
1 はじめに

既に大門他（2011）で報告したように、平成23年度

より実施された全学向けのスキル科目「英語スキルⅠ

/Ⅱ」では、学生の学習到達度を確認するために、全

ての授業において、語彙、文法、読解方略の３つの柱

からなる到達度確認テストを実施している。平成23年

度春学期に開講された「英語スキルⅠ」の結果につい

て報告・考察した大門他（2011）に引き続き、本稿で

は平成23年度秋学期に開講された「英語スキルⅡ」の

結果について報告する。１）

到達度確認テストは上記の語彙、文法、読解方略の

３つを柱としているが、語彙については日本語を英語

に訳す問題と英語を日本語に訳す問題の２種類に分け

ているため、以下では（�）語彙１（日本語を英語に

訳す問題）、（�）語彙２（英語を日本語に訳す問題）、

（�）文法、（�）読解方略の４項目について別々に報

告する。また、受講生については、入学時のフレッシュ

マンテストに基づいた上級・中級・初級の３つのレベ

ルのクラスと再履修者用のクラスの４つに分けてクラ

ス編成を行っているため、以下の報告でもこの4クラ

スについて別々に報告する。

2 到達度確認テストの結果

到達度確認テストの受験者は、１年生2,166名、２

年生以上の再履修者154名、合計2,320名であった。１

年生のレベル毎の受験者数は上級者298名、中級者

1,366名、初級者502名であった。以下、それぞれにつ

いて、到達度確認テストの結果を報告する。なお、分

析にはMacOSX版のSPSSStatistics20を用いた。

2.1 上級者

上級者の到達度確認テストの結果は、図１～図４に

示す通りである。なお、満点はテスト項目によって異

なるが、比較を容易にするために、全てを100点満点

に換算してある。したがって、図中の「平均点」は厳

密には「正答率」のことである。なお、比較のため、

図では正規曲線を示してある。
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図１ 上級者の語彙（日本語から英語）テストの結果

図２ 上級者の語彙（英語から日本語）テストの結果



２種類の語彙テスト、文法テスト、読解方略テスト

のいずれにおいても正答率は高く、ある程度満足でき

る到達度に達していると言えるであろう。

次に、学科毎の得点分布を図５～図８に示す。２），３）
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図３ 上級者の文法テストの結果

図４ 上級者の読解方略テストの結果

図５ 学科別にみた上級者の語彙（日本語から英語）

テストの結果

図６ 学科別にみた上級者の語彙（英語から日本語）

テストの結果

図７ 学科別にみた上級者の文法テストの結果



これらの図から分かるように、学科によって得点分布

に相当の違いがある。では次に、中級者の得点につい

て見ていくことにしよう。

2.2 中級者

上級者の場合と同じように、まずテストの４つの項

目を100点満点に換算した結果を示す。
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図８ 学科別に見た上級者の読解方略テストの結果

図９ 中級者の語彙（日本語から英語）テストの結果

図10 中級者の語彙（英語から日本語）テストの結果

図11 中級者の文法テストの結果



上級者の場合と同様、全体的に高得点者の割合が多い。

しかし、語彙および文法テストに関する正答率（図９

～図11）と比較すると、読解方略テストに対する正答

率（図12）が若干低めなのは気になる点である。

次に、図13～図16に、学科別の得点分布を示す。

上級者同様、学科によって得点分布に相当差がある

ことが分かる。では次に初級者について見ていこう。
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図12 中級者の読解方略テストの結果

図13 学科別に見た中級者の語彙（日本語から英語）

テストの結果

図14 学科別に見た中級者の語彙（英語から日本語）

テストの結果

図15 学科別に見た中級者の文法テストの結果

図16 学科別に見た中級者の読解方略テストの結果



2.3 初級者

上級者、中級者の場合と同じように、まずテストの

４つの項目を100点満点に換算した結果を示す。

上級者、中級者の場合と同じように、語彙テストお

よび文法テストの得点（図17～図19）と比べて、読解

方略の得点（図20）が低めなのが気になる点である。

次に学科毎の得点を図21～図24に示す。
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図17 初級者の語彙（日本語から英語）テストの結果

図18 初級者の語彙（英語から日本語）テストの結果

図19 初級者の文法テストの結果

図20 初級者の読解方略テストの結果



学科によって得点に相当の差があるのは上級者、中

級者の場合と同じだが、初級者の場合、上級者や中級

者の場合と比べて、同じ学科内であっても学習者間の

差が激しいことが分かる。

2.4 再履修者

再履修者の到達度確認テストの４つの項目の結果を

図25～図28に示す。
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図22 学科別に見た初級者の語彙（英語から日本語）

テストの結果

図23 学科別に見た初級者の文法テストの結果

図24 学科別に見た中級者の読解方略テストの結果図21 学科別に見た中級者の語彙（日本語から英語）

テストの結果

図25 再履修者の語彙（日本語から英語）テストの結果



得点が全体的に低いのが目立つが、特に読解方略の

得点の低さが著しい。

次に学科毎の得点について見るが、受講者数が少な

いため、あくまで参考としての提示である。
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図26 再履修者の語彙（英語から日本語）テストの結果

図27 再履修者の文法テストの結果

図28 再履修者の読解方略テストの結果

図29 学科別に見た再履修者の語彙（日本語から英語）

テストの結果



3 フレッシュマンテストとプレースメントテ

スト

１年生のクラス「英語スキルⅡ」については、２年

次のクラス分けの資料とするために、12月にプレース

メントテストを実施している。このテストは、入学時

点で行っているフレッシュマンテストと比較可能な内

容であるため、ここで両者の結果について簡単に見て

おきたい。両テストの結果は図33と図34に示す通りで

ある。

平均点や標準偏差は、両テストとも、ほぼ同程度で

ある。なお、正規分布についてKolmogorov-Smirnov

およびShapiro-Wilkの正規性の検定で確認したとこ

ろ、いずれにおいても正規分布しているとは言えない

という結論が得られた。しかし、両テストとも到達度

確認テストと比べればかなり正規分布よりの結果となっ

ている。

学科毎の得点結果は図35、図36に示す通りである。
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図30 学科別に見た再履修者の語彙（英語から日本語）

テストの結果

図31 学科別に見た再履修者の文法テストの結果

図32 学科別に見た再履修者の読解方略テストの結果

図33 フレッシュマンテストの結果

図34 プレースメントテストの結果



ろ

やはり学科毎に差はあるものの、到達度確認テスト

と比べれば、差の範囲は小さいと言える。

4 結語

大門他（2011）でも報告したように、到達度確認テ

ストについては、真面目にやれば誰でも高得点が取れ

ることを目指して実施した。その意味では、フレッシュ

マンテストやプレースメントテストと比べて、高得点

者が多く見られた点は一定の成果であると言うことが

できる。

一方、上記のような性格のテストであるにも関わら

ず、初級者や再履修者の得点が決して高くない点は大

変残念である。今後の課題として検討していきたい。
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注

１）「英語スキルⅠ/Ⅱ」は旧カリキュラムの「フレッ

シュマン英語Ａ/Ｂ」に相当する。完成年度を迎

えていない一部の学科での科目名は旧名称である

後者であるが、内容については、両者とも同じで

ある。

２）学科略号は以下の通り。BA（経営会計学科）、

BG（経営情報学科）、BH（経営学科）、EA（建

築学科）、EE（電気システム工学科）、EM（機

械工学科）、EP（情報工学科）、FR（応用生物化

学科）、FS（環境生物科学科）、FT（食品栄養科

学科）、HH（歴史地理学科）、HI（コミュニケー

ション学科）、HW（心理学科）、LB（生命医科

学科）、LC（臨床工学科）、LK（保健看護学科）、

LP（理学療法学科）、LS（作業療法学科）、NC

（中国語中国関係学科）。なお EC（都市建設工学

科）、ED（電子情報工学科）、EK（応用化学科）、

HJ（日本語日本文化学科）、LE（スポーツ保健

医療学科）、PJ（児童教育学科）、PY（幼児教育

学科）については、上級クラスを設けていないた

め、図６～図９には記載されていない。また、全

学向けの英語授業を履修していないHF（英語英

米文化学科）、NN（国際関係学科）、NL（国際

文化学科）についても、同様である。

３）図５～図８、図13～図16、図21～図24、図29～図

32、図35～図36の箱髭図の見方は、概略以下の通

り。箱の部分には、データを並べて四分割した場

合の、真ん中の２つ、つまり全体の50％が入る。

箱の中の横線は中央値を示す。箱の上下に伸びた

髭の部分は、外れ値を除いた最大値と最小値を表

す。“○”は軽度の外れ値（箱の長さの1.5倍から

３倍まで）を、“☆”は極端な外れ値（箱の長さ

の３倍以上）を表す。 詳しくは統計学の入門書

などを参照のこと。
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図35 学科別に見たフレッシュマンテストの結果

図36 学科別に見たプレースメントテストの結果
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