 1およ

び表 2へ示す。表 1は，項目（a）から項目（d）

について，入試制度別の該当する履修者数および

割合を示している。（b）は，2回以上に該当する

学生が少なかったため，「0回」と「1回以上」の

2区分とした。すべての項目において，総合入試

よりも学部別入試の方が，欠席回数等の割合が高

い。総合入試と学部別入試の同等性の検定を行っ

た結果，（a）は 10％水準，（b）と（c）は 5％水

準，（d）は 1％水準で有意であった。したがって，

入試制度による取組状況には差があるといえる。 

表 2 は，項目（a）から項目（d）について，

表 1 に示した各履修者毎のレポート点の平均値

と標準偏差を示している。すべての各項目におい

て，総合入試よりも学部別入試の方が平均値は低

い。総合入試と学部別入試の平均値の差の検定を

行った結果，「0 回」では 1％水準，「1 回」では

未提出回数および遅滞回数が 1％水準で有意で

あった。入試制度による成績評価には差があるも

のの，欠席回数や遅刻回数，遅滞回数等が多い学

生では，入試制度による差は見られなかった。つ

まり，遅滞回数等が多いような，取組状況が良好

ではない学生は，入試制度にかかわらず成績評価

も低いといえる。 

表 1 取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 成績評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. おわりに 

本稿では，北海道大学の大学初年次理系実験を

事例として，入試制度の差異の観点から，取組状

況と成績評価の関連性を検証した。取組状況は総

合入試の方が良好であり，また，成績評価も高い

ことが明らかとなった。ただし，取組状況が良好

ではない場合，成績評価に差は見られなかった。

今後も履修データを蓄積し，継続した比較分析を

行う予定である。 
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 （N=1,931)

総合入試 980 (91.85) 68 (6.37) 19 (1.78)

学部別入試 768 (88.89) 77 (8.91) 19 (2.20)

χ
2
値 χ

2
（2）＝4.98 *

総合入試 1,050 (98.41) 17 (1.59) -

学部別入試 838 (96.99) 26 (3.01) -

χ
2値 χ

2（1）＝4.39 **

総合入試 952 (89.22) 73 (6.84) 42 (3.94)

学部別入試 741 (85.76) 88 (10.19) 35 (4.05)

χ
2値 χ

2（2）＝7.07**

総合入試 853 (79.94) 131 (12.28) 83 (7.78)

学部別入試 621 (71.88) 138 (15.97) 105 (12.15)

χ
2値 χ

2（2）＝18.13 ***

***:1%有意水準，**:5%有意水準，*:10%有意水準．　数字は人数，（）内は％．

1回 2回以上

（a）欠席回数

（b）遅刻回数

（c）未提出回数

（d）遅滞回数

0回

 （N=,1931）

総合入試 3.33 (0.63) 2.98 (0.55) 3.18 (0.74)

学部別入試 2.98 (0.63) 2.80 (0.56) 2.78 (0.62)

t値 11.57 *** 1.96 * 1.68

総合入試 3.31 (0.63) 2.69 (0.52) - -

学部別入試 2.97 (0.62) 2.64 (0.65) - -

t値 11.93 *** 0.29

総合入試 3.36 (0.60) 2.91 (0.63) 2.71 (0.76)

学部別入試 3.02 (0.61) 2.61 (0.55) 2.43 (0.63)

t値 11.28 *** 3.27 *** 1.77 *

総合入試 3.39 (0.61) 3.12 (0.58) 2.71 (0.55)

学部別入試 3.06 (0.59) 2.78 (0.66) 2.59 (0.59)

t値 10.46 *** 4.42 *** 1.73

***:1%有意水準，*:10%有意水準．　数字は平均値，（）内は標準偏差．

（c）未提出回数

（d）遅滞回数

0回 1回 2回以上

（a）欠席回数

（b）遅刻回数


