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目的
本研究の目的は、薬剤師養成課程における選択必修科目の一群である「地球環境学」と「環
境衛生学」における授業評価手法の妥当性の確認と改善の探索を行うことである。そこで、
成績評価手法の在り方を論じ、必修性の高い成績評価を適正に行っていることの説明責任を
公開の議論として示すこととした。そのため、本研究からすると第三者にあたる本学教育学
部教員を第四執筆者として筆者に加えた共著の形をとった。
第一の目的として目標管理（PDCA サイクル）（1）に基づいた発想に立ち、従来の授業に
おける成績評価の手法を＂評価（Check）＂しつつ、大学における専門職養成としてより望
ましいものに＂改善（Action）＂する余地を議論する。大学における専門職養成を使命とす
る場合、学生の専門職に就きうる学力（2）の確保は授業科目の必要条件である。専門職に就
きうる学力とは、就実大学薬学部において、薬剤師国家試験およびその前提となる卒業・進
級判定という収束的思考（3）における成績の確保がまず挙げられる。また、収束的思考の特
にマークシート試験の点数を確保する力の確保だけを大学は目指すものではなく、いわゆる
ディプロマポリシーやカリキュラムポリシーに定められるような、人間性や社会性もあわせ
た対人関係能力や、既習の収束的思考力を活用し思考や判断、表現を行っていく力としての
拡散的思考力、後の学習と職業キャリアを自ら発展させていく学びの意欲も必要である。特
に薬剤師という専門職のキャリアを見通した場合、専門職間における高度な科学的根拠を交
えたコミュニケーションとともに、非専門家であるクライアントへの＂簡単にして要を得た＂
説明を果たす力なども、
＂職に就く力＂と同様に必要な＂学力＂となる。そのような場面では、
一つの答えや選択で完結しない拡散的思考力のある表現や説明の仕方のトレーニングが授業
であり、授業の成績評価に重要になる。そこで筆頭著者は授業評価において収束的思考によ
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る選択問題とともに、同等の学習領域における知識を基に思考や判断、表現を展開すること
を求める論述・記述問題を授業評価に導入してきた。しかし、これらの成績評価の在り方に
は一定のデータに基づいた妥当性のチェックであり、授業・授業成績評価手法自体の透明性
を示した再評価が必要といえよう。具体的には卒業と国家試験、進級判定の成否にあわせて、
選択問題と記述問題という２つの成績評価の手法が果たして＂妥当であるか＂と＂改善余地
はあるか＂の議論を目指す。そのため、当該科目終講試験の学力判定がその後の進級と卒業、
国家試験の成否のデータにどのように連動するかをパネルデータとして示し、＂終講試験に
よって評価された学力＂またはその＂学力の測り方（評価方法）＂が、その後の薬剤師とい
う専門職養成の総合的な能力評価の形成に連動性が有るか否かを検討する。連動すれば、当
該評価方法またはそこで評価された学力が妥当であったと一定の判定をすることができよ
う。また、そのような評価の妥当性が示されたうえで、選択問題を軸として論述を求める記
述問題が客観的で、基準としての選択問題の能力と関連性を有していること（基準関連妥当
性）をみる。加えて、ある程度、国家試験等の成否と連動することが予想できる選択問題と
同様の連動性が記述問題でも確認できれば、記述問題の出題の仕方とその点数化は客観的に
価値のあるものであることを示すこととなる。さらに、記述問題と選択問題の評価の連動性
の微妙な違いを見ることで、主に記述問題の出題や評価方法の注意点や独自の価値を探求す
ることも試みる。
ところで、大学教育や中等教育における記述問題と論述問題の正答率などを統計的に評価
した先行研究は、村谷（1999）と河西ら（2006）しか管見の限り把握できていない。村谷の
研究は（1999）は多肢選択問題と記述問題の正当率に対し出席回数、アンケート回答結果な
どとの関連を検討したものである。出席回数などだけで学力が規定されず、今後の課題とし
て学習意欲や学習習慣の確保の必要性などが示されている。河西ら（2006）は理学療法士養
成にかかわる授業において、いわゆるアクティブラーニングと講義型授業にそれぞれ10名ず
つの学生を配当し、マークシート式と記述式を交えた学力試験の総合点に与える差を検討し
ており、本研究の主旨とは異なり、教育方法の比較を主とした実践研究である。村谷（1999）
にしろ河西ら（2006）にしろ、学力評価の検証を行う本研究のような選択問題と記述問題の
問題関連性の検討を主旨としている訳ではない。したがって、本研究の分析はあくまで先行
研究との比較が行えない探索的なものになる。
方法
解析対象者
解析対象者は６年制が開始した2006年度入学生からとした。検討項目は留年、卒業関連、
薬剤師国家試験とした。そのため、2011年度以降の入学生は卒業に至っていないため対象外
とした。加えて、2010年度入学生も、これまでに１度でも留年している場合、卒業に関わる
科目の合否判定を受けていないため除外し、大多数の学生が合否判定を受けている2006年度
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から2009年度入学生を解析対象者とした。編入生も、解析対象年度入学生に相当する学年に
編入した場合は解析対象とした。
解析に用いた環境系科目は、３年前期開講の地球環境学と４年後期開講の環境衛生学であ
る。両科目とも、当該年次在籍のほぼすべての学生が単位修得に向け履修し、単位認定のた
めの終講試験を受験する。したがって、両科目の単位認定試験のいずれかを受験していなかっ
た場合は解析対象から除外した。また、卒業年次生は必ず卒業特別講義 a 単位認定試験の
受験を伴う合否判定により当該年度の春の卒業が決まるため、当該合否判定を受けていない
学生も解析対象から除外した。さらに、2016年度春の卒業延期により、2016年度の薬剤師国
家試験を受験していない学生が17名存在するが、当該学生は除外対象とはせず解析対象とし
たうえで、除外した場合も合わせて検討した。解析対象者選抜後は性別以外の個人情報を削
除し解析を行った。
環境系科目試験
地球環境学は３年前期に１単位科目として開講され、８回の講義とともに、講義終了時の
簡単な質問、開講期間中に課される課題、開講期後に行われる成績評価終講試験などで構成
される。８回の講義のうち、導入や復習、まとめなどを除く科目特異的系統講義は第２回か
ら第６回までの５回である。学生には、各講義において特に重要な内容１つまたは２つを重
要課題として提示するとともに、選択問題、記述問題等を配布し、当該内容の改変を主体に
試験を行うと伝達し、学習の促進を図っている。このため、選択問題はもとより、記述問題
であっても、拡散的思考力を主体とした学生の総合的実力のみを判断するものではなく、記
憶を主体とした繰り返しの学習によって、学生にとってある程度は得点が期待できるもので
ある。一方、環境衛生学は４年後期に２単位科目として開講され、15回の講義を行うが、形
式は地球環境学と同様である。なお15回のうち、科目特異的系統講義は第３回から第13回ま
での11回である。シラバス記載の「成績評価の方法」は、2008年度の地球環境学を除き、両
科目とも以下のとおりである。「試験の結果を基本とするが、講義中に指示される問題や課
題等の提出も義務とし、内容の不備や欠席等による欠落がある場合減点する。なお、欠席し
た場合は必ず担当教員とコンタクトをとり、指示を仰ぐこと。」
試験は本試験においては選択問題16～20問程度、記述問題３～４問程度出題し、配点は、
解析年度期間の本試験では選択問題40点、記述問題60点であった。なお記述問題の採点は、
問題文が問いかけている事項に対して答えられているかについて、あらかじめ６～12項目程
度の採点基準項目を決めておき、この基準に従って加算式に採点した後、全答案を比較し直
し調整することで、可能な限り客観的な採点を行っている。試験問題そのものは非公開とし
ているが、講義関連配布問題例を以下に示す。
生態系の構成要素間のエネルギー・炭素の移動について（地球環境学第２回重要課題）
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緩速ろ過法と急速ろ過法による浄水法（原理、特徴など）（環境衛生学第３回重要課題）
（地球環境学第２回選択問題の一例）地殻ではケイ酸（SiO2）が最も多く存在し、水圏で
は水（H2O）のほかに食塩 NaCl が多く存在するが、その他の主要構成元素の例として最も
適当なものを選べ。
１

地殻 Al,P／水圏 Mg,P

２

地殻 Al,P／水圏 Mg,Fe

３

地殻 Al,P／水圏 Mg,Ca

４

地殻 Al,Fe／水圏 Mg,P

５

地殻 Al,Fe／水圏 Mg,Fe

６

地殻 Al,Fe／水圏 Mg,Ca

７

地殻 Al,S／水圏 Mg,P

８

地殻 Al,S／水圏 Mg,Fe

９

地殻 Al,S／水圏 Mg,Ca

（環境衛生学第３回選択問題の一例）（A）ろ過法による浄水では（B）沈殿法によって浮
遊物質を除いた後、砂ろ過層を１日３～５m の速度でろ過する。この際、有機物の（C）分
解が行われる。
１

A 緩速 B 普通 C 好気的

２

A 緩速 B 普通 C 嫌気的

３

A 緩速 B 薬品 C 好気的

４

A 緩速 B 薬品 C 嫌気的

５

A 急速 B 普通 C 好気的

６

A 急速 B 普通 C 嫌気的

７

A 急速 B 薬品 C 好気的

８

A 急速 B 薬品 C 嫌気的

再試験も本試験と類似の形式で行っているが、今回の解析では全員受験する本試験結果の
みを用いた。また、複数年度にわたり受験している場合は、最終受験年次を解析した。
各学生が受験した選択問題、記述問題それぞれの得点について、配点の違いおよび試験の
難易やその多様性の度合いを補正するために、科目および試験年度ごとに標準化を行い Z
値を求めてから、地球環境学と環境衛生学の Z 値を、単位数にあわせて１：２に重み付け
平均し、得られた値を各学生の選択および記述の学力変数とした。記述と選択の学力変数の
和および差を計算することで、各学生における環境系２科目の試験に対する優劣、および同
科目における記述問題の選択問題に対する相対的優位性を求め、それぞれについて再度標準
化を行うことにより、２つの指標を Z 値で表し、解析を行った。
留年・卒業関連・薬剤師国家試験
薬学部2006～2009年度入学生では、５から６年次への進級を除き毎年進級要件を満たさな
いと留年となる。このうち、
卒業年次の留年を除いた留年経験（途中留年）の有無で解析した。
６年生は必修科目の卒業特別講義の単位認定により卒業となるが、当該科目を最初に履修
する際は通年科目として受講した上、年度末を含めた複数回の単位認定試験を受験しなけれ
ばならない。合格すれば卒業となるが、不合格者は卒業年次の留年（卒業留年）となり、翌
年度前期に再履修と再履修者のための単位認定試験を受験することになる。ここでは、通年
科目として単位認定試験を受験した際の合否判定で解析した。
６年制の薬学部を卒業すると、薬剤師国家試験の受験資格が得られる。入学年次、卒業年
次の違いにより、今回解析の対象となった学生の受験可能回数に差が生じるため、ここでは
初回の受験結果の合否で解析した。
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共用試験結果、留年学年と回数、薬剤師国家試験の受験回数などその他の解析は、解析数
が少ないこと等による、解析結果の信頼性と個人情報への逆推定の可能性を考慮し、行わな
かった。
解析
各試験の平均、標準偏差、相関はエクセルを用いて求めた。ヒストグラムは改変 R コマ
ンダーEZR（Kanda（2013））を用いて作図した。正規性の検定は EZR で行った。試験と
留年等の関係についてはエクセルを用いた非等分散 t 検定ならびに EZR による Welch 検定
を行い、同一の結果を確認した。ROC 解析、Fisher の正確検定および二元配置分散分析は
EZR を用いた。層別解析とその再統合は Review Manager 5.3を用いて変量効果モデルにて
行った。
結果とその解釈
436名の2006年度から2009年度入学生（編入生含む）のうち、解析対象２科目の成績評価
試験をいずれも受験していたのは378名であった。このうち373名が解析対象者であった。
年度別試験結果を表１に示した。また、解析者の少ない2012年度の地球環境学と、2013年
度の環境衛生学を除くヒストグラムを選択問題、記述問題に分けて図１に示した。地球環境
学は選択問題、記述問題のどちらも各年度ともおよそ６割程度の得点率であり、分散も同程
度であった。環境衛生学は、選択問題の得点率がやや高く、記述問題の分散がやや大きい以
外は同様の傾向であった。正規性については、有意性が示されやすい、すなわち正規性が否
定されやすい Shapiro-Wilk 検定において、2011年度の地球環境学と2012年度の環境衛生学
を除く選択問題において、危険率５％で正規性が否定されたが、記述問題においては正規性
表１
地球環境学
2008
2009
2010
2011
2012*
合計 **
環境衛生学
2009
2010
2011
2012
2013*
合計 **

各試験における平均得点率、標準偏差および選択と記述間の相関

人数

選択問題

記述問題

合計

相関

118
94
89
69
3
373

0.662±0.130
0.658±0.132
0.556±0.134
0.597±0.194
0.720±0.170
0.624±0.146

0.593±0.138
0.549±0.135
0.615±0.150
0.585±0.141
0.542±0.168
0.586±0.140

0.621±0.117
0.593±0.118
0.592±0.114
0.590±0.144
0.613±0.150
0.601±0.122

0.465
0.542
0.271
0.581
0.565

99
101
84
74
15
373

0.787±0.128
0.680±0.129
0.721±0.148
0.678±0.150
0.679±0.145
0.715±0.138

0.660±0.140
0.606±0.166
0.637±0.184
0.628±0.192
0.561±0.173
0.626±0.170

0.711±0.121
0.635±0.137
0.670±0.149
0.648±0.160
0.608±0.151
0.662±0.141

0.578
0.601
0.486
0.643
0.712

年度別平均得点率および標準偏差は解析対象者から
* 但し地球環境学2012年度および環境衛生学2013年度は解析対象者が少数のため当該試験受験全学生から
** 科目別合計平均は解析対象者から、標準偏差は各年度データの統合
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図１

各試験のヒストグラム。曲線は正規分布を表す。上から順に、地球環境学選択問題、
環境衛生学選択問題、地球環境学記述問題、環境衛生学記述問題である。左から順に、
地球環境学は2008，2009，2010，2011年度、環境衛生学は2009，2010，2011，2012年
度である。縦軸は相対度数、横軸は各試験における粗点（選択問題40点満点、記述問
題60点満点）である。

が否定されたのは環境衛生学の2011年度のみであった。一方、ヒストグラムから視覚的に判
断すると、正規性が否定されたものの大部分は高得点側にピークがシフトしており、このこ
とが検定に影響したと推察された。
２科目合計の選択学力変数と記述学力変数の関連について図２に示した。選択と記述の間
には明確な正の相関が認められ、相関係数 r=0.647であった。一方、記述学力変数と選択学
力変数の差、すなわち記述問題に対する相対的な優位性と、両変数の和、すなわち記述問題
と選択問題の両方から測定される総合学力との間には、相関は認められなかった（r=0.059,
p=0.25）。数字として完全に無相関にならなかったのは、解析対象者以外のデータが標準化
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図２ A, 標準化した記述学力変数と選択学力変数の散布図。縦軸は記述、横軸は選択を
表す。B, 記述学力変数と選択学力変数の和と差の標準化後の散布図。縦軸は和、横
軸は差を表す。数字は Z 値を表す。

に用いられている2012年度の地球環境学および2013年度の環境衛生学受験者のデータが含ま
れていることに加え、一方の試験の記述問題でより高得点を取った学生は、選択問題でより
高得点を取った学生より、もう一方の試験の評価が高い傾向があったことに起因する。特に、
地球環境学の合計評価のよい学生は、環境衛生学の選択問題と比べて記述問題のほうがより
評価が高い傾向があった（r=0.359対0.477, p=0.05）
。
２科目から求めた選択学力変数および記述学力変数と、留年や卒業等との関係について解
析した結果を表２に示した。選択・記述のいずれも途中留年・卒業留年・国試不合格経験の
すべてと連動していた。判別力の指標となる ROC 曲線下面積（AUC）は、選択学力変数と
途中留年の関係が0.691とやや低めであった以外はすべて0.7以上であった。このことは、選
択問題による学力評価と途中留年との連動性が他と比べてやや弱いことを表している。
表２

環境系２科目の選択学力変数および記述学力変数と、途中留年・卒業留年・
国試不合格経験の有無との関係

選択
途中留年
（国試*）
卒業留年
（国試*）
国試不合格

平均スコア
あり
なし
-0.44（n=86）
0.11（n=287）
-0.38（n=69）
0.11（n=287）
-0.59（n=98）
0.19（n=275）
-0.57（n=81）
0.19（n=275）
-0.53（n=87）
0.20（n=269）

差

p値

ROC 曲線下面積

-0.55（-0.74～-0.36）
-0.50（-0.70～-0.29）
-0.78（-0.95～-0.61）
-0.76（-0.94～-0.58）
-0.73（-0.91～-0.55）

5 x 10-8
9 x 10-6
2 x 10-16
1 x 10-13
4 x 10-13

0.691（0.631～0.752）
0.672（0.605～0.739）
0.772（0.722～0.822）
0.767（0.714～0.821）
0.753（0.698～0.808）

記述
途中留年
（国試*）
卒業留年
（国試*）
国試不合格

あり
-0.63（n=86）
-0.65（n=69）
-0.61（n=98）
-0.61（n=81）
-0.49（n=87）

-0.81（-1.00～-0.62）
-0.82（-1.04～-0.61）
-0.81（-0.98～-0.63）
-0.81（-1.00～-0.62）
-0.67（-0.86～-0.48）

4 x 10-14
2 x 10-11
2 x 10-16
9 x 10-14
9 x 10-11

0.768（0.712～0.824）
0.767（0.705～0.829）
0.772（0.720～0.823）
0.770（0.715～0.825）
0.720（0.662～0.778）

なし
0.17（n=287）
0.17（n=287）
0.20（n=275）
0.20（n=275）
0.18（n=269）

平均スコアおよびその差は選択・記述とも試験ごとに標準化して Z 値で表した成績の、単位数に応じた重み
付け２科目平均値で表している。人数（n）、95％信頼区間はカッコ内に記載した。
* 国家試験未受験者17人を除いて解析した結果

次に、選択と記述の学力変数を合計した総合学力評価指標と、記述学力変数から選択学力
変数を引いた相対的記述問題優位性の２つの指標と、留年等との関係について解析した。結
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記述と選択の学力変数を合計した総合学力評価および、記述学力変数から選択学力変数
を引いた相対的記述問題優位性の２つの指標と、途中留年・卒業留年・国試不合格経験
の有無との関係

平均スコア
総合学力評価（記述＋選択）
あり
なし
途中留年
-0.69（n=86）
0.21（n=287）
（国試*）
-0.66（n=69）
0.21（n=287）
卒業留年
-0.76（n=98）
0.27（n=275）
（国試*）
-0.76（n=81）
0.27（n=275）
国試不合格
-0.65（n=87）
0.26（n=269）

差

p値

ROC 曲線下面積

-0.89（-1.11～-0.67）
-0.86（-1.11～-0.61）
-1.04（-1.23～-0.84）
-1.03（-1.25～-0.81）
-0.91（-1.13～-0.70）

4 x 10-13
9 x 10-10
4 x 10-20
3 x 10-16
3 x 10-14

0.759（0.704～0.814）
0.746（0.683～0.808）
0.808（0.761～0.854）
0.803（0.752～0.854）
0.765（0.712～0.818）

相対的記述問題優位性（記述−選択）
あり
なし
途中留年
-0.28（n=86）
0.08（n=287）
（国試*）
-0.37（n=69）
0.08（n=287）
卒業留年
-0.03（n=98）
0.01（n=275）
（国試*）
-0.05（n=81）
0.01（n=275）
国試不合格
0.06（n=87） -0.03（n=269）

-0.37（-0.61～-0.12）
-0.46（-0.70～-0.21）
-0.04（-0.28～0.19）
-0.07（-0.30～0.17）
0.09（-0.15～0.33）

0.004
0.0004
0.73
0.59
0.46

0.601（0.532～0.671）
0.629（0.558～0.701）
0.514（0.447～0.582）
0.523（0.453～0.594）
0.476（0.405～0.547）

スコアは標準化した Z 値で表している。人数（n）、95％信頼区間はカッコ内に記載した。
* 国家試験未受験者17人を除いて解析した結果

果を表３に示す。選択・記述学力変数と同様に、合計した総合評価においても留年等３つの
すべてと連動していた。AUC も、0.75から0.8程度と高い値を示した。しかし、途中留年に
限定すると、記述学力変数のみで評価した場合と比べて、AUC は小さく（0.768対0.759）
、
p 値も大きく（４x 10-14 対４x 10-13）なっていた。このことは、記述問題単独で評価した場
合と比べて、選択問題を加えて総合評価を行うことが、途中留年に関する判別力の向上に寄
与していなかったことを意味している。さらに、途中留年は、相対的な記述問題優位性の指
標と有意な関連性が認められた（Z=-0.37, 95％CI -0.61～-0.12, p=0.004, AUC=0.601, 95％
CI 0.532-0.671）。すなわち、選択問題と比較して記述問題の苦手な学生（あるいは記述問題
と比較して選択問題が得意な学生）ほど、途中留年しやすいという解析結果となった。視覚

図３

学力評価指標の途中留年に対する ROC 曲線。A, 記述学力変数と選択学力変数を合
計した総合学力評価。AUC=0.759（95％CI 0.704～0.814）。B, 記述変数から選択変数
を引いた記述問題相対的優位性。AUC=0.601（95％CI 0.532～0.671）
。
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的確認のため、選択と記述を合計した総合学力評価および記述問題相対的優位性と途中留年
の有無との関係を、図３に ROC 曲線で示した。すでに上述のとおり、総合学力評価指標は
途中留年しないことと明確に関連していたが、記述問題相対的優位性もかなり関連があるこ
とがわかる。一方、卒業留年および国家試験の合否については、選択問題単独、記述問題単
独のいずれと比較しても両評価を加えた総合評価のほうがより判別力が高く、相対的記述問
題優位性の指標との有意な関連性も認められなかった。
なお記述問題と選択問題の配点差は、それぞれの分野について標準化を行っているため解
析結果には直接関係がなく、検出された有意性を説明する要因ではない。但し、配点差は学
生の行動に影響するため、間接的な影響の可能性は完全には否定できないことに留意する必
要がある。また、問題数や評価項目に基づくそれぞれの試験の学生能力の判別力の影響も現
時点では否定できていないが、当該判別力の違いも含めた結果という意味では、上記解析結
果がバイアスのない解析結果ということができる。
また、選択問題と記述問題の配点差が、直接当該環境科目の合否に繋がり、その結果とし
て留年になる可能性は極めて低いため、記述問題の相対的得手不得手が直接解析結果に影響
することはほとんどないと思われるが、個別検討を行っていないため、本解析に与える影響
の定量的な大きさは不明である。
女子学生のほうが記述を得意とする傾向があり（Z=0.38, p=0.0002）
、途中留年率も有意で
はないが女子のほうが低い傾向があった（21％対26％, p=0.21）
。そこで、交絡因子としての
性差を考慮して、女子と男子別に、記述問題の選択問題に対する相対的得手不得手と途中留
年の関係を層別解析した（図４）。男子では有意ではなかったが傾向はあり（Z=-0.22,
。層別解析結果を再度統合評価
p=0.20）、女子では有意な関係があった（Z=-0.43, p=0.009）
したが、Z=-0.34, p=0.007となり、全体を区別せずに解析した場合と比較してわずかに傾向
は弱まったものの、やはり明らかに記述問題の優位性と留年せずに進級することとの関連が
認められた。層別化せずに二元配置分散分析を行っても記述問題の優位性は途中留年の有無
に対して p=0.007、性別に対して p=0.01、交互作用は p=0.38となり、上記結果を裏付けた。
なお、答案は手書きで提出されるが、採点はすべて学生の氏名がわからない状態で行って
いる上、記述問題においても、採点基準に従い可能な限り客観的評価を行っている。このた
め、記述問題における女子学生の優位性は、女子が一般的に優位とされている言語能力等に
起因する能力差に主に由来すると推察される。

図４

男女別の途中留年の有無と記述問題相対的優位性との関係およびその統合。
p=0.20（男性）、0.009（女性）。
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総合考察
評価の妥当性
表２，３に示されるように、パネルデータに基づいて当該２科目で判定された学力評価が
途中留年（進級の失敗）
、卒業留年（最終年次での卒業の失敗）、国家試験浪人（国家試験で
の不合格）と連動していることが確認できる。この連動性は、選択の学力変数、記述の学力
変数のいずれも明確に認められたため、選択・記述いずれも評価方法と問題として出題され
評価された学力が、「薬剤師国家試験およびその前提となる卒業および進級判定と比較して
妥当であった」と判定をすることができた。さらに、選択問題と途中留年の関係を除き、選
択問題と記述問題による総合評価は、選択問題単独、記述問題単独のいずれによる評価と比
較しても判別力が高く、選択問題と記述問題は、学力を評価する上で互いに相補する関係で
あることが推察された。一方で選択問題、記述問題の学力差を変数化した「記述−選択」つ
まり、＂記述問題が得意ながら選択問題が苦手＂という状況は進級の失敗はある程度説明で
きるものの、卒業の失敗や国家試験の不合格は説明できなかった。つまり、基礎的な知識技
能の習得であり収束的思考力が低いながらも、拡散的思考力があり文章の構成力が評価され
るという学力観「のみ」では、卒業判定や国家試験では通用しないことが示唆された。言い
方を変えれば、このような文脈は薬剤師という理系専門職養成においては妥当で広く納得さ
れやすい学力評価が記述問題でも選択問題でも構成できており、両者の併用により、さらに
効果的であることを示しているといえる。
選択問題と記述問題の客観性の検討
表１に示されるように平均点と分散は選択問題も記述問題も各年度安定している。このこ
とより、一定の妥当性が確認された本研究全体の平均測定データは「概ね各年度でも妥当」
と評してよかろう。また、図１の度数分布に示されるように「地球環境学記述問題」以外は
データ数の範囲において正規分布または高得点側にシフトした正規分布類似の分布をしてい
るといえる。正規分布よりも視覚的に両極分化している観のある「地球環境学記述問題」に
おいても Shapiro-Wilk 検定で正規性は否定されず、概ね客観的な評価機基準に基づいて判
定がなされているといえよう。そもそも平均点の確認は学力評価の難易度を判断するもので
あり、正規分布の確認は恣意性のない採点基準に基づいているといえるものである。以上よ
り、上記の観点からは、採点に恣意性が無く、かつ平均点を一定にする問題作成がなされて
いると評していいといえよう。さらに、図２A にみるように、記述の学力変数と選択の学力
変数は線形性の正の相関関係が示されている。このことは、記述問題が選択問題同様の変数
の連動性を持っており、すでに上記のとおり専門職養成の進級と卒業、国家試験の学力と連
動していることからもわかるように、記述式問題の出題と採点が客観性を持っていることの
さらなる証左としてよかろう。一方で、本研究の選択と記述のそれぞれの評価方法が「どの
ような専門職養成の学力を育む上で有益な方法論か？」というここで得た示唆は今後の課題
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となるものでもある。今後、例えば、実習や口頭試問、論文作成能力といった質的でアクティ
ブラーニングと関わるような拡散的思考に関わる評価データとともに検討を行えば、いわゆ
るマークシートによる収束的思考との相補性や各々固有の学力形成の意義をより明確に示す
ことができるかもしれない。
記述問題の価値・留意点
今回の解析では、環境系２科目による記述問題による評価が、途中留年と強く連動してお
り、選択問題による評価と比較して明らかな判別力優位性がみられた。途中留年は、毎年多
数の科目の合否に基づいて決まるため、多数の教員による、単純な国家試験過去問や教員オ
リジナルの選択問題から、単語を答える問題、記述問題、授業への取り組み、レポート課題
など多くの要素が関わっている。進級基準と、各教員の単位認定基準の決め方により、留年
に至る学生の資質が決まるため、環境系科目の現在の記述問題による評価と、途中留年の関
係を具体的かつ詳細に論じることは難しい点があるが、少なくとも、多数の教員が多様な評
価を行うことにより、収束的思考の、特にマークシート試験の点数を確保する力だけではな
く、対人関係能力や拡散的思考力、学びの意欲などもある程度は含まれた進級判断になって
いることは容易に推察できる。しかし、これらも中長期の様々な学力データ（前述のように
例えば、実習や論文作成能力の評価等）も見据えた上で実証的検証を行うことが有意義であ
ると展望している。いずれにせよ、収束的思考にとどまらないこれらの力の判定に、記述問
題が一定の役割を果たしているということができると思われる。見方を変えると、記述問題
と途中留年しないことのより強い連動性が示され、卒業留年および国家試験の合否とは異な
る結果となったことは、本学薬学部における進級判定が、国家試験の合否のみを求めている
ものではなく、今後の学習と職業キャリアを自ら発展させていくための対人関係能力や拡散
的思考力も合わせて求めていることが示唆されたともいえる。これらの価値の実証的可視化
とカリキュラムの改善（マネジメント）を目指していければよいと考えている。
薬剤師国家試験は現在マークシートの選択問題で構成されており、卒業も同様の形式の問
題を主とする成績評価が実質的な判定基準となっている。このため、本来は選択問題による
評価指標が、より上記の成果達成と強く連動していて当然であるが、実際は記述問題による
評価も、選択問題と同程度の連動性を持っており、両者を併用することで、選択問題のみで
評価するより高い判別力を得た。筆頭著者である科目担当教員は、思考や判断、表現の展開
に関わる記述の重要性を認識し、記述問題を成績評価に組み入れているが、薬剤師資格習得
のための国家試験合格という目的に限定しても、暗記ではなく理解することが、開講期の数
年先の試験における高得点を目指すうえで重要であり、そのためには記述問題による評価が
有益であると考え学生にもそのように伝えているところである。このような方針が結果とし
て有効に機能していたことが推察され、記述問題の価値が示されたと考えている。
記述問題、特に長文の記述問題は採点の客観性を保つことが選択問題と比較するとより難
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しい。また、選択問題は薬剤師国家試験問題や共用試験の CBT 問題など、ある意味で基準
となる問題が存在するため、選択問題を出題する際はこれらの問題を参考にすることが可能
であり、具体的に評価される能力をある程度一定かつ客観的にわかる状態に保つことが容易
である一方、記述問題については誰もがわかるような基準問題はないため、問題そのものの
傾向によって評価される能力が異なることになる。記述問題を出題する際は、上記視点を常
に留意してゆくことが必要であり、記述問題を成績評価試験として継続的に採用する限りに
おいては、この点が当面の改善の余地となる。しかし、特に後者の問題は、国家試験自体が
マークシート方式による収束的思考力を判定するものである一方、大学における学力形成は
それのみにとどまらないことを考慮すると、記述問題の意義は常に存在するものであり、今
後も検証と改善を行いながら続けていくことが必要と考える。
いずれにせよ、慣習的に行われてきた選択問題と記述問題という学力評価方法論のパネル
データで、妥当性の判定のみならずいくつか大学での科目試験の課題・可能性を把握するこ
とができた。今後も国家試験を見据えた妥当性検証は前提条件としながらも、「どのような
専門職を養成するためにどのような学力評価と学力形成支援方法があるのか？」を考えてい
くことに意義が見いだせる。その場合は記述問題の議論で確認できたように、
「学力」をマー
クシートなどの収束的思考だけではなく、広く「学校でしか身に着けることができない力（新
学力観における「学力」）をどのように考えるか？」という問いとともに考えることが有益
であろう。
【付記】
第四執筆者は就実大学薬学部における授業にもカリキュラムマネジメントにも参画してい
るわけではない。目的に示したように、本研究の主旨における第三者評価的視点に基づいて
本研究のデータの分析と結果に関する検証に関わっている。あくまで筆頭著者によって加工
された分析結果にしかかかわっておらず、学生の性別と学年の記号化されたデータ以上の個
人情報には触れていない。
注釈
（1）以前は「PDS（Plan, Do, See）サイクル」
、近年は「PDCA（Plan, Do, Check, Action）
サイクル」と呼ばれるいわゆる経営・目標管理による組織改善の視点を用いたカリキュラム
の改善の発想として教育課程経営という考え方がある。初等中等教育という国定の教育課程
『学習指導要領』に準拠して最終的な教育課程編成権のある学校単位で＂常に教育実践にお
いて改善を議論し続ける＂議論が多くなされている（例えば、山崎ら2015）。本研究が課題
とするような高等教育においては大学の各授業担当教員にこの教育課程編成権の高い自由度
が任されているものの、専門職養成特に本学本学科においては薬剤師という専門職養成とい
う責任が伴う以上、同様の視点に基づいて成績評価のチェックと改善を意識していることが
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本研究の執筆の動機となっている。ところで、教育課程経営において歴史的な経緯を整理し
た榊原（2002）は、初等中等教育においても修了判定として制度的に「原級留置」が有り得
るし、必要性が生じる場面においてはこれの行使を要するものでありながら、訴訟等にも成
りかねない重要な論点としている。恣意的は論外としても、機械的かつ自動的な修了の成績
評価だけでは不適当で、これを透明に行使するには、教育課程経営に基づいた改善の視点を
重視することと、外部評価による公開の妥当性の確保の２点を指摘している。この視点は本
研究の目的に通じるものである。
（2）21世紀になり始まった日本の教育改革は「生きる力」と「開かれた学校」、「新学力観」
を３つの柱としている。その中で「新学力観」は20世紀までの学力観が出身学校段階や資格・
免許、出身校といった学歴・学校歴の視点とその前提条件となる収束的思考の試験学力のみ
偏りすぎていたことの反省にたっている。そこでは学力の三要素（『中央教育審議会答申
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別視園学校の学習指導要領等の改善について』平
成20年１月17日および平成19年改正学校教育法30条）として基礎基本的知識技能の習得と基
礎基本的知識技能の活用能力、学習意欲の３点をバランスよく測定する評価観が示されてい
る。近年は高等教育機関の入試・カリキュラムのポリシーにも導入が求められつつある（
『高
大接続システム改革会議「最終報告」』平成28年３月31日など）。それらの視点を包括できる
学力の定義としてここでは「学校ででしか身につけることができない力」（北神・高木、
2016）として＂学力＂を定義した。
（3）収束的思考とその対となる拡散的思考とは YG 性格検査の開発者として知られる
Guilford,J.P. の知能構造論に基づいた概念である。おもに拡散的思考とは一つにまとまら
ない様々なアイディアを創造することを意味し、収束的思考は論理的に一つの答えにまとま
る解答を早く、多く生み出すことに重きをおいた発想である。以前は例えば「ゆとり教育」
批判のような不毛な＂いずれが重要か？＂を論じる傾向が多かったが、近年は＂いずれもバ
ランスよく育成する＂ことに重きを置いた議論がされつつある。例えば、松尾・丸野（2007）
は熟練教員が授業を実践する場面において「教室全体での意見交流を通じ、収束的および拡
散的な思考が、状況に応じて柔軟に営まれる事」（p.94）を指摘していることなどが参考と
なろう。
引用
河西理恵・杉本和彦・内山靖2006「理学療法学教育における PBL（Problem-Based-Learning）
学習の効果」『理学療法科学』21（2），pp.143-150.
北神正行・高木亮編著2016『教師のメンタルヘルスとキャリア』ナカニシヤ出版
榊原禎宏2002「学力保証と教育課程経営」『京都教育大学公教育経営研究会』20，pp.36-42.
高木正則・田中充・勅使河原可海2003「学生が作成した類似問題を利用するオンラインテス
ト機能の実装・評価」『情報教育シンポジウム2003論文集』2003（12），pp.27-34
−261−

渡辺雅彦，阿蘓寛明

他

松尾剛・丸野俊一2007「子どもが主体的に考え、学び合う授業を熟練教師はいかに実現して
いるか」『教育心理学研究』55，pp.93-105
村谷博美1999「『健康学』、『医学の世界』の授業内容は、学生に十分に伝わっているか」『九
州産業大学健康・スポーツ科学研究』8，pp.29-35.
山崎保寿ら2015「教育課程経営の実践的指導力とビジョン形成力の向上に関する研究」『静
岡大学教育実践総合センター紀要』23，pp.123-322.
Kanda, Y 2013 Investigation of the freely available easy-to-use software ʻEZRʼ for medical
statistics. 48, 452-458.

−262−

