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１．本報告書の背景と目的 

  徳島大学は，第１期中期目標期間（平成 16〜21 年度）において，中期計画に「学生・卒

業生・第三者による教育の成果に関する評価を実施し，教育の効果を検証する」ことを定め，

各年度において『教育の成果・効果を検証するためのアンケート調査実施概要』に基づき，

学生アンケートを実施してきた。第２期中期目標期間（平成 22〜27 年度）においてはアン

ケート実施そのものを掲げる中期計画はないが，これはアンケート結果を活用したより高次

な教育の成果・効果を向上させる改善サイクルに目標が推移したためであり，依然としてア

ンケートの実施及び得られるデータは，改善活動の中で重要な役割を担うものと判断される。

さらに，第３期中期目標期間（平成 28〜33 年度）においては，より一層「学生の学習成果」

状況の把握が重要となり，それに伴い「教育の質」の向上も問われることとなる。徳島大学

の第３期中期計画においては，「授業アンケートなど学生の意見が教育改革に結びつくシス

テム構築に取り組むこと」，「教育の質保証を進めるために点検・評価，改善勧告を行い，授

業改善に結びつけること」を示している。 

  アンケート結果は，本学における教育の成果・効果を検証するデータであるとともに，教

育の質を向上させるための計画立案に反映されるべきである。そのためには，アンケート結

果を分析し，教育方法について不足している点を洗い出すとともに，アンケート設問項目自

体についても目的・状況に応じた修正を加える作業が必要となる。このことが，本調査報告

書を作成する所以である。 

  本調査報告書の分析結果については，全学自己点検・評価委員会の議を経た上で，教育方

法等の改善方策を検討・作成するための資料として大学教育委員会に提供され，各学部等へ

改善方策がフィードバックされることとなっている。また，アンケート設問項目についても，

各部局等の授業評価アンケートにフィードバックされる。本調査報告書が教育改善に係る

PDCA サイクルの中で有効に活用されることを願ってやまない。 

  前回（平成 26 年度）の本調査報告書において，  

  ●提言① 自学自習を促すための教育プログラム全体からみた授業計画の工夫 

●提言② 授業実施回数の確保 

に関する提言を行った。平成 27 年度は，提言①については，各部局で実施した学部生及び

大学院生に対するアンケート調査結果の報告を分析し，徳島大学における教育の成果・効果

を検証するとともに，さらなる教育改善に向けた提言を行う。提言②については，教員アン

ケートの設問によって検証している事柄であり，次回の教員アンケート実施結果から検証す

ることとする。 
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２．総合的にみた徳島大学における教育の効果･成果 

（1）学部教育の分析 

本学では「明日を目指す学生の多様な個性を尊重して，人間性に富む人格の形成を促す

教育を行い，優れた専門的能力と，自立して未来社会の諸問題に立ち向かう，進取の気風

を身につけた人材の育成」を理念・目標とし，各学部・学科の教育目標に応じて様々な内

容・形態での授業が実施されている。したがって，学生アンケートの結果から各学部・学

科を単純に比較することは困難であるが，大学としての全体像を把握するため，平成 27

年度の「学生アンケート共通項目」の５段階評価を各学部・学科ごとに集計した結果を表

１に示す。なお，共通教育及び総合科学部では前期と後期の各集計値の平均値を，医科栄

養学科及び保健学科の講義と実習の区別がある項目では講義についての集計値を，工学部

では昼間コースと夜間主コースの各集計値の平均値をデータとして記載した。 

各学部・学科における授業に対する「Q10 総合評価」は全学平均値が 4.09 であり，昨年

度のアンケート結果（Q10：4.08）と同様に高い値を示している。昨年度のアンケート結

果（Q9：3.24）において平成 25 年度（Q9：3.79）からの数値の低下が指摘されていた「Q9

教員とのコミュニケーション」は全学平均値が 3.69 であり，平成 25 年度に近い値まで向

上している。「Q1 受講態度・修学意欲」の全学平均値は 4.01，「Q3 必要事項の明示」の全

学平均値は 3.95，「Q4 授業の進度・シラバスの使用」の全学平均値は 4.08，「Q5 授業のわ

かりやすさ」の全学平均値は 4.01，「Q6 教員の創意工夫」の全学平均値は 4.02，「Q7 将来

性」の全学平均値は 4.20，「Q8 授業環境」の全学平均値は 4.05 であり，これら７項目は

いずれも４以上の高い値を示しており，昨年度と比較して数値の低下は認められない。一

方，「Q2 予習・復習」は他の設問とは性質が異なるため全学平均値が低い値（2.59）とな

っているが，昨年度のアンケート結果（Q2：2.42）との比較では向上する傾向にある。 

したがって，平成 27 度の「学生アンケート共通項目」の全学的な概観からは，本学の

学部教育は概ね良好であると判断できる。 

表１．学部・学科に関する授業評価（学生アンケート共通項目）の平均値 

 
共通

教育

総合

科学

部 

医学部 

歯学

部 

薬学

部 

工学

部 

全学

平均
医学

科 

医科

栄養

学科

保健

学科

Q1 受講態度・修学意欲 4.26 4.05 3.78 4.19 4.15 3.85 3.82 3.97 4.01

Q2 予習・復習 2.02 2.93 2.45 3.12 2.94 2.06 2.22 2.98 2.59

Q3 必要事項の明示 4.11 4.12 3.69 4.09 4.05 3.75 3.94 3.84 3.95

Q4 授業の進度・シラバスの使用 4.13 4.15 3.99 4.23 4.20 4.07 4.07 3.77 4.08

Q5 授業のわかりやすさ 4.08 3.97 3.82 4.25 4.13 4.11 3.94 3.77 4.01

Q6 教員の創意工夫 4.02 4.09 3.78 4.24 4.12 4.10 3.94 3.89 4.02

Q7 将来性 4.08 4.08 4.14 4.48 4.39 4.35 4.11 3.99 4.20

Q8 授業環境 4.20 4.12 3.71 4.45 - - 3.89 3.90 4.05

Q9 教員とのコミュニケーション 3.64 3.94 3.29 3.89 - - 3.68 3.72 3.69

Q10 総合評価 4.10 4.13 3.95 4.35 4.24 4.16 4.01 3.81 4.09
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（2）大学院教育の分析 

大学院教育に関しては，研究科・教育部によって状況は異なるが，傾向を把握するため

に，各教育部での共通項目について集計した結果を表２に示す。「Q10総合評価」としては，

全体的に高い値（平均：4.05）が示されている。「Q2予習・復習」を除いて，いずれの項

目も高い値（４前後）を示しており，おおむね良好であると判断できる。「Q2予習・復習」

が低い値を示す傾向は，昨年度に引き続き全学で共通しており，今後の課題といえる。な

お，大学院教育では，各学部で特化された独自の教育システムで運営されていることから，

徳島大学全体としての共通的な課題というよりは，個々の課題に対処することが求められ

る。 

 

表２． 大学院・教育部に関する授業評価の平均値 

総合科学
教育部

蔵本地区教
育部

先端技術科学教育
部

全学
平均

Q1 受講態度・修学意欲 4.00 3.69 3.94 3.88

Q2 予習・復習 3.17 3.09 3.40 3.22

Q3 必要事項の明示 4.25 3.69 3.94 3.96

Q4 授業の進度・シラバ
スの使用

4.13 3.99 4.00 4.04

Q5 授業のわかりやすさ 4.12 3.89 3.86 3.96

Q6 教員の創意工夫 4.14 3.85 3.96 3.98

Q7 将来性 3.77 4.15 3.98 3.97

Q8 授業環境 - - 3.88 3.88

Q9 教員とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 4.10 - 3.78 3.94

Q10 総合評価 4.23 3.92 4.01 4.05
 

 

（3）大学院生の研究指導 

（A）総合科学教育部 

平成 26 年度と比較して，平成 27 年度は多くの項目でスコアが低下している。特に，「研

究テーマ設定時の教員の対応」と「研究に対する指導・助言」が 4.68 から 4.20～4.30 へ

低下した。総合評価（満足度）も 4.18 から 3.90 に下がっている。教育部の所見にはこれ

らの低下についての問題点の指摘が見当たらない。平成 27 年度は大学改革で総合科学部

は文系を中心とした総合科学部，理工学部に改組，そして生物資源産業学部を新設する準

備で，教職員は教育・研究以外に多くの時間を取られたと考えられる。この影響がスコア

に出ている可能性がある。しかし，徳島大学教育・研究者情報データベース（EDB）で，

大学院生の研究の成果として著作数（平成 27 年）を見ると博士前期課程で 74 編中 61 編

（82％）が欧文であり，これは他の教育部と比較して非常に高く，評価できる。 
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（B）蔵本地区教育部（医科学，栄養生命科学，保健科学，口腔科学，薬科学教育部） 

   全ての質問項目でスコアが 4.0 を超えている。研究テーマ設定時の教員の対応と研究実

施指導・助言については 4.5 前後で，大学院生と教員とのコミュニケーションが円滑に図

れていることが推察される。しかし，平成 26 年度と比較すると全般的にスコアが微減し

ている。また，総合評価（研究満足）スコアが他の質問項目（4.3～4.5）と比較して 4.2

と低くなっている。大学院生によっては満足できる研究成果が得られていない可能性があ

り，学生によっては細かな研究指導・助言が求められる。EDB で，大学院生の研究の成果

として著作数（平成 27 年）を見ると，欧文著作の割合が博士前期課程で 36%，後期課程で

49%と研究の国際化という面からは不満が残るかもしれない。 

 

（C）先端技術科学教育部 

全ての質問項目について，平成 27 年度は平成 25，26 年度よりもスコアが増加し，かつ，

全てのスコアが前期課程で 4.0，後期課程で 4.3 を超える高い値である．各教員の主宰研

究室における取組や各職員の支援の成果であり，教員とのコミュニケーションが円滑であ

ることが推察される。また，FD 活動の成果もこの結果に至った要因の一翼を担っていると

思われる。総合評価が前期課程で平均 4.3（範囲 4.1～4.5），後期課程で平均 4.5（範囲

4.2～5.0）と高く，この面では教育部教職員は賞賛に値する。ただ，EDB で，前期課程大

学院生の研究の成果として著作数（論文数）を見ると，平成 25 年度をピークに平成 26，

27 年度と微減している。欧文著作の割合も前期課程では 30%前後，後期課程では 50%程度

であり，世界トップレベルを目指すという大学の方針から考えると不満が残るかもしれな

い。 

 

３．改善すべき事項 

（1）学部教育の分析 

共通教育及び各学部で行われた平成 27 年度授業評価アンケートを基に学部教育での改善

すべき点を探り，今後の教育で問題点や解決すべき方策の糸口を探る。 

まず，授業評価については，これまで「自学自習」や「コミュニケーション（双方向性）」

などといった点が取り沙汰され，改善すべき事項として取り上げられてきた。今回の授業評

価アンケートにおいても，これらについては全体的に改善されたとはいいにくい部分がある

が，授業クラスの形態や受講生の規模，さらには学部学科によって差があることも事実であ

る。以下では，各学部学科を中心に授業評価アンケートを分析し，その特徴について触れる

こととする。 

共通教育では，基礎科目，社会形成科目，社会性形成科目などの各科目群があるが，科目

群によって授業評価に差がみられ，総じて基礎科目群などでの評価が低く，共創型学習やヒ

ューマンコミュニケーションなどが含まれる社会性形成科目群の評価が高い。これは，講義

形式の授業とアクティブラーニングを積極的に取り入れている授業との授業形態の差によ

るものと考えられる。現実的に授業形態そのものを少人数の，双方向的なものに変換する努

力をしてきてはいるものの，講義形式をすべてアクティブラーニング化することはできない
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ので基礎科目群において評価点が低い「双方向性」や「理解度への配慮」などに対する工夫

が不可欠となろう。 

  総合科学部は，平成 27 年度の授業評価について前年度よりも全体的に各項目の平均値が

上昇傾向にあり，授業クラス間のバラツキも減少傾向にある。アクティブラーニングの導入

などの成果が少しずつ表れているといえる。一方，例えば「予習復習時間」「教員とのコミ

ュニケーション」等では，授業の形態やクラス人数に応じて評価が大幅に異なり，実験，実

習，調査等の授業クラスでは予習復習時間が長く，演習，ゼミ等では授業クラスによるバラ

ツキが非常に大きくなる傾向があるため，これをどのように是正していくかが今後の課題で

ある。 

  医歯薬の各学部においては，全体的に評価結果が高いが，例えば「自学自習」にあてる時

間も 30 分以上あてる学生はすべての学部学科で 70%を超えるが，１時間以上になると，50%

に満たない学科も目立つ。また，評価項目によっては学部学科単位で評価に大きな差が現れ

る項目も見受けられる。例えば，コミュニケーションに関する項目で医学科の評価は，医学

部の他学科と比して低く，対策が必要である。 

  工学部（昼間・夜間主両コース）では，過去２年の授業評価アンケートの全学科平均スコ

アの結果との比較を行い，平成 27 年度の総合的なスコアが過去２年よりも 0.03%～0.15%の

幅で上昇している。この理由として，全教員の不断の改善のみならず，FD 活動等による成果

の表れであり，この部分をさらに強化していくことで学部教育が一段と改善されていくこと

だろう。 

  全体として，学生の主体的な取組である「自学自習」は改善される傾向があるが，学部教

育よりも共通教育ではまだ改善すべき余地が残されている。講義形式の授業においても課題

に取り組む機会などを提供することにより自学自習の時間がさらに増えるはずである。この

ような習慣は，学部教育よりもむしろ共通教育の段階で身に付けることが望まれる｡また，

講義形式では，教員の一方的な授業によって双方向的なコミュニケーションの機会が失われ，

どうしても一方的になりやすく，大人数クラスの授業では困難を伴うが，工夫が必要である。 

 

（2）大学院教育の分析 

1）アンケート回収率が低い教育部（特に博士（博士後期）課程）がある。できれば 80％

以上の回収率が望ましい。 

    総合科学教育部博士前期課程は前期分 65.9％（120 名/182 名），後期分 81.0％（68 名

/84 名）とほぼ良好である。ただし，博士後期課程の院生もアンケートの対象としている

が，結果報告がない。アンケートを実施したが回答がなかったのか，アンケート期間に

対面の授業がなく，実施ができなかったのか不明である。 

    医科学，口腔科学，薬科学，栄養生命科学，保健科学教育部については博士前期課程

及び博士（博士後期）課程における共通科目５科目の回収率（48.0％ − 90.5％，平均

61.2％：博士前期課程及び博士（博士後期）課程は区別されていない）が示されている。

その他の科目のアンケート調査は実施していない。 

    先端技術科学教育部博士前期課程に関しては，回収総数が示されているが，回収率の
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情報はない。平成 26 年度に比べて回収総数が増加しているのは７学科のうち３学科であ

る。博士後期課程は１件のみの回答で，平成 26 年度の回答数（19 件）に比べて，大きく

減少している。回収率の情報はない。 

    大学教育委員会における平成 27 年度に行う教育改善計画として「アンケートの回収率

向上のための工夫」（大学院は博士前期（修士）課程のみ）が求められ，その実施状況及

び成果・効果報告では概ね回収できているとのことであった。改善状況の把握のために

も回収率の情報が必須ではないか。 

【改善点】 

○ 博士後期課程の未回答の対策として，無記名にこだわらず対面でのアンケートあるいは

ヒアリングを試みるのはどうか。また，自由記述の項を多く設けると多様な意見を得られ

るのではないか。社会人大学院生の場合には，来学時に必ずアンケートを実施するなどの

方策が必要である。 

○ アンケートはすべての科目でなく，一部の科目でのみ実施されている教育部がある。一

部の科目でのみ実施の理由やアンケート対象とした科目の選択理由などの情報が欲しい。

蔵本地区の博士前期（修士）課程でも，多くの対面講義が実施されているはずである。共

通科目だけでなく，他の科目もアンケートを実施してはどうか。 

 

2) 総合科学教育部の博士前期課程において，オムニバス形式の授業での評価が良くない

科目がある。 

【改善点】 

  授業担当者間の連携不足の可能性はないか。主担当教員が授業をしなくとも毎回参加し，

討論に参加するのも改善法の一つである。 

 

3）ティーチングアシスタント(TA)の資質向上について  

 総合科学教育部におけるティーチングアシスタント(TA)の 80 - 87％は毎回教員と打合

せをしながら，授業に臨んでいる。しかし，残りの TA はそうでないことになる。 

【改善点】 

  他教育部における TA の活用状況の情報はない。担当教員に活用が任されていることが多

く，同じ教育部内でも，TA 間の職務内容に大きな差はないだろうか，同一時間給が支給され

ている限り，その情報は必要である。このため，教育部全体でプレ FD を実施するなどして，

TA の資質向上に努める必要がある。 

  

（3）大学院生の研究指導 

大学院教育に関しては，教育部によって状況がそれぞれ異なっており，また共通科目と

各専攻科専門科目との間では差がみられるものの，「総合評価」としては全体的に高い値

が示されている。「予習・復習」を除いて，いずれの項目も高い値を示しており，おおむ

ね良好であると判断できる。大学院教育では，各教育部の専門性の上に立った独自の教育

システムと指導教員による独自の指導に基づいて運営されていることから，徳島大学全体
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としての共通的な課題としてはもちろんであるが，各教育部の個々の課題に対処すること

が求められる。 

大学院全体における研究体制のアンケートは，全学的に網羅されているとはいえないが，

全ての項目で，前年度を上回る平均値を上げており，大学院の研究体制として，良好な状

態であると認められる。これは，指導教員の真摯な取組や手厚い指導の成果であるととも

に，各教育部でなされている FD 活動等の成果でもあるとみなすことができる。今後一層

の教員個人の意識を高めるべく，FD 活動を充実させ，大学院生の声を個々の教員の授業や

研究指導に反映させることが必要であろう。なお，大学院生に対する研究指導では，個々

の教育部について個別の課題を有しており，専攻科専門科目によっては，総合性と専門性

の強化を望むアンケート結果も出てはいるが，教員と大学院生とのコミュニケーションに

よって容易に改善できるものと思われる。 

大学院教育に関しては教育部ごとにかなり状況が異なっており，共通的な傾向を把握す

ることは困難であるが，昨年まで，共通科目系のオムニバス型の授業については学生の側

からは若干否定的な傾向が見られていたが，アンケート結果の反映と教員側の努力によっ

てかなり改善されており，今回では概ね満足との結果が得られている。また，専攻と分野

によっては，一部で実験実習スペース，実験器具等の設備，図書・雑誌の整備になお改善

の余地がみられる。大学全体の予算が減少傾向にあるので，困難が予想されるが，関係す

る教育部で引き続き努力が必要と思われる。 

大学院教育に関する教員アンケートは各教育部での実施が充分とはいえないため，教員，

学生間のアンケート結果の照合は明確ではないが，全体としては大学院生の授業評価は，

学部教育と同様に高い評価が得られている。また，研究指導評価については，大学院生に

対するアンケートの結果から各教育部とも特に高い評価を得ている。 

大学院教育においては，研究指導と比較し，教育における改善の余地も一定程度認めら

れ，傾向としては共通科目系に関して改善の余地が見受けられる。しかしながら，大学院

教育・研究アンケート回収率が低い教育部があると同時に，大学院生の数そのものがもと

もと小さいということもあり，一定の信頼性を保った分析を行うには，もう少し回収率を

上げる必要がある。 

回収されたアンケート結果からは，教育については「予習・復習」を除いて概ね良好，

研究指導についても共通項目すべてで良好な状態であると認められる。大学院の授業につ

いては研究指導内容と密接に関連している科目も当然あることから，授業ごとの「予習・

復習」という捉え方ではなく，自律能動的な研究としての総合学習時間または自主研究時

間という視点を取り入れることも検討すべきと思われる。 
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４．まとめ 

前回の同調査報告書に掲げる提言を踏まえ，学生による授業アンケートの分析を行った。ま

た，教員による授業アンケートがある場合には，両者にわたる分析を行った。 

授業の実施方法と学生のアンケート結果の符合性は高く，教員と学生による授業アンケート

の照合結果から，前回と同様に学生の自学自習を促すための授業の工夫として，アクティブラ

ーニング型の授業が有効であることが再確認された。また，全体として自学自習は改善される

傾向にあるが，各学部教育，共通教育科目群において，アクティブラーニングの取り入れ方に

ばらつきがあり，その効果も偏りのあることがわかった。全授業のアクティブラーニング化が

できれば最良であるが，それは不可能であること，自学自習の習慣は初年次の段階で身に付け

させることが望まれることから，教育プログラムの設計において特に初年次におけるアクティ

ブラーニング科目の充実を行い，学生に自学自習の習慣を身に付けさせることが望まれる。 

大学院教育部のアンケート結果については，授業及び研究指導の両アンケートにおいて，ア

ンケート回収率が極めて低い教育部があり，信頼性のある分析を行うことが困難な状況に至っ

ている。回収率向上のためのアンケート実施方法の抜本的な見直しが必要と思われる。 

最後に，本調査報告書が徳島大学における教育の向上に資することを強く願う。 


