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序章　はじめに

　帝京大学では、履修カードが活用されてい
る。学期の初めに教員が学生に配り、氏名、学
籍番号、住所、連絡先などを記入してもらい、
授業管理に役立てようというものだ。下の方に
は授業回数の数字が書かれた出席欄や春学期評
点、秋学期評点、学年評点といった評点欄もつ
いていて、このカードを出欠簿がわりに使った
り、成績評価の原本にしている教員も多いだろ
う。かくいう私も、全担当教科で活用させてい
ただいている。教務グループによると、八王子
キャンパスでは学期ごとに10万枚の履修カー
ドが消費されるというから、利用度はかなり高
いといえる。
　私は民間企業を定年退職し、2006年度から帝

京大学の専任教員になった。企業に履修カード
があるはずもなく、大学時代、大学院時代も履
修カードはなかった。帝京大学で初めて出会っ
たのだが、カードを利用してみて、あることに
気がついた。それは、カードの書き方がでたら
めなのである。この種の文書は、担当教員への
提出物であり、必要項目をきちっと書いて当然
だと思うのだが、記入漏れや間違いが目立つ。
さすがに氏名、学籍番号を書かない学生はいな
い。しかし、学部、学科、学年、組が書かれてい
なかったり、住所、連絡先が未記入だったり、
科目名、担当者名が空欄、書いてあっても正し
く書かれていないカードが少なくない。
　どうしてきちっと書けないのだろうか？ある
いは書かないのだろうか？ずっと気になって
きた。就職活動の際、会社側に提出するさまざ
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まな書類がある。こうした書類も書けなかった
り、書かなかったりしているのだろうか。そう
だとすれば、大問題だ。否、就職活動ではきちっ
とやっているが、履修カードだけいいかげんな
のだろうか。そもそも、学生にとって履修カー
ドとは何なのだろうか？
　そこで、この履修カードの書き方の実態を調
べてみた。調査対象は、2007年度春学期、私の
授業を履修した8教科1318人の学生である。
　きちんと書けているカード、いいかげんな
カード、内容はさまざまである。さらに、履修
カードの書き方の良し悪しと期末試験の成績と
の関連も調査した。
　まず、期末試験のSABCDR6段階評価を
ABCDの4段階に単純化し、また、履修カード
の書き方をABCDと4段階で採点した。履修
カードを採点するというのも妙な話だが、自
分なりに基準を作り、ランク付けをしたのであ
る。こうしておいて、履修カードのABCDと期
末試験のABCDを全面的にクロスさせ、集計し

たのである。
　調査前の仮説は以下のようなものだった。
（1） 履修カードの記入漏れが多いといって

も、これは授業に絡んだいわばオフィ
シャルな提出物。半分以上はAだろう。

（2） 履修カードがAの学生は、期末評価もA
の人が多いにちがいない。

（3） 履修カードがDの学生は、期末評価もD
の人が多いにちがいない。

　世の中、「一事が万事」ということわざもあ
る。小さいことがきちっとできない人は大きい
こともできない。ビジネスの世界の常識でもあ
る。履修カードの書き方は、何かを物語ってい
るのではないだろうか。
　

第1章　調査方法

　第1節　調査対象

　2007年度の履修登録学生は8教科、1318人で
ある。
　内訳は表1の通りだ。

表1　2007年度春学期の担当教科と

履修登録学生数
メディアスポーツ論 723人
スポーツジャーナリズム論 342人
文章表現C1 55人
文章表現C2 49人
文章表現A 54人
演習 21人
現代スポーツ社会論 74人

合計 1318人

　現代スポーツ社会論のみが文学部社会学科の
授業、その他は経済学部の授業である。また、
メディアスポーツ論は723人と履修学生が多い
ため教室に入りきれず、2つの授業に分かれて
いる。したがって授業名では7教科だが、8教科
になっている。
　このうち、文章表現C1、文章表現C2、文書表
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現Aが選択必修科目、メディアスポーツ論とス
ポーツジャーナリズム論は学科により選択必修
科目だったり選択科目だったりする。演習と、
現代スポーツ社会論は選択科目である。
　選択必修か選択かということは履修カードを
書く際微妙に影響しているのかもしれないが、
この際全部いっしょにした。また、履修カード
を配る際、このような調査をしていることを話
さなかった。「記入漏れがないようにきちっと
書きなさい」などとはいわず、「履修カードの
記入をお願いします」とだけ話してカードを配
り、黙って回収した。
　
　第2節　期末評価の再編成

　期末評価方法は、私の場合、教科によってま
ちまちである。原則としては出席、総括感想文、
期末試験の3本立てなのだが、ペーパーテスト
の期末試験を実施する授業、レポートで評価す
る授業、授業中の小テストを中心に評価する授
業がある。出席を取らないものもあるし、総括
感想文を書かない授業もある。
　しかし、いずれにせよ総合的に判断して、大
学の規定どおり、S、A、B、C、D、Rの6段階
で評価している。
　大学の規定によると、Sとは「特に優れた成
績」（成績評価基準100～ 90点）、Aとは「優れ
た成績」（89～ 80点）、Bとは「妥当と認められ
る成績」（79～ 70点）、Cとは「合格と認められ
る最低限の成績」（69～ 60点）、Dとは「不合格」
（59点以下）、Rとは「出席日数不足、試験未受験」
（履修放棄）と定められている。そして、Sとは
Aのなかの1割程度という決まりがある。
　この調査ではSとAを分けず、全部Aとした。
SはAの一部と考えたからである。
　やっかいなのはRの扱いだった。ABCDは明
確な基準で分けているので比較的わかりやすい
が、Rは実態が複雑なのである。履修登録はし
たものの、以後授業に一度も出席しない人、途
中までは出席していたが放棄した人、授業には

最後まで出ていたもののなぜか期末試験を受け
なかった人などさまざまである。
　なかでも、未履修とほとんど変わらない人が
結構多い。すなわち、履修カードを書き、履修
登録を済ませながら、以後放棄するのである。
たぶん、1回目の授業に出たものの、何らかの
理由で履修する気になれなくなったのだろう。
　それなら、履修登録をしなければいいともい
える。履修登録は1回目の授業（ガイダンス）の
後に行われるのである。しかし、昨今の若者は、
成績表にRと記載されることを何とも思わない
ようだ。このRは成績証明証では消えるので、
余計気にしないのかもしれない。
　要するに、不合格のDに限りなく近いRと、
カウント外にしたほうがいいようなRとがご
ちゃ混ぜになっているのである。厳密に言え
ば、分離すべきなのかもしれない。
　しかし、Rを全部除外するわけにはいかない
し、程度によって分けるのも難しい。したがっ
て、期末評価でのRはすべてDに変えた。
　すなわち、S、A、B、C、D、Rの成績評価をA、
B、C、Dの4段階に再編成したのである。

　第3節　履修カードの採点

　履修カードには、表2のとおり、20の項目が
ある。

表2　履修カードの項目　
年度 郵便番号
〈春・秋〉学期 住所
学部・短期大学 自宅電話
学科 携帯電話
学年 帰省先電話
組 E-メール
学籍番号 科目名
留年・休学 授業曜日
氏名 授業時限
ふりがな 担当者名

　この項目が、適切に記入されているかどうか
をチェックした。その際、いくつかをおまけし
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た。すなわち、年度、〈春・秋〉学期、郵便番号、
留年・休学の4項目は書かなくてもよしとした。
それほど重要なデータではないからである。　
　また、自宅電話番号、携帯電話番号、帰省先
電話番号、メールアドレスのうち、どれか1つ
が書かれていればOKにした。親元から通って
いる人も、地方からの上京組も4つ中3つは書
けると思うが、要は連絡が取れればいいと判断
した。
　氏名のふりがなは、どうしようか迷った。省
く人が結構いる。ふりがなは書かなくても読め
る場合もある。しかし、読み方がわかりにくい
名前も多いし、書くように指定されて以上、厳
密に考えた。
　担当教員名は「左近允　輝一」が正しい表記
である。しかし「佐近允　輝一」、「左近充　輝
一」「佐近充　輝一」あるいは苗字だけ「左近允」
といろいろ書いてくる。私の名前は珍しいの
で、最初の数回の授業では必ず、授業名と教員
名をボードに書くことにしている。それにもか
かわらず、間違えられては困る。苗字だけもダ
メ。きちっとフルネームで書いてきたものだけ
をOKにした。そもそも担当教員の名前を正確
に書けないようでは失礼ではないか。
　この履修カードでは、科目名の項目の中に授
業曜日、授業時限が入っていて、まぎらわしく、
間違えやすい。事実、科目名を書かない学生が
多数いた。本来、科目名と授業曜日・授業時限
は分離、独立させるべきだろう。しかし、項目
として科目名が書かれていてスペースがあるの
だから、記入しなければいけない。
　以上をまとめると、チェック項目は13に減
る。この13項目をきちっと記入してあるものを
Aとした。きちっと書くのが当然であり、「優れ
た成績」とみるのは変かもしれない。不足なく
記入し、かつ丁寧に楷書で書かれたものをAに
するという考えもあろう。しかし、そこまで厳
密にするとAがいなくなってしまう。
　絞られた13項目はすべて重要なデータであ

る。一つでも欠けていては履修カードの用をな
さない恐れがある。そこで、1つ未記入はB、2
つ未記入はC、3つ未記入はDと評価すること
にした。3つも記入漏れがあれば、履修カード
としては体を成していない、すなわち不合格で
あろう。
　この基準をもとに、2007年度の8教科、1318
人の履修カードを採点したのである。
　付け加えるなら、履修カードを出さない学生
もDにした。履修カードは、最初の授業だけで
なく、何度も提出を呼びかけている。それでも
出さないのはどういうつもりなのか。授業に出
てきていないのだろうか。何か主張があるのか
もしれないが、授業にからんだ提出物を出さな
いのは論外と考えた。

第2章　履修カードの調査結果

　第1節　履修カードの採点結果

表3　履修カードの全体
評価 人数 割合
A 476人 36.1％
B 336人 25.5％
C 181人 13.7％
D 325人 24.7％
合計 1318人 100.0％

　履修カードの採点結果は表3のとおりである。
　Aが476人（36.1 ％）、Bが336人（25.5 ％）、C
が181人（13.7％）、Dが325人（24.7％）だった。
　履修カードの採点基準が妥当かどうか疑問
だったのだが、表4と表5が示すとおり、履修
カードのABCDの割合は、期末試験のABCDの
割合とあまり変わらない。まずまずではないか
と思っている。
　前述したとおり、履修カードのようなもの
は、きちっと書けて普通である。試験ではない
し、難しいことは何もない。必要事項を記入す
るだけである。したがって、Aの学生が3分の1
程度しかいないということはどういうことなの
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だろうか。
　また、Dの学生が4分の1程度いたことも、意
外だった。Dというのは3つ以上の記入漏れが
あるのである。
　目に付いたのは、住所、連絡先を書かない学
生が多いことである。住所が書いていない、連
絡先が書いていない、両方とも書いていない、
要するに連絡先の部分で欠陥があるカードが
526枚（40.0％）もあった。
　その内訳は、表6のとおりで、住所がないも
の85枚、連絡先が未記入のもの89枚、両方とも
書いていないもの352枚だった。

表6　住所・連絡先未記入の内訳
住所のみ未記入 85枚
連絡先のみ未記入 89枚
両方未記入 352枚

　書くことになっている項目を書かないのだか
ら、当然減点の対象になるわけだが、どうして
学生は住所、連絡先を書かないのだろうか。授
業を通じてうすうす感じてはいたのだが、具体
的な数字を見てあまりの多さに驚いた。
　これは放ってはおけない。真意を調べるため
に、スポーツジャーナリズム論の授業で、学生

に用紙を配って意見を聞いてみた。日ごろ書か
ない学生は書かない理由、書いている学生は、
書かない学生の気持ちを推測、自由に書いても
らったのである。有効回答は155人だった。
　その結果は、表7の通りである（含む複数回答）。

表7 履修カードに住所・連絡先を記入しない

理由
個人情報保護 59
記入の必要性を感じない 56
めんどうくさい 51
他の授業で書かなくていいといわれた 20
しょっちゅうアドレス変更 4
書き忘れ 4
自分の住所を知らない 2
先生からの連絡がうるさい 2

　「個人情報」、「必要性なし」、「めんどう」が理
由の御三家といえる。
　個人情報がらみのトラブルについて、学生は
かなり神経質になっていることがうかがえる。
「先生からの連絡がうるさい」も「個人情報」に
含めていいかもしれない。
　「記入の必要性なし」の回答も多かった。必要
性なしの理由として、「履修登録で書いている
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から」「どうせ先生は連絡してこない」「授業に
よって書かせたり書かせなかったりしていて統
一性がない」「履修カードそのものを書かない
授業がある」という声もあった。
　「他の授業では書かなくていいといわれた」
が20。考えようによっては、これも「必要性な
し」に含まれるのかもしれない。
　「めんどうくさい」と答えた学生も多数いた。
大変正直で結構であるが、あまりの正直さに首
をかしげた。
　あくまでもスポーツジャーナリズム論の155
人の意見で、調査対象は1318人もいるのだが、
ほぼ全体の傾向と変わらないだろうと思う。
　
　第2節　履修カードの男女別、学年別分類

　次に、この履修カードを男女別、学年別に分
析してみた。
　表8は男女別の分類である。

表8　履修カードの男女別分類
履修カード　性別 履修
性別 A B C D 総計
女 39 32 12 31 114
男 437 304 169 294 1204
総計 476 336 181 325 1318

　まず、Aを見てみると、女性は39人で、女
性全体の34.2％。男性は437人で、男性全体の
36.3％。大差はない。
　 同 様 にBは28.1 ％ 対25.2 ％、Cは10.5 ％ 対
14.0％とこれまたあまり変わらない。
　最後にDの学生を見てみる。
　女性は31人で女性全体の27.2％、男性は294
人で、男性全体の24.4％。こちらも大きく違っ
ているわけではない。
　次に、学年別分類の結果は表9のとおりである。
　まず、Aから調べてみる。
　1年Aの学生は181人で、学年全体の40.0％を
占める。全学平均が36.1％なので、平均より少
しいい。

表9　履修カードの学年別分類
履修カード　学年毎 履修
学年 A B C D 総計

1 181 163 55 54 453
2 162 99 71 127 459
3 96 58 40 68 262
4 37 16 15 76 144

総計 476 336 181 325 1318

表10　AとDの学年別内訳
1年A 181人 40.0％
2年A 162人 35.3％
3年A 96人 36.6％
4年A 37人 25.7％
1年D 54人 11.9％
2年D 127人 27.7％
3年D 68人 26.0％
4年D 76人 52.8％

　同様に2年Aは162人（35.3％）、3年Aは96人
（36.6％）、4年Aは37人（25.7％）である。2年、
3年は全学平均並み、4年は著しく落ちる。
　次にDを調べてみる。
　1年54人（11.9 ％）、2年127人（27.7 ％）、3年
68人（26.0％）、4年76人（52.8％）である。
　Dの全学平均は24.7％だから、2年生、3年生
はほぼ平均並みといえる。
　1年生で記入もれが3つ以上ある学生は1割程
度と際立って少ない。逆に4年生は半分以上が3
つ以上書いていないことになる。新入生と最上
級生にこのような違いがあるのは興味深いとこ
ろだ。

　第3節　住所・連絡先未記入カードの再検討

　理由はともかくとして、住所、連絡先が記載
されていないのは欠陥カードである。しかし、
なかには明確な主張のもと意図的に書かれてい
ないカードもあろう。そこで参考までに、住所、
連絡先が書かれていたら、これらの履修カード
はどのような扱いになったのかを調べてみた。
　要するに住所が書いていない85枚、連絡先が
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書いていない89枚、両方とも書いていない352
枚、合計カード528枚のカードに住所、連絡先
を加えた状態で採点しなおしたのである。　

表11　採点が復活した履修カード
BからAに 112枚
CからAに 78枚
合計 190枚

　その結果が表11である。BからAになった
カードが112枚、CからAになったカードが78
枚、合計190枚のカードが新たにAになった。
　正規の履修カードAと加えると666枚、これ
は全体の50.5％にあたる。すなわち、住所・連絡
先さえしっかり書いていれば、5割の人がAだっ
たということだ。
　最初に述べた仮説（1）「半分以上はA」は、こ
のように下駄をはかせれば成り立つ。しかし、
実態は3分の1だったのである。
　住所または連絡先に欠陥のあるカードは計
174枚だから、BからAが112枚ということは
64.4％のカードが住所か、連絡先の欠陥でBに
なっていた。この履修カードは甘く見ればAに
近いBだったといえようか。
　しかし、両方書いていないカード352枚のう
ち、Aになったのは78枚、すなわち22.2％と少
なかった。要するに、8割近いカードにはその
ほかの欠陥が存在していることを意味する。「明
確な主張のもと意図的に書かれていない」ので
はなく、そもそも履修カードの記入に対して、
いいいかげんに取り組んでいることのあらわれ
とみることも可能だろう。

第3章 履修カードと期末評価の関連
調査結果

　第1節　関連の総計分類

　次に、履修カードのABCDと期末評価の
ABCDの関連性を調べてみた。つまり、履修カー
ドのそれぞれのA、B、C、Dと期末評価のそれ

ぞれのA、B、C、Dがどのように交差している
かを調べたのである。
　まず、全体状況であるが、表12のとおりもっ
とも多いのが履修カードD、期末評価Dの学生
で、250人。全体の19.0％を占める。
　ついで多いのが履修カードA、期末評価もA
の学生で207人（15.7％）。
　3番目に多いのが履修カードB、期末評価A
で125人（9.5％）、4番目が履修カードA、期末
評価Bで106人（8.0％）と続く。

表12　履修カード＋期末評価の内訳
分類 集計
AA 207
AB 106
AC 92
AD 71
BA 125
BB 86
BC 82
BD 43
CA 54
CB 50
CC 43
CD 34
DA 18
DB 20
DC 37
DD 250

1318
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表13　履修カード＋期末評価の男女別、学年別内訳
履修カード＋評価 学年

性別 履修＋評価 1 2 3 4 総計
女 AA 8 8 2 18

AB 2 3 3 8
AC 3 2 3 8
AD 3 1 1 5
BA 3 4 1 8
BB 6 2 1 2 11
BC 4 4 2 10
BD 2 1 3
CA 2 3 5
CB 1 1 2
CC 1 1 1 3
CD 1 1 2
DA 2 1 2 5
DB 1 1 1 3
DC 2 2
DD 4 12 3 2 21

女　集計 43 41 26 4 114
男 AA 89 63 31 6 189

AB 38 33 16 11 98
AC 22 29 22 11 84
AD 16 23 18 9 66
BA 61 28 25 3 117
BB 38 22 13 2 75
BC 30 26 9 7 72
BD 19 13 6 2 40
CA 18 18 12 1 49
CB 14 22 7 5 48
CC 11 17 8 4 40
CD 7 13 7 5 32
DA 6 5 2 13
DB 3 9 4 1 17
DC 3 22 4 6 35
DD 35 75 52 67 229

男　集計 410 418 236 140 1204
　総　計 453 459 262 144 1318



－   139  －

表14　履修カードAグループの期末評価
計476人 割合

AA 207人 43.5％
AB 106人 22.3％
AC 92人 19.3％
AD 71人 14.9％

表15　履修カードBグループの期末評価
計336人 割合

BA 125人 37.2％
BB 86人 25.6％
BC 82人 4.4％
BD 43人 12.8％

表16　履修カードCグループの期末評価
計181人 割合

CA 54人 29.8％
CB 50人 27.6％
CC 43人 23.8％
CD 34人 18.8％

表17　履修カードDグループの期末評価
計325人 割合

DA 18人 5.5％
DB 20人 6.2％
DC 37人 11.4％
DD 250人 76.9％

　次に、全体的内訳を、A、B、C、Dのグルー
プに分けたのが表14から表17である。すなわ
ち、履修カードのABCDのグループの学生が、
期末評価でどのような成績になっているかのグ
ループ内での割合を求めた。
　まず、履修カードAグループであるが、期末
評価でAの人は207人で43.5％、Bの人は106人
で22.3％、Cは92人で19.3％、Dは71人で14.9％
である。
　以下、Bグループ、Cグループ、Dグループ
は別表のとおりである。
　この割合を見ていえることは、履修カードA

が必ずしも期末評価でAになっていないこと
だ。43.5％は多いともいえるが、履修カードB、
期末評価Aも37.2％だし、履修カードC、期末評
価Aも29.8％と結構高い。
　何度も繰り返すが、履修カードというものは
きちっと書けたからといって「優れている」わ
けではない。当然、普通、当たり前なのである。
したがって、履修カードが過不足なく書けてい
るからといって、期末の評価を保証するもので
はないということだろう。
　逆に、履修カードDグループは顕著な傾向を
示している。履修カードDで期末評価Aは18人、
5.5％、DBは20人、6.2％、DCは37人、11.4％。
履修カードがDで期末評価もDの人は76.9％に
のぼる。
　履修カードがきちっと書けない、3箇所以上
記入漏れがある、このような学生の4分の3以
上は、期末試験でも合格を取ることができない
ことを示している。

　第2節　関連の性別分類

　それでは、この履修カードと期末評価の関連
を、性別で見た場合どうなるのだろうか。
AグループとDグループに絞って、傾向を調べ
たのが表18から表21である。。

表18　女性の履修カードAグループの期末評価
計39人 割合

AA 18人 46.2％
AB 8人 20.5％
AC 8人 20.5％
AD 5人 12.8％

表19　男性の履修カードAグループの期末評価
計437人 割合

AA 189人 43.2％
AB 98人 22.4％
AC 84人 19.2％
AD 66人 15.1％
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表20　女性の履修カードDグループの期末評価
計31人 割合

DA 5人 16.1％
DB 3人 9.7％
DC 2人 6.5％
DD 21人 67.7％

表21　男性の履修カードDグループの期末評価
計294人 割合

DA 13人 4.4％
DB 17人 5.8％
DC 35人 11.9％
DD 229人 77.9％

　まず、履修カードAグループの男女を比較し
てみる。
　AAは女性の46.2％に対して、男性は43.2％と
大差がなく、全体の平均43.5％とも近い。AB、
AC、ADも男女似た数字が並んでいる。
　では、履修カードDグループはどうか。
　DDは男性77.9％に対して、女性は67.7％。全
体平均は76.9％だから、男性は平均並み、女性
はそれよりややいいが、7割弱というのはかな
り高い数字。履修カードがDなら期末評価も不
合格の特徴は女性にもかなり出ている。
　すなわち、履修カードと期末評価の関連は、
男女別ではあまり違いがないといえよう。
　
　第3節　関連の学年別分類

　最後に、履修カードと期末評価の関連を学年
別でみたのが表22、表23である。ここでもAグ
ループとDグループに絞るが、さらにその中の
履修カードA⇒期末評価A、履修カードD⇒期
末評価Dに絞り込んで、学年を比較してみたい。

表22　学年別履修カードA期末評価Aの割合
Aグループ AAの数 割合

1年 181人 97人 53.6％
2年 162人 71人 43.8％
3年 96人 33人 34.4％
4年 37人 6人 16.2％

表23　学年別履修カードD期末評価Dの割合
Dグループ DDの数 割合

1年 54人 39人 72.2％
2年 127人 87人 68.5％
3年 68人 55人 80.9％
4年 76人 69人 90.8％

　まず、AAである。1年生はAA、AB、AC、
ADのが181人いた。うち履修カードA、期末評
価Aは97人。これは53.6％になる。全体のAA
は女性46.2％、男性は43.2％、全体平均43.5％。
これと比較しても結構高いといえる。
　2年生は全体平均とかわらない43.8％、3年生
はガタンと落ちて34.4％、4年生はとなるとさ
らに落ち込んで、履修カードはAながら期末評
価もAの人は16.2％しかいない。学年差がかな
りあることがわかる。
　一方、DDであるが、こちらも学年差がある。
　1年生は72.2％。男性平均77.9％、女性平均
67.7％、全体平均は76.9％と比べて、あまり変わ
らない。2年生は68.5％と1年生よりややいい。
しかし。3年生は80.9％と平均を突破し、4年生
になると90.8％と9割を超えている。
　ここでも4年生の落ち込みが目立つ。

第4章　調査結果に対する考察

　第1節　履修カード採点に関する考察

　履修カードの書き方をABCDで評価するとい
う乱暴なことを試みた。しかし、前述のとおり、
履修カードの採点結果の割合と期末評価の割合
があまり変わらず、採点基準はいちおう妥当だっ
たのではないかと思っている。

　問題なのは、住所、連絡先を書いていないカー
ドが526枚もあったことである。ちゃんと記入
していれば、Aは666人（50.5％）になっていた
のである。しかし、そんなことを言い出したら
きりがない。住所・連絡先に次いで未記入、間
違いが多いのが、科目名、担当者名だが、これ
だってちゃんと書けていれば、Aの数はかなり
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増える。要するに、問題なのは、いかなる理由
があろうとも「きちっと書けない」ということ
なのである。
　住所・連絡先を書かない理由は、「個人情報」
「必要性なし」「めんどう」「「ほかの授業では書
かない」が多かった。この点を検討したい。
　まず、「めんどう」だが、これは理由になって
いない。確かにめんどうといえば、めんどうで
ある。学期初めには、どの授業でもこの履修カー
ドを書かなくてはならない。同じことの繰り返
し。端折りたくなる気持ちはわかる。だが、履
修カードは授業にからんだ提出物なのである。
受講にあたっての学生側からの自己紹介、挨拶
状のようなものだ。「めんどう」ということで適
当にしておけばいいものではない。
　「必要性なし」もいかがなものか。必要性があ
るかないかは、大学側、教員側が判断すること
で、必要性があるから記入欄を設けている。学
生が、「こんなものいらない」と勝手に判断して
いいわけがない。
　ひとつ気になったのは、「ほかの授業では書
かなくていいといわれている」という声が結構
多かったことだ。ほかの授業では書かなくてい
い⇒ということはそれほど重要性のある項目で
はない⇒だから書かない、というふうに考えて
いる可能性がある。これは、一つの情報として
学内に流れているのかもしれない。「個人情報
問題があるので書かなくていい」とはっきり言
い切っている教員もいるだろう。履修カードの
活用の仕方によっては、このような考え方も成
り立つ。
　しかし「書かなくていい」のか「どちらでも
いい」のか「書くべき」なのかは担当教員の意
向を聞いてみないとわからない。何も指示がな
い以上は、記入欄があるのだから書くべきだろ
う。迷うのなら質問すればいい。
　「個人情報」はもっともらしい意見だが、履修
カードには「本カードの個人情報は教育指導上
の目的以外には使用しません」と明記されてい

る。それでも個人情報というのだろうか。そも
そも教員は、履修カードに書かれている個人情
報をどのように悪用するというのだろうか。大
学教員は、そこまで信用されていないのだろう
か。
　実社会で、個人情報の問題にしばしば直面す
る。何かのことで個人情報の記入を求められ、
なぜ住所を、なぜ電話を、なぜメールアドレス
を、なぜ生年月日をと戸惑ったり、怒りを感じ
たりすることは、多かれ少なかれ誰にでもあろ
う。しかし、履修カードは授業の提出物なので
ある。
　「個人情報」の理由は、実は建前であって、実
際のところはめんどうくさいのではないかとも
思えてくる。
　逆に考えた場合、履修カードの住所・連絡先
は教員にとって必要か、という問題がある。そ
れは教員個人個人によって、異なるだろ。科目
によっても異なるかもしれない。必修科目など
では、休みがちな学生に出席を促したり、期末
試験の後に追試験の連絡をするという話をよく
聞く。

　第2節 履修カードと期末評価の関連に関す

る考察

　履修カードと期末評価の関連で、興味深かっ
たのは、履修カードAの学生が必ずしも期末評
価でAになっているわけではないという事実
と、履修カードDの学生がおおむね期末評価で
もDになっているという事実だ。
　ビジネスの社会では「小さいことがきちっと
できない人は大きいこともできない」という「常
識」がある。
　どこの会社でも同じだろうが、若い人にはや
さしい仕事から始めさせる。やさしい仕事から
スタートし、それがこなせるようなら少し難し
い仕事、それもクリアできるならさらに難しい
仕事と段階を踏んでいく。要するに、ステップ・
バイ・ステップである。
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　そのとき上司が部下の仕事ぶりで見ているの
は「小さいことがきちっとできない人は大きい
こともできない」という点である。小さいこと
がちゃんとできない人には、恐ろしくて大きな
仕事をまかせられない。
　履修カードDの学生がおおむね期末評価でも
Dということは、この小さな仕事と大きな仕事
の関係に似ている。履修カードという、ただ記
入すればいいだけのものをきちっと書けないよ
うな学生は、期末試験という大きな仕事もうま
くいかないのだ。履修カードDの学生の76.9％
が期末評価でもDということは、そのことを示
していないか。
　ビジネスの社会では「ちいさなことがきちっ
とできるからといって、大きなことができると
は限らない」という「常識」もある。ちいさいこ
とをきちっとできるのはいい。しかし、それは
小さいことだからできるのであって、大きな仕
事は難しいのである。
　履修カードAの学生の期末評価でもAの割合
が4割にしか達していないのは、そのことを思
い起こさせる。
　履修カードAは、別に優秀なわけでもなんで
もない。普通である。履修カードがきちっと書
けているからといって、大きな仕事ができると
は限らないのは、当然ともいえよう。
　では、見方を変えて、履修カードから期末評
価を見るのではなく、期末評価から履修カード
を見たらどうなるか。期末評価がAの学生の履
修カードの状態だ。結果は表24のとおりであ
る。
　期末評価でAを取った学生は404人いる。こ
の学生の履修カードを調べてみるとAAが207
人（51.2％）、ABが125人（30.9％）、ACが54人
（13.4％）、ADが（4.5％）である。圧倒的にAA
が多いわけではないが、半分は超えている。B
を加えると8割に達する。逆に期末評価でAの
学生で履修カードがだめな学生は、4.5％とわ
ずかしかいない。

　期末の成績がいい人は、おおむね履修カー
ドもいい。ビジネスの世界のいい方をするなら
ば「大きな仕事ができる人は小さな仕事もでき
る」ということをある程度示している。

表24　期末評価Aグループの履修カード内訳
計404人 割合

AA 207人 51.2％
AB 125人 30.9％
AC 54人 13.4％
AD 18人 4.5％

　第3節　学年間格差に関する考察

　今回の調査で、男性、女性の違いが出てこな
かったのは意外だった。「帝京大学は女性のほ
うがしっかりしている」という声をよく聞いて
いたし、私のささやかな経験でもそのようなイ
メージを抱いていたからである。
　男性の中で履修カードA、期末評価Aの人の
割合は15.7％、女性は15.8％。男性の中で履修
カードD、期末評価Dの人の割合は19.0％、女性
18.4％。ほとんど変わらないのである。
　今回の実態調査を見る限り、男性と女性はほ
とんど同じといえると思う。
　逆に、顕著な違いが出てきたのが学年間の格
差である。特に1年生と4年生に大差がついた。
　例えば、履修カードの採点である。1年生
の中でAの割合は40.0％なのに対し、4年生は
25.7％と大きな差がある。
　1年生の中でDの割合は11.9％なのに対して、
4年生は52.8％とさらに差が開いている。
　1年生はきちっとしているが、4年生はいい
加減という感じがはっきりと出ている。
　履修カードと期末評価の関連でも同様な傾
向がある。1年生の中で履修カードA、期末評
価Aの割合は53.6％なのに対し、4年生のAA
は16.2％にしかすぎない。同様に1年生のDDが
72.2％なのに対して4年生は90.8％なのである。
　これをどのように理解したらいいのだろうか。
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　ざっと考えられることは、以下のようなことだ。

（1） 1年生は入学直後で右も左もわからず、
履修カードなどにはきちっと対応する。

（2） 必要単位のほとんどを3年までに取得し
た4年生で、興味があって履修している
人は、単位に関係のない授業なのでいい
かげんになる。

（3） 4年になって単位が不足している学生は、
そもそもしっかりしていない。

（4） 就職活動の忙しい4年生は、授業に取り
組む集中力が欠けている。

（5） いまの4年生は入学のときからしっかり
していなかった。

　1年生が履修カードを比較的ちゃんと書くの
は、当然だろう。入学早 「々めんどうくさい」「必
要性を感じない」という学生は少ないだろう。
　だから1年生と比較して4年生に大きな差が
出るのはわかるのだが、3年生がほぼ全学平均
なのに対して、4年になるとガタンと落ちるの
が、気になる。上記のような理由が複合的に絡
んでいるのだろうか。

第5章　まとめと今後の課題

　第1節　実態調査でいえること

　以上の実態調査をまとめると、以下のことが
言えると思う。
　第1に、履修カードをABCDで採点するとい
う、乱暴な試みを行った。しかし、このABCD
の割合は、期末評価のABCDの割合とほとんど
変わりがなかった。ということは、重要項目に
絞り、全部記入できていたらA、ひとつ欠けて
いたらB、二つかけていたらC、三つかけていた
らDという基準は、いちおう妥当性があるとい
える。
　第2に、授業に絡んだ提出物である履修カー
ドは、きちっと書けていて普通と思われるが、

実際のところこの「普通」が3分の1しかいな
かった。
　第3に、住所を書かない、連絡先の電話番号
を書かない、両方とも書かない履修カードが4
割もあった。その理由は「個人情報保護」「記入
の必要性を感じない」「めんどうくさい」が多い
が、突き詰めれば「めんどうくさい」のではな
いか。この「めんどうくさい」が帝京大学固有
の特徴なのか、大学生に共通している感覚なの
かは、他大学も調査してみないとわからない。
　第4に、履修カードABCDで、男女差はあま
り見られなかったが、学年差が顕著だった。す
なわち、1年生はきちっと書いている人が多く、
4年生はいいかげんな人が多かった。
　第5に、履修カードと期末評価の関連性では、
履修カードをきちっと書いている人が必ずしも
期末試験でいい成績をあげているわけではない
が、履修カードがでたらめな人は、期末試験で
も成績が悪かった。「一事が万事」のことわざ
は、悪いケースの場合にいえた。
　第6に、履修カードと期末評価の関連性でも、
男女差はあまり見られず、半面、学年差は著し
かった。やはり1年生はちゃんとしていて、4年
生がひどかった。特に、4年生で履修カードが
Dの学生の9割が期末評価もDになっていて、
学期初めの履修カードだけでその授業の評価を
してもおかしくないほどの数字だった。
　第7に、序章で示した仮説の結論として、（1）
と（2）はいえないが（3）はいえるという結果に
なった。

　第2節　今後の課題

　履修カードをきちっと書かないからといっ
て、そんなに実害があるわけではない。学生に
とって、どうでもいいことのようにみえるかも
しれない。しかし、住所や連絡先を書かないと、
教員とのパイプが切断される。前述のとおり、
教員によっては、休みがちな学生に電話をして
出席を促したり、期末試験の結果がかんばしく
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ない学生に救済策を考えたりする人もいる。換
言すれば、いい加減な履修カードは学生にとっ
てマイナスに作用する可能性があるということ
だ。
　それより気になるのは、悪い方向に向かう「一
事が万事」である。履修カードのような簡単な
提出物すら満足に書けない学生は、期末テスト
どころか、就職活動でも手痛い失敗をするので
はないだろうか。ビジネスの世界は戦力になる
人材を求めている。「社員は宝」と言い切る経営
者もいる。だから、隙のある学生は容赦なく切
り捨ててくる。「一事が万事」あるいは「小事は
万事」ということは、ビジネスの社会の人たち
の方が、骨身にしみて自覚していることなのだ。
　履修カードをどのように考えるか、どのよ
うに利用するかはそれぞれの教員の問題で、口
幅ったいことをいう資格もないが、私自身の反
省をこめていうならば、学期初めに履修カード
を記入させる際、記入上の注意や、履修カード
がなぜ必要なのかを話した方がいいかもしれな
い。
　個人的な話で恐縮だが、前の会社にいたとき
に、新人教育にかかわったことがある。そこで
痛感したのだが、段取りをきちっと説明して、
このように仕事を進めろと指示すると完璧にこ
なしてくる。驚くほどすばらしい結果を出して
くることもある。
　しかし、逆に段取りを示さず、テーマだけを
与えて、ただ、やれといってもさっぱり仕事が
はかどらない若者がいる。段取りがわからない
のなら、過去から学ぶ、先輩から聞く、自分な
りに工夫してみるなど打開策はあると思うのだ
が、足踏みしてしまうのである。よくいわれる
「指示待ち人間」「マニュアル人間」ということ
なのだろうか。
　「自分で考えろ」と突き放してしまうことは
簡単だし、そのような厳しい姿勢も時には大切
だと思うが、ちょっと説明してやるだけで、随
分と違うと思う。

　スポーツジャーナリズム論での意識調査で、
「今後の就職活動の予行演習として、丁寧に読
みやすい字で書く指導をしたらどうか」と履修
カードの書き方指導を提案してきた学生がい
た。そんな考え方もあるかもしれない。
　今後の問題として、もうひとついえるのは履
修カードそのものの再検討である。現在、履修
カードと似ているものに、登録者名簿がある。
この名簿も出席や成績管理に利用できる。た
だ、コンピューター入力に手間取るのか、授業
が始まって1ケ月ぐらいしないと教員の手元に
届かない。そこらを工夫して、両者をうまくドッ
キングできないか。履修登録で住所や連絡先を
記入するのに「個人情報」「めんどうくいさい」
とはいわないだろう。さらに2007年度秋学期か
ら、出席をコンピューターで管理するシステム
が始まった。色とりどりの出席カードも必要な
くなった。学生に履修カードなど書かせなくて
も、出欠チェックを含め必要な情報がすべて教
員の手元に入ってくる新システムは考えられな
いものだろうか。
　もっとも、直筆で履修カードを書かせるから
いい、という意見もあろう。確かに、楷書で丁
寧に書かれた履修カード、殴り書きで書かれた
カードを眺めていると、そこはかとなく学生の
「顔」が見えてくる。「顔」といえば、現住所の所
在地は「地方から出てきて一人暮らし」「親元か
ら通学」というメッセージも示している。個人
的な希望をいえば、履修カードには出身高校の
欄も設けて欲しい。さらに「顔」が見えてくる。
　それらも含めて、履修カードを総合的に考え
直す時期に来ているように思う。
　最後に、この実態調査は、学生の言葉を借り
るなら「めんどうくさい」作業だった。手間も
かかったし、とくに集計が大変だった。多くの
人のサポートを仰いでいる。この場をお借りし
て感謝したい。

以上


