
高大接続の視点から見た高等学校教育の在り方

山村　滋
(大学入試センター研究開発部教授 )

  大学入試センターの山村です。

今までのご報告の中にも、レジュ

メを拝見いたしますと必ずといっ

ていいほど高校と大学接続、大学

入試の問題が各ご報告者の方々の

中に取り上げられていましたが、

私の方は高大接続の視点から見た

高等学校教育の在り方について考

えてみたいと思います。

 まずこの辺はもう皆さんよくご承知でしょうが、高校教育あるいは高大接続にか

かわる背景として大きく３つ指摘できます。１つは教育政策ですね。これは個性尊

重、選択の奨励、学校の週５日制といったことがあげられると思います。こうした

動向に対して学力低下が危惧（きぐ）されてきたことも、皆様御存知のことと思い

ます。それから２番目の要因として大学入試ですね。これは 1990 年代ごろから進

められました大学入試の多様化、これは別の言い方をしますと軽量化、それぞれ入

試科目を減らすということで軽量化というような言い方もできると思います。それ

からこういうことに対しまして、国大協は学力低下の危機ということで、５教科７

科目を 2004 年度より実施したという経緯があります。それから３番目に人口動態

的な問題として少子化ということが

あげられると思います。これに対して

高校は、生き残り策としての１つとし

て進学実績を上げる、あるいは大学の

方も学生を確保することが非常に重要

な課題になってきているというわけで

す。 それで本報告の課題ですが、以上

のような背景の下での高校の実態、大

学入学者の実態を明らかにし、今後の
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教育の在り方、課題を考えてみたい

と思います。なお今回の報告ではレ

ジュメの最後に、レジュメの注の１で

お示ししましたが、各種の調査データ

に基づいております。これにつきまし

ては、ここにもいらっしゃる大学関係

者、あるいは高校関係者の方に、いつ

も調査には大変好意的にご協力いただ

きまして、本当に感謝しております。

この場をお借りして深くお礼を申し上げます。なお若干分量が多いので、途中省略

させていただきますことをご了承ください。それでは、中身に入っていきたいと思

います。まず「多様な入学者選抜の実態」ですが、これ（図１）は大学ランク別に

偏差値で４つに分けて切ったものですが、これをご覧いただくと分かるように、大

学ランクが、１が一番上の方ですが、これが下がりますと、どんどん推薦入試とか

ＡＯ入試による入学者の割合が増加していく。推薦とＡＯ、あと内部進学というの

もありますが、これらの割合が増加していくという傾向がはっきりと出ております。

次に、「高校の教育課程の変化と実態」につきまして、履修量、これは学習量に

読み替えられるかもしれませんが、まずここから見ていきたいと思います。総履修

単位数の変化ですが、これ（図２）は旧課程と現行課程の総履修単位数を、大学進

学率を４つに分けまして比較したものです。これをご覧いただくと分かるように、

進学率が40％未満ですと、例えば89単位以下、旧課程ですと約20％ぐらいでしたが、

これがずっと増えまして 80％まで達している。それに対して進学率 90％以上のと

ころを見ていただくと、例えば96単位以上はほとんど変わっていないということで、

総履修単位数の減少の程度は進学率が低いほど大きいということが言えます。この

ように進学率別に見た場合、現行課程の実施に伴い学習量の格差が拡大する傾向が

あるわけです。

もう１つ、次の図３は「補習等の

実施率」をやはり同じように進学率

別に見たものですが、進学率が低い

学校、図では「青」で示してありま

すが、相対的ですが進学率の低い学

校についてはあまり補習等は実施さ

れていない。また進学率 90％以上の

ところは下がっていますが、これは
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もともと正規の総履修単位数が多い

ということも関係して補習等の実施率

が下がっていると考えられます。この

ように正規の授業時間数に加えて補習

等を加えると、学習量の格差はより大

きいと考えられるわけです。次に、「６

教科の履修単位数」ですが、これにつ

いては時間の関係で省略させていただ

きます。以上より、高校生の学習量で

すが、学習量が現行課程の実施に伴い

まして減少しております。とりわけ進

学率の低い学校において、学習量が低

い、少ない傾向があるわけです。

　次に、「コース・類型分化と選択単

位数および履修内容」についてで、学

習内容の面から見ていきます。まず

「コース・類型分化」についてですが、

これは国公立と私立に分けて、旧課程

時ですが、それの学年別の類型数を見

たものです。これを見ますと、下は私

立ですが、私立ですと既に１年の段階

から約半数が、２類型以上です。つま

り、約半数が１年の段階から分化して

います。国公立ですと９割ぐらいは

「類型なし」になっておりますが、私

立ですと早くから分化しています。設

置類型数も、私立ですとこのように

「６から８」の学校もかなりあるとい

うことになります。この状況は現在

でも、変わってないと考えられます。

それにつきまして補強するデータ、

この図６と図７ですが、省略させて

いただきます。

次に、「選択単位数」図８ですが、
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これも旧課程時ですが、国公立と私

立に分けて、どのくらい選択ができ

るか、生徒が自由に選択できる単位数

はどれぐらいかを集計したものです。

これを見てみますと、私立ですとピー

クが「５－８」単位、それから国公立

ですと「９－ 12」単位と、「13 － 16」

単位というところにピークが来ており

ます。ということは、１科目４単位と

しますと、生徒が自由に選択できる科

目というのは３～４科目になるわけで

す。このような程度でしかないのが一

般的ということになります。つまり選

択が奨励されていますが、それはコー

ス・類型に入りますと、各類型・コー

スでセットメニューに近い形になって

いる。あまり生徒自身が選択できるよ

うにはなっていないのです。もちろん

例外の学校はあるわけですけれども、

全国的に見るとこういうように言える

わけです。

 次に、「履修パターン」（図９）です

が、これは国語とか、地歴、公民、数

学、理科、英語につきまして、どうい

う科目を履修したかというのを大学入

学者に聞いたものですけども、これを

見ていただくと、非常にいろいろなパ

ターンがあるというのが分かると思い

ます。ちなみに、これは例の「未履修

問題」が発覚する前でしたので、例え

ば地歴で地理Ｂしか履修していないと

か答えている学生もあるわけです。も

ちろん今はこういうことはなくなって

いると思いますが。このように、これ
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は大学入学者の大学１年生に、高校で

どういう科目を勉強してきたかとい

うのを聞いたものですが、非常に多様

です。ということは言い換えますと共

通性が低いということになります。以

上、大急ぎで見てまいりましたが、高

校生の履修内容の特徴として、多くの

場合、高校２年までにコース・類型分

化しています。高校２年からコースと

か類型に分かれるということは、教科

書の関係から高校１年の９月ごろには

類型を決める必要があるというわけで

すね。それから、コース・類型内の科

目選択の余地は少ないということにな

ります。従って、高校多様化の理念で

ある「多様な生徒の個性尊重」に応え

る教育課程にもなっていないというよ

うに考えられます。

　次に、大学入試との関係を見てみ

たいと思います。これ図 10 は現行課

程に変わるときに、「教育課程編成に

あたって議論した高校の割合」につ

いて、「国大協によるセンター試験の

５教科７科目方針」と、「私立大学の

入試科目」に関して議論したかという

ことについて、高校の教務主任の先生

にお聞きしたものです。これを見ていただくと、国公立と私立で分けてますが、国

公立は、こちらは私立大学の入試科目と比べますと、また私立高校と比べますと、

国公立の方は私立大学の入試科目をあまり重視していません。それに対して私立高

校は、相対的なものですが、私立大学の入試科目も重視しています。それから国公

立高校の進学率 40％未満、図の「青」のところですが、進学率 40％未満ですとあ

まり大学入試については私立の高校に比べると重視していません。もちろん進学率

40％未満の高校からも大学入学者は出ていますが、それらの学校で、相対的な問題

ですがあまり大学入試というものを重視していないということで、大学で必要な学
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力が身に付きにくいということの背

景に１つこういうことがあるのでは

ないかなと思います。

　次に、「高校生の受験行動・特性」

についてです。これ（図 11）は「大

学受験の時に重視した事柄」につい

て、高校の偏差値ランクとの関係を

見たのです。「大学受験時に『受験科

目が少ないこと』をどの程度重視した

か」についてですが、「受験科目が少

ないこと」を、高校ランク４ですが、

「重視した」というのが半分です。

それに対して高校ランク１だと、「あ

る程度重視した」と「重視した」を合

わせると、７割ぐらいになります。ラ

ンク４ではあまり受験科目が少ないこ

とを重視していません。そもそも学科

試験を受けないということから、あまり受験科目について重視する必要がないとい

うように高校生は考えているわけですね。一方、ランク１では約７割が重視してい

るということで、これは受験科目が少ないという、ある意味で効率的な受験を高校

生は、受験生は求めていることで、これに対して高校はどうやって応えるかという

ことですが、受験のための効率的な教育課程編成をするという形で応えるのが１つ

の方法ではないかと思います。

次に、「『面接や内申書だけで入学できること』をどの程度重視したか」というこ

とです（図 12）が、これにつきましては、高校ランク４では「ある程度重視した」、「重

視した」と合わせますと６割以上に達してます。ただし、高校ランク１でも約４分

の１が重視しているという、こういうことも、これは昔と多分状況が変わってきて

るのではないかと思います。昔は、いわゆる進学校では推薦で入ろうという生徒が

少なかったのではないかと思いますが、今だとランク１の４分の１程度が重視して

いるということも、昔と変わってきているのではないかと思います。

次に、「教員から見た生徒の状況」ですが、「進学を希望する生徒には、受験のプ

レッシャーを感じている者が多い」ということを、進路指導の担当の先生に、先生

の高校はどうでしょうかということを聞いたものです（図 13）が、これも国公立と

私立で分けていますが、進学率が高いほどプレッシャーを受けている者が多い。進
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学率が 90％以上だと、国公立でこれ

だけ「非常にあてはまる」と「あては

まる」です。私立でもこれだけ「あて

はまる」ということですね。進学率 40

％未満で見ますと、国公立と私立を比

較すると、国公立の方がプレッシャー

を受けている者が少ない。このことは、

私立の方が大学受験を重視している

こと（図 10）と関連しているのでは

ないかと思われます。もう１つ、「進

学を希望する生徒には、推薦入試の

利用を望む者が多い」ということです

が、これは進学率との関係を見ます

（図 14）と、進学率が低いほど推薦入

試を望んでいます。例えば国公立です

と、進学率 40％未満の場合、「非常に

あてはまる」と「あてはまる」でほと

んど 100％に近いわけですね。私立で

も 90％以上に達している、「水色」と

「ピンク」で 90％以上に達している

ということで、進学率が低いほど推薦

入試を望む傾向があります。ただし、

進学率が 90％以上でも、国公立の約

４分の１、私立の約６割が望むという

傾向もあります。

最後に、ＡＯ入試・推薦入試の高校へ

の影響について触れたいと思います。残念ながら客観的なデータはないのですが、

これ（⑲）は高校の進路指導の担当の先生に、大学入試、あるいはセンター試験に

ついて、問題点とか課題について自由にお書きくださいという自由記述の中に書か

れていたものを拾ったものですけども、例えば「推薦、ＡＯ入試で合格した生徒は

一般入試の生徒に比して学習意欲も低下し、学力も低下して一般入試の生徒にとっ

て学習の妨げになっている。入学後の学力低下も著しいという大学側の評価も当然

である。」という意見があります。あとの２つも似たようなコメントがされている

わけです。問題点として大きく２つ指摘できると思います。まず１つ目は、合格者
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本人への悪影響です。学習意欲が低

下するということです。それにもう１

つ、周りの生徒へ、例えば一般入試の

生徒にとっても学習の妨げになってい

る、周囲の生徒への好ましくない影響

も与えていると、このような指摘があ

るわけです。もちろん別の側面として、

推薦あるいはＡＯがあるから大学に行

こうという意欲を、例えば専門高校の

高校生を中心に、そういう意欲を喚起

するという影響もあることはもちろん

あるわけですが、もう１つ、あまり好

ましくない影響としては、こういうよ

うな影響があるということになります。

以上をまとめますけども、１つ目は履

修量の格差が拡大していると、これは

学力格差の拡大につながっているだろ

うと考えられます。それから多様化、高校教育の多様化、大学入試の多様化により、

学習内容の共通性は希薄化へ向かっていると考えられます。つまり、この２つをあ

わせますと、縦方向を学力というものを取って、横方向に内容の差異化というもの

を取ったとしますと、イメージとしてはどんどん広がっている、拡散していると、

そういうようなイメージが描けることになると思います。

それから、３番目に「外的動機付けとしての受験圧力」ですが、進学率があまり

高くない公立学校にとっては受験圧力はあまり高くありません。それから、推薦志

向があります。学校も受験対策は、相対的にですが重視していないということで、

これは学力が身に付かないことの原因になっているのではないかと考えられます。

それから、進学率が中程度以上の学校ですが、受験圧力というのはある程度高いと

いうことですね。それがどこに向かうかということですが、これが受験シフト的学

習、少ない受験科目を選んで学習するという方向へ向かっています。それを可能に

しているのは入試の多様化、高校教育の多様化ということが、それを可能にしてい

ると考えられるわけです。なぜこうなったかということですが、もちろんこの１点

だけとは限らないと思いますが、大きな要因として、大学入試の多様化政策に対し

て、私立大学が学生確保の点から積極的に多様化を推進して、推薦とかＡＯ入試が

普及したということが指摘できるのではないかと思います。それから４点目ですが、
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「推薦入試・ＡＯ入試の高校教育への好ましくない影響」というものが指摘できる

と思います。

　最後に、若干ですけども、「高校教育の在り方・課題」について、私なりの意見

を述べさせていただきたいと思います。１つは、ほかの先生方のご報告にもありま

したけれど、教育内容の共通性を高

める必要があると考えます。そこで大

きく問題になってくるのはやはり大学

入試ということでして、細分化した大

学入試というのが、いくら高校教育の

内容の共通性を高めようということに

なりましても、大学入学者選抜が細分

化されているとなかなか難しいという

ことになります。そこで、今年入試セ

ンターに戻ってこられた荒井先生が言われていることですが、大学の入学者選抜単

位を大括り化することが必要だというように思います。それから、高校教育の水準

維持装置としては、学力試験、入学試験があまり十分に機能しなくなってきたとい

うことで、それにかわる水準維持装置を作る必要があると思います。

それで、現実には中長期的なことになると思いますが、高校成績の共通的な評価

基準、外的な評価基準を作ることが必要だと考えます。諸外国の例などを見ますと、

水準維持装置としてそういうものがある所が多いわけで、入試というものがもはや

水準維持装置として機能しない状況では、何らかの外的な評価基準というものを作

る必要があると考えております。それから、高大接続テストというのが議論されて

いますが、私はむしろＡＯ入試や推薦入試での合格者に対しては、センター試験を

必受験化するということを提案したいと思います。レジュメに書きましたけども、

使い方に関しては各大学に任せるというのが現実的ではないかと思っております。

時間が過ぎましたのでこれで終了させていただきます。どうもありがとうございま

した。
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�������� 5298 �����������������2007� 11�������� 53.5%
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