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教養系理科科目の授業改革 

高畑悟郎１） 中村弘明１） 望月隆二２） 池上健司２） 小澤誠３） 中尾和三３） 

 

（１）はじめに 

1990 年代前半までは、高校の物理、化学、生物の３科目は充分とまでいかなくとも、そ

の基礎的な内容については、ほとんどの学生が履修してきた。しかし、1994 年から施行さ

れた学習指導要領以降、３科目を履修してきた学生は少数となり、物理や生物の未履修の

学生が多く入学するようになった。 

こうした事態に対処するため、それまでのクラス別授業を止め、2000 年（平成 12 年）

入学の第１年生より、基礎と一般に分けるコース別授業を実施してきた。さらに、2004 年

（平成 16 年）からは、高校理科の補習を目的とした自然科学演習を実施してきた。これら

の試みに対する教育効果を考察する。 

 

１）東京歯科大学生物学研究室  ２）東京歯科大学物理学研究室  ３）東京歯科大学化学研究室 

実施年 1963-1972 1973-1981 1982-1993 1994-2002 2003-

必修科目 4科目 基礎理科ま
たは２科目 理科Ⅰ ２区分にわ

たり２科目

基礎理科,また
は理科総合Ａ,
Ｂのうち１科
目を含む２科
目

必須単位 12単位 ６単位 ４単位 ４単位 ４単位

物理A(３) 基礎理科（６） 理科Ⅰ（４） 総合理科（４） 理科基礎（２）

物理B(５) 物理Ⅰ（３） 理科Ⅱ（２） 物理ⅠA（２） 理科総合A(２)

化学A（３） 化学Ⅰ（３） 物理（４） 物理ⅠB（４） 理科総合B(２)

化学B（４） 生物Ⅰ（３） 化学（４） 化学ⅠA（２） 物理Ⅰ（３）

生物（４） 地学Ⅰ（３） 生物（４） 化学ⅠB（４） 化学Ⅰ（３）

地学（２） 物理Ⅱ（３） 地学（４） 生物ⅠA（２） 生物Ⅰ（３）

化学Ⅱ（３） 生物ⅠB（４） 地学Ⅰ（３）

生物Ⅱ（３） 地学ⅠA（２） 物理Ⅱ（３）

地学Ⅱ（３） 地学ⅠB（４） 化学Ⅱ（３）

物理Ⅱ（２） 生物Ⅱ（３）

化学Ⅱ（２） 地学Ⅱ（３）

生物Ⅱ（２）

地学Ⅱ（２）

科 目

表１ 学習指導要領（高校理科）

注：斜体字の科目は、それぞれの科目のⅠまたはⅠＢを履修したのちに履修。（　）は単位数。
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（２）高校理科学習指導要領の変遷 

 1963 年度以降の学習指導要領の概要は表１に示した。 

1963 年度から実施された学習指導要領では、物理・化学・生物・地学の４科目が必修で

あり、戦後の高校理科教育が最も充実していた時期といえよう。これは、「現代社会におい

ては、幅広い理科的教養が必須である」という理念から、当時の学習指導要領が制定され

たとされている。 

しかし、その後は、学習指導要領の改訂の度に、必須単位は削減され、科目選択が拡大

してきた。これは、高校での総授業時間数の減少、授業科目の増加、「ゆとり」教育の導入

などによるもので、理科に限らず、殆どの教科に共通した傾向である。 

1973 年度から実施された学習指導要領では、「基礎理科または２科目の選択」が必須で

あるが、兵頭の調査によれば、『基礎理科』履修は少数（５％以下）で、多くは、物理・化

学・生物の３科目を履修していた。本学の入学者のアンケート（図１の 1982 年、1985 年

（既卒生））でも、物理・化学・生物はほぼ全員が履修していた。 

1982 年度から実施された学習指導要領では『理科Ⅰ』が導入された結果、物理・生物の

履修率は大きく減った（図１の 1985 年（新卒生））。ただ、『理科Ⅰ』（物理・化学・生物・

地学の基礎的内容を網羅している）が必修であるため、少なくとも物理・化学・生物の基

本的知識は全員が学んで入学してきた。 

1994 年から実施された学習指導要領では理科は 13 科目に増え、「２区分にわたり２科目」

という選択性が導入された。この結果、ほとんどの高校では、物理と化学、化学と生物と

いう履修パターンになり、多くの学生が、物理または生物をまったく履修せずに大学に入

学する事態となった。 
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図１ 本学入学者の高校理科履修率（学生アンケート）
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兵頭の全国調査では（2000 年）、『履修率は、物理ⅠB：30％、化学ⅠB:69％、生物ⅠB：

64％』と推定している。本学の入学者のアンケート（図１の 2002 年）でも、化学はほぼ全

員が履修していたが、物理、生物は 50～70％にとどまっていた。「大学入試センター試験

の日程が、理科については化学と地学、物理と生物が同時間帯に行なわれたこと」、「大学

側が入試科目の減少を行なったこと」なども、これらの履修パターンの増加・定着に大き

な影響を与えた。 

このような履修歴の学生が大学に入学しはじめた時、主に医療系・理工系大学の一般教

養担当の教員から、理科的素養の欠如を危惧する声が上がり、高等教育フォーラムによる

シンポジウム「日本の理科教育があぶない」が開かれた（1998 年）。そこでは、学習指導

要領の問題点が指摘されるとともに、受け入れ側の大学で何らかの対策を行なう必要性が

指摘され、多くの大学で補習などが実施されるようになった。 

2003 年度から実施されている現学習指導要領では、前学習指導要領の批判をもとに、『基

礎理科』、『理科総合Ａ』、『理科総合Ｂ』のうち 1 科目を必修にしたが、『未履修・必修漏れ』

のように、故意に履修しない高校も多数あることが判明し、大きな社会問題になっている。 

なお、医学部（主に国公立大学）では、高校での理科３科目履修の重要性に鑑み、2006

年度（平成 18 年度）の大学入試センター試験のスケジュール改定を機に、センター試験で

の物理・化学・生物の３科目受験を課す大学が増えてきている。 

 

（３）コース別授業の導入と評価 

１．経過 

本学での、理科科目の講義形式についての概要は、表２に示した。 

 

物　理 化　学 生　物

表２ 教養系理科科目の授業形態

第1学年(通年）：コース別（基礎・一般）

2004

2005～

年　度

第1学年(通年）～第2学年（前期）：クラス別（３クラス制）

第1学年(通年）～第2学年（前期）：コース別（基礎・一般）

第1学年(通年）～第2学年（前期）：
コース別（基礎・一般）

第１学年（通年）：自然科学演習2004～

～1999

2000～2003

第1学年（前期）：
コース別

第１学年（後期）：
クラス別
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1999 年度（平成 11 年度）までは、第 1 学年～第 2 学年前期は３クラス制をとっており、

物理・化学・生物の授業も３クラス制で行なわれていた。高校での未履修の学生について

は、個別指導などで対応していたが、1994 年から実施された学習指導要領を受けて、2000

年度（平成 12 年）入学の第１学年生より、基礎と一般に分けるコース別授業を導入した。

このコース別授業を導入するにあたり「教養科目と専門科目の統合カリキュラム」をテー

マとした作業委員会（９名）を設置して検討し、その結果を 1999 年（平成 11 年）７月の

「平成 11 年度教育ワークショップ」で発表した。 

2000 年度（平成 12 年度）は、高校での履修者を一般コース、未履修者を基礎コースに

分けたが、次年度より、入試での選択・非選択を基準にコース分けを行っている（基礎コ

ースから一般コースへの変更は認める）。なお、同年度より、第２学年前期に『細胞分子生

物学』が導入されたため、生物では 2004 年度からは、第 1 学年後期をクラス授業に変更し、

専門科目の準備を主眼とした講義を行なっている。 

 

２．評価 

【物理学】 

図１にあるように、1990 年頃までは本学に入学してきた学生の 7 割以上が多少であって

も高校で物理学の内容に触れてきていたが、近年では多少なりとも物理を履修してした学

生の割合は５割程度となってきている。よって約半数の学生たちは物理的内容に中学理科

で触れた後全く触れていなく、中学理科の内容も忘れてきた状態で入学している。そこで

この状態を補完するために、2000 年度から上記のように高校で未履修である学生を基礎コ

ース、履修した学生を一般コースに分けて講義を行った。しかし高校で履修してきても受

験で使う予定がなかった学生は内容の理解が不十分である者が多い。そのため 2001 年度か

らは受験で物理学を選択した学生は一般コース、選択しなかった学生は基礎コースと分け

ている。他の理科科目も同様である。また、希望する学生には基礎から一般コースへの移

動は認めている。加えて物理学での特殊事情であるが、基礎コースを受講することになる

学生は例年 100 名程度になり、１クラスでは未履修の学生に効率よく講義するのが難しい。

よって、これを約半分ずつに分けて、基礎α・基礎βの約 50 名ずつの２クラスで講義を行

っている。基礎αは主に生物受験者、基礎βは主に化学受験者が受講する。基礎コースと

一般コースでは講義内容に若干の違いがあるので別試験とするべきであるが、本学の進級

基準との兼ね合いで不平等感を学生がもつ可能性もあるので、試験問題は同一としている。

生物と同じように自由選択制にしたこともあるが、一般の学生は基礎コース用の易しい問

題を選び、基礎コースの学生ばかりが難易度がわからず一般コース用の進んだ内容の問題

を選んでしまうという現象が起きてしまったので、現在では同一問題としている。一般コ

ースと基礎コースの定期試験における点数差（一般コースの学生の平均点から基礎コース

の学生の平均点を引いた数値）の推移を表したグラフを図２に示す。このグラフにあるよ 
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うに、常に一般コースの学生の平均点の方が高いが、その程度は年度ごとにばらつきが

大きい。これは一般コースの学生はここ数年 30 名程度と少ないので、一般コースの理解度

が年度ごとに大きく違う可能性がある。また 2002 年や 2003 年度など差がだんだん小さく

なっている年度もあるが、そのような傾向が見られない年度もある。基礎コースの学生も

1 年後期にはかなり物理的な考え方に慣れ理解もすすんできているが、1 年後期や 2 年前期

では放射線や電気など目に見えず想像力を必要とする内容を学習しているため、依然一般

コースの学生の方が有利となってしまうためであろう。しかし、差が大きくなるような傾

向もほとんど見られないので、未履修であった学生も講義についてきていると思われる。

これはコース別講義によるところが大きいであろう。 

次に年度毎の 1 年前期定期試験の不合格者率を図３に示す。徐々にではあるが、不合格

者率が下がってきているのが分かる。2003 年度までは 30％程度だったのが、過去３年くら

いは 10～20％程度で、2004 年度は 0％である。これはコース別講義のため理解が進んだこ

図２　物理学期末試験のコース別平均点差(満点：10点）
　　（一般コース）－（基礎コース）
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ともあるが、本学の偏差値が上がり理解力のある優秀な学生が増えてきた影響も大きいで

あろう。また 2004 年度は特に自然科学演習を導入した年で、その効果が大きかったと思わ

れる。このことについては「（４）自然科学演習の導入と評価」でまた触れる。 

 

図４には学生からのアンケート結果が示されている。物理学に関しては、7 割以上の学

生がコース別講義を希望していることがわかる。高校物理の履修が不十分な状態で大学に

入学してきた学生たちにとって物理学はいろいろなところで理解につまずきやすいため、

コース別のように高校物理の履修が不十分な学生用の講義が非常に有意義なのだと思われ

る。実際、コース別講義に満足している人の割合が理科三教科中で最も高いことが図５よ

りわかる。 
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図  ４　希望する授 業 形 式 （学 生 アンケート n=102）
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【化 学】 

入学してきた学生の高校での理科履修率は、ほぼ全員が化学を履修していたが、近年は

全く履修しない学生が入学している。その学生に合わせた授業内容が求められており、履

修者が多い中で、少数の未履修者がいる授業のレベルを、どこに合わせるか苦心している

（図１）。 

 化学を受験科目とした入学生を一般コース、他を基礎コースとして教務がコースを編成

し、４月中に学生の希望で基礎から一般へのコース変更を認めている。年により偏りがあ

るが、多くて十数名で、物理受験者の化学履修者が主な変更者である。基礎コースの講義

内容は高校化学の内容・レベルが主であり、未履修者を念頭に置いている。一般コースで

は講義内容項目は基礎コースと変わらないが、難易度はやや高い。 

 基礎コースと一般コースでは講義内容に若干の違いがあるので個々に問題を作成すべき

であるが、進級との関係で不平等感が生じるおそれがあるため共通問題と選択問題として

いる。選択問題は一般コースと基礎コースの問題を２題ずつ出題している。しかし一般コ

ースの学生が基礎コース用の易しい問題を選択し解答するという課題がある。 

 コース別講義の評価については担当者が代わり、コース別授業実施時からの資料がない

ため評価することができないが、コース別講義についての学生のアンケートでは６割がコ

ース別を希望し、授業形式については６割が効果があったと回答しているが、物理・生物

と比べて低い値であるので、授業内容・レベルを検討し改善していかねばならない（図４，

５）。 

 

【生物学】 

基礎コースの学生は、高校での生物が未履修か不十分な履修歴であるので、専門科目を

受講する前に、少なくとも高校生物の知識を習得する必要がある。したがって、講義内容

の多くは、高校生物の内容・レベルである。一方、一般コースの学生は、生物Ⅰ（ⅠＢ），

Ⅱは履修し、なおかつ入試のための学習を充分に行なっているので、より進んだ内容での

講義を行なっている。 

担当者が、講義内容の難易度を学生に合わせられる利点がコース別授業にはある。しか

し、本学のように、全員が国家試験の合格を目指す学部では、必然的に成績下位の学生の

底上げが主眼にならざるをえない。 

基礎と一般コースの期末試験の平均点差は、年度によって異なるが、2000～2002 年度（平

成 12 年度～14 年度）の調査では、第 1 学年後期で差が縮まり、第 2 学年前期で再び拡大

する傾向がみられたが、その原因は不明である。平均点差は、過去７年間で、最大で 1.9

点、最小で 0.3 点であった。（全平均点差は 0.9 点：10 点満点）（図６） 
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コース別講義の効果・評価をすることは、さまざまな要因があって難しいが、ひとつの

指標として、期末試験の不合格率を比較してみた。（図７） 

1997 年度（平成９年度）以降の第 1 学年前期末試験の不合格率をみると、1999 年度以前

のクラス授業時では、20～40％であったが、コース別授業導入以降では、10～20％で、こ

こ３年間は 10％以下である。試験形式が、クラス授業時では、同一問題（必修）であるが、

コース別授業では、多問題からの選択であり、単純に比較はできないが、教育効果は現れ

ていると考えられる。 
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本来は、期末試験においては、基礎・一般コースそれぞれの講義内容を必修問題とする

のが最善であるが、本学の進級基準では不公平が生じるので、次善の策として、基礎・一

般コース双方より出題した問題から選択をする方式をとっている。この方式では、一般コ

ースのほとんどの学生は、一般コースからの難しい問題を選択せず、基礎コースからの易

しい問題を選択するので、一般コースの学生の到達度を判定するのは、困難である。 

コース別講義についての学生アンケートでは、約 70％の学生が効果を認めているが、後

期のクラス別講義では約 50％に下がる（図５）。 

学生が希望する講義形式は、約 50％がコース別であるが、物理や化学に比べ、その比率

は少ない（図４）。 

 

（４）自然科学演習の導入と評価 

2000 年度からコース別授業を実施したが、充分な学力の履修には時間的に不足していた。

特に、演習の授業が不足していた。そこで、2004 年度より新たに、物理・化学・生物での

演習時間を確保するために、自然科学演習を導入した。 

【物理学】 

物理学では、毎回プレテストを行い、合格者はその場で退出し、不合格者のみを対象と

した補習・ポストテストを行っている。テスト範囲は４月の初めに公表しており、テスト

問題も過年度の問題を予習用に教育用 Web に掲載している。この予習用問題を使って予習

してくる者も少なからずいるようである。プレテストの時間は学生に必要なだけ取らせて

いるが大体 20 分～25 分程度で十分なようである。非常に基礎的な問題のため合格ライン

は８割程度にしてあるが、その時々で下げることもある。なぜなら、効果を上げるため補

習は出来るだけ少人数にする必要があるので、不合格者を可能ならば約 15 名以内にな

るように調整するからである。 

図 ８ ( 1 )  物 理 学 2 0 0 3年 度  第 1学 年 前 期 試 験 点 数 分 布
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物理学は高校で履修していない学生も多く、その場合中学理科以来の内容となる。その

ため、物理学でよく使う数字の表し方、ベクトルなど数学的内容から始まって、講義で習

った基本的内容の復習までを演習で行っている。 

第 1 学年前期定期試験不合格者率（図３）を見ると、自然科学演習を導入した 2004 年度

以前は不合格者が 20～30％であったが、導入後は 10～20％と不合格者率が激減したことが

わかる。ここ 10 年ほどで不合格者が 0 であった年度はこの 2004 年度だけである。また 2003

年度と 2004 年度の第 1 学年前期定期試験の結果も図８に示す。2003 年度は 2 点から 4 点

くらいまでの低い点数をとる学生が 10 人程度いる。このような傾向は 2003 年度以前から

あった。しかし 2004 年度は 0 であり、それ以降も 2 点程度の低い点数をとる学生はほとん

どいなくなった。自然科学演習の効果がでていると思って良いであろう。 

  学生アンケートでは、約 70％が効果ありとしている。一般コースの学生にとっては易し

すぎる問題もあるので、効果に疑問をもつ学生の中には一般コースの学生が多くいると思

われる。 

 

【化 学】 

化学でも他教科と同じように毎回プレテストを行い、合格者はその場で退出し不合格者

のみを対象とした補習を行っている。シラバスに沿った内容で出題しているので、化学未

履修者には４月に高校の教科書を入手し予習しておくように指導している。プレテストの

時間は 15 分～20 分程度であるが必要なだけの時間を与えている。合格ラインは６割であ

るが難しい問題の場合は合格点を下げ、約 15 名以内になるよう調整し全員が理解するよう

図８(2) 物理学2004年度 第1学年前期定期試験点数分布(満点:10点）
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に努めている。 

不合格者には未履修者が多くなるが補習を通して担当者と個人的に親しくなり不明な授

業内容等を研究室まで質問に来たり、合格点をとっても自主的に補習を受講する学生もい

る。 

学生アンケートでは約６割が効果ありとしているが物理・生物と比べて低い値であり、

今後検討し改善しなければならない（図９）。 

 
【生物学】 

生物では、他科目と同様に毎回プレテストを行い、不合格者のみを対象とした補習を行

なう事により、学習意欲を持続させる狙いがある。テスト範囲は１週間前に通知し、プレ

テスト時間は７分～10 分、問題は 10 問で、合格ラインは 50～60 点である。合格者は退室

でき、不合格者は補習を受ける。最後に、ポストテストを行う。 

自然科学演習の導入前は、期末試験前にのみ学習する学生がほとんどであったが、導入

後は、毎週継続的な学習を行なうので、期末試験にも良い結果が出ていると思われる。 

学生アンケートでは、約 70％が効果ありとしているが、効果に疑問をもつ学生も約 30％

あり、今後改善を要する（図９）。しかし、この演習は“基礎生物学の授業内容の理解に

必要な基本事項を習得すること”が行動目標の一つであることから、成績上位の学生にと

っては、既知の事項が多く物足りない内容になっているはずである。“効果なし”の意見

の大多数が、成績上位学生から寄せられたものならば、それは授業の性格上、止むを得な

い部分でもあると考えられる。 
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図 ９　自然科学演習について（学生アンケート n=102）
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