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プレースメントテスト(物理)と 

物理前期試験との相関について 

 

池上健司* 

 

１ はじめに 

 大学に入学してくる学生たちの学力格差は以前から問題になっていた。

さらに 18 歳人口の減少に伴い、現在はえり好みさえしなければ誰でも大

学に入れる「全入」時代で、学力の低い学生が増えてきたと言われている。

予備校などで大学の教育について行くためのサポートコースも存在し、本

学の学生でも利用しているものがいるようである。これに対応して、リメ

ディアル教育も一般的になりつつあり、本学でもリメディアル教育として

補習や演習を行い、学力格差に対応してきた。しかし今後は現状に加えて、

平成 27 年度から「脱ゆとり世代」が入学し始め、その後の数年は２つの

世代の混合に対応しなければならない。いわゆる「ゆとり教育」を受けた

世代の理科的基礎知識は教員の想像以上に少ない部分があることは以前

の報告 1)2)で触れた。一方、高等学校では平成 25年度入学生より新学習指

導要領が実施され、数学・理科は平成 24 年度入学生から先行する形で実

施されている 3)。この教育を受けた、いままでよりも高い学力をもつと思

われる「脱ゆとり世代」の第 1 年目が平成 27 年度の現役入学生たちであ

る。一方で旧指導要領に基づく教育を受けた学生も当然入学してくるだろ

う。よって今まで以上に大学新入生の学力格差が大きくなることが予想さ

れる。 

本学ではこの学力格差の問題に対応するためのさらなる対策として、平

成 25年度から、1年次で理科・数学・英語のクラス分けを行っている（理

科は 10年以上前から行っている）。そして、その参考のために 4月に新入

生に、物理・化学・生物・数学・英語の各科目のプレースメントテストを

行っている。このテストのうち、プレースメントテスト(物理)は、物理 (理
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科)の基礎的学力を測るための多肢選択型 28問の簡易な形式のテストであ

り、マークシートを用いて解答を回収する。本報告の目的は、このプレー

スメントテスト(物理)と 9 月に行った物理前期試験の結果を比較すること

で、プレースメントテスト（物理）の精度を確認すること、さらに今後の

教育に効果的な手段を見つけることなどである。 

 次章では、プレースメントテストの概要とその結果、前期試験の結果を

与える。3 章では、プレースメントテストと前期定期試験との相関をみる

ことにより、プレースメントテストの精度を確認し、今後の教育に効果的

な手段を議論する。4章ではこれらの結果をまとめる。 

 

 

2 プレースメントテストと前期試験の概要 

2.1プレースメントテストの時期や方法 

 平成 25年 4月に第一学年 129名にプレースメントテスト（物理）全 28

問に答えてもらった。第一学年は全員で 132名であるが、プレースメント

テストを受けられなかった学生 1 名、休学 2 名のデータは入っていない。

このプレースメントテスト（物理）は、答が分からない場合は分からない

を、分かる場合は選択肢から答を択一で選ぶ形式である。問題の内容は、

数学の用語・10の冪乗・簡単な単位換算・ベクトル・簡単な微積分・物理

（力学・熱力学・静電気）の基礎である。このプレースメントテストの結

果の高得点の学生から順に一般物理 32名、基礎物理α43名、基礎物理β

57名の3グループに分けられ、平成25年4月から物理の講義が行われた。 

 

2.2プレースメントテストの結果 

平成 25 年度でのプレースメントテスト（物理）の結果を図１に示す。

問題 1は数学の用語の理解を問う問題であり、問題 3～5は 10の冪乗の計

算問題、問題 6～11 はベクトルの問題、問題 12・13 は簡単な単位換算の

問題、問題 14・15は簡単な微積分の計算問題、問題 2と問題 16以降は物

理の基本（問題 2と 16～19は力学、20～24は熱力学、25～28は静電気）



の問題である。当然、10の冪乗の計算問題である問題 3～5は高い正答率

を示しているが、80％の正答率の問題もあった。計算が不得手の学生は試

験でも低い点数をとることは次章で示される。また、やはり高校数学で全

員が習っているはずの簡単なベクトルの問題 6～11 は 70％前後の低い正

答率となってしまっている。 

 

図１ 

 

 

図２ 

 

2.3前期定期試験の概要と結果 

前期定期試験の結果を図３に示す。前期定期試験は 60 分記述式の問題



であり、試験範囲は力学（エネルギー保存則まで）である。プレースメン

トテストは選択肢を選ぶ簡易なテストであるのに比べて、前期試験は非常

に基礎的な問題から少し難易度の高い問題まで含んでおり、プレースメン

トテストに比べて学生の学力を精度良く測定しているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 

 

 次章では、前期試験がそのときの学生の学力を精度良く測定している

ものと仮定し、これとプレースメントテストとの比較から、プレースメン

トテストを評価する。 

 

 

３ 考察  

プレースメントテストと前期試験の相関を考察する。以下では、プレー

スメントテストの全問題と前期試験との相関、分野別の相関（プレースメ

ントテストの物理部分と前期試験の相関、数学部分と前期試験の相関）を

考察する。 

 

3.1 プレースメントテスト物理（全問）と前期試験との相関 

前期試験（物理）との相関を表す散布図（図４）を示す。129 名の結果



であるが、散布図上では点がいくつか重なっていることに注意されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 

（プレースメントテストの点数別の前期定期試験の 

最低点付近に大雑把に直線を引いてある） 

 

両テストの間の相関係数は 0.42であり、かなり相関があったといえるだ

ろう。さらに、プレースメントテストで良い点をとった学生は例外なく前

期試験でも良い成績をとっている。また、プレースメントテストの点数別

に前期定期試験の最低点を見ると、散布図上でほぼ直線（図４の点線で表

された直線）上に並んでいる。散布図上でこの直線よりかなり上の位置に

現れているデータは、前期のうちに本人の努力によって学力を上げた学生

を表すデータであることが推測される。これらのことから、プレースメン

トテストは簡易なテストであるが、プレースメントテストの学力識別が信

頼できるものであると考えられる。 

プレースメントテストで下位から 57 名は、基礎βに振り分けられ、講

義を受けている。図４から分かるように、プレースメントテストではかな

り低い点数をとった学生たちのなかでも、前期定期試験で良い成績を取っ

ているものが多くおり、前述の直線から考えるにその伸びはかなり大きい

と推測できる。プレースメントテストによる、クラス分けが奏功したと判



断したいところであるが、比較するデータがないので何とも言えない。 

3.2 分野別の考察 

以下では、プレースメントテストの問題のうち、 

①純粋に物理的な内容の点数 

②数学的な内容の点数 

のプレースメントテストの２つの分野別に前期試験との相関をみる。 

 

3.2.1 プレースメントテスト物理（物理的な内容）と前期試験との相関 

プレースメントテストの全問題のうち、物理の基本的内容の理解を問う

問題 14問と、前期定期試験との間の相関を見る図５を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 

（プレースメントテストの点数別の前期定期試験の 

最低点付近に大雑把に直線を引いてある） 

 

相関係数は 0.38と、全問の場合と比べて弱くなっているが、それでもか

なり相関があった。図５の散布図から、プレースメントテストの物理的内

容で高い点数の学生は全員が前期定期試験でも良い成績を取っていると

分かる。一方で、プレースメントテストで低い点数をとっている学生にも



前期定期試験で良い成績を取っているものが多くいる。努力して伸びてい

る学生が多くいるということであろう。図５のプレースメントテストの点

数別に前期定期試験の最低点を見ると、3.1 節での図４よりもよりはっき

りと散布図上で直線（図５の点線で表された直線）が現れる。当然ながら、

プレースメントテスト物理（物理的内容）による物理の学力の測定は精度

がよいということが分かる。前述したように、この直線よりもかなり上に

たくさんのデータが存在するのは、4 月の段階では物理的な学力が低かっ

たものも前期のうちに伸びた学生が多いということであろうから、高校で

物理を履修してこない、もしくは受験科目として選んでいなくても、努力

により理解に達する学生が多いということであろう。入学時の物理的内容

の知識量は前期試験とかなり相関があるが、一方で苦労することはあって

も高校での未履修が致命的なハンディキャップにはなっていないと判断

できる。 

 

3.2.2 プレースメントテスト物理（数学部分）との相関 

プレースメントテスト全問題のうち、数学的内容（10の冪乗の計算・単

位換算・ベクトル・微積分）に関する問題 14 問と前期定期試験との相関

を示す散布図を図６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 



これらの数学的内容を高校までに履修していない学生はいないはずであ

るが、横軸のかなり広範囲にデータが散らばっている。数学的な内容も前

期の演習や補講で指導しており、もちろん数学の講義もある。そのためか、

プレースメントテストの数学的内容の点数が低くても、前期試験で高い点

数をとるものも多くいる。一方で、数学的内容の点数が満点のグループは

前期試験でも高得点を取っているが、数学的内容の点数が中程度のものは

前期試験で高い点数のものも低い点数のものも多くいる。実際、相関係数

は 0.31 とやや相関があるという結果で、プレースメント全問や物理的内

容との相関（図４，図５）に比べてさらに相関が弱くなっている。数学的

学力が高い方が前期試験（物理）でやや高得点をとりやすいと推測できる

が、物理的学力の高低と比べても、入学時の数学的学力の高低は大学物理

（力学）を勉強する上での大きなハンディキャップではないと言えるだろ

う。 

図６の散布図で注目すべきは、プレースメントテストの数学的内容の点

数が最も低い 3名が前期定期試験の点数もかなり低いということ（散布図

の左付近の３つのデータ）である。データ数が少ないので確定的なことは

言えないが、数学的な学力が極端に低い学生は物理の勉強に大きな困難を

生じることが具体的なデータから暗示された。数学の基本が足りないもの

は 4月に集中補習を受けることになっているが、そう簡単には補えないの

かもしれない。この結果から当然、数学のどの部分の内容が物理の学習に

影響を与えるかを見るために、計算・ベクトル・単位換算・微積分のそれ

ぞれと前期試験との相関を見るべきである。しかし、単位換算と前期試験

との相関係数は 0.13、微積分と前期試験との相関係数は 0.08 とどちらも

ほとんど相関がない。よって次に、計算とベクトルの点数の和（10点満点）

と前期試験との相関だけを見ることにする。 

 

3.2.3 プレースメントテスト物理（計算とベクトル）との相関 

 計算とベクトルの点数の和（10点満点）と前期試験との相関を表す散布

図を図７に示す。 



数学的内容全体と同じ程度の相関係数 0.31 であり、やや相関がある。

単位換算と前期試験との相関係数 0.13、微積分と前期試験との相関係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 

 

0.08に比べれば、かなり大きな相関係数である。数学の他の学力はともか

く、入学時に計算とベクトルの学力を上げると、より改善がみられる可能

性が大きい。実は、平成 25 年度から 4 月に計算とベクトルが低得点だっ

た学生を集中的に補習している。しかしこの分野のプレースメントテスト

で最も点数が低かった数人は前期試験でもやや低得点であるので、今後は

より工夫が必要だろう。 

 

４ まとめ 

今回の結果と考察から、プレースメントテスト物理はマークシートを用

いた簡易なテストであるにも拘わらず、学生の物理的学力を精度良く測っ

ていると分かった。 

また、高校で物理を履修してこない、もしくは受験科目として選んでい

なくても、努力により理解に達する学生が多く、入学時の物理的学力の低

さが前期試験(物理)で致命的なハンディキャップにはなっていないと分か

った。 

さらに、入学時に計算とベクトルの学力を上げると、より改善がみられ



る可能性が大きいと分かった。ただし、現在もこのための補習や演習は行

っており、より工夫が必要である。 
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