
平成 27 年度前期 教養科目群の授業評価アンケート結果 
全学共通教育センター長 荒木秀夫 

 
１）今回のアンケートが実施された総授業数は 89 コマで，回収率は 62.11%でした。因み

に，中間アンケートの回収率は 71.54％でした。 
 
２）学生による授業評価アンケート結果の 2 ﾍﾟｰｼﾞ下段にある「アンケート集計結果表」は

2 ﾍﾟｰｼﾞ上段右に記載してある質問項目に対する学生の回答の度数分布表です。「未」は無

回答の数です。 
  
３）2 ﾍﾟｰｼﾞ上段左では，中間アンケートの結果と，期末アンケートの結果を共通項目にお

いて比較した表とグラフを示しました。 
 
４）3 ﾍﾟｰｼﾞは，当該科目群や科目分野等の平均をグラフに示し比較したものです。 
 
５）4 ﾍﾟｰｼﾞは，学生による自由記述です。 
 
６）別紙，授業評価アンケート（全体集計）の上段右は，自由作成項目の実際の作成例（一

部）です。なお，学生の教員に対する評価（項目 3～9）の諸設問は，「学生が選ぶ優れた

授業」選考のために用いられます。この部分の設問の評価値平均で比較し，上位の授業

（回答者数が 5 名未満，または受講者数の半数未満の授業を除く）の担当教員は表彰さ

れ，その教員名と学生の自由記述のいくつかが全学共通教育センターのホームページ  

（http://www.g-edu.tokushima-u.ac.jp/ceducom/）で公開されます。 
 
※昨年度に設問項目の変更をおこないました。項目 2（自学自習）以外の変更はそれほど

大きなものではないので，前回（1 年半前）の数値と比較しても問題はないと思われます。

ただし，項目 2 に関しては，時間の尺度が全体に大きくなっていますので，1 年半前と比

較する際はご注意ください。 
 

項目２  （前回：１年半前）    （今回） 
５：２時間以上    ５：３時間より多い 
４：１時間半程度    ４：３時間程度 
３：１時間程度    ３：２時間程度 
２：30 分程度     ２：１時間程度 
１：ほとんどなかった    １：30 分以下 
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平成27年度前期　授業評価アンケート（全体集計）

期末アンケート 受講態度 自学自習 目的の明示
目的等の実

施
理解度への配慮 創意工夫

将来的な意
義・有用性

双方向性 総合評価 環境・設備

教養科目群（30名以下の授業） 「歴史は考える学問」という点に関連して、講義の内容について「考える」ことができましたか。 
(30件)
教養科目群（30名を超える授業） 「歴史は考える学問」という点に関連して、歴史的な考え方に則って自分や社会について「考える」ことができましたか。
(59件)

この講義を受ける際、中学・高校で身につけた日本史の知識では問題があると感じましたか。
（５：問題なかった，４：それほど問題はなかった，３：どちらともいえない，２：多少問題があった，１：大いに問題があった）

心理学という学問に対して多面的な見方ができるようになりましたか。
［５：当てはまる，４：やや当てはまる，３：どちらともいえない，２：あまり当てはまらない，１：当てはまらない

知的な意味で視野が広がりましたか。
［５：当てはまる，４：やや当てはまる，３：どちらともいえない，２：あまり当てはまらない，１：当てはまらない

授業のテーマや関連分野に対する興味が掻き立てられましたか。
［５：当てはまる，４：やや当てはまる，３：どちらともいえない，２：あまり当てはまらない，１：当てはまらない

放射線や放射性物質及び関連事項について基本的な内容について説明できる。

放射線防護や人体への影響を科学的な考え方で説明できる。

（自由記述の項目）
　「自然放射線と放射線科学」の講義を通して興味を持ったところを記述してください。
　クイズについてどう思いますか。

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価 受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価
中間 4.35 4.34 4.10 4.02 4.17 中間 4.31 4.33 4.24 4.17 4.29
期末 4.23 4.16 4.04 3.99 4.12 期末 4.25 4.22 4.18 4.17 4.24

回収率：62.11%
学生による授業評価アンケート結果（質問項目は別紙に掲載） 教員による自由作成項目

教員独自の例 使用率：5.62%（5/89)

4.23 1.92 4.16 4.13 4.04 3.99 4.19 3.93 4.12 4.22

4.25 1.90 4.22 4.22 4.18 4.17 4.17 3.73 4.24 4.26

4.25 1.90 4.22 4.22 4.17 4.16 4.17 3.75 4.23 4.26

4.17 2.02 4.09 4.09 4.15 4.13 4.24 4.22 4.23 4.32

中間・期末設問項目比較表(30人以下） 中間・期末設問項目比較表(30名を超える）

前回実施の全体【平均】
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平成27年度前期末
授業評価アンケート

解析結果
医学部教育支援センター

副センター長

共通教育合同部会点検評価部会長

三笠洋明

1

対象と方法

• 平成27年度前期に行われた教養科目群89講義を
対象とした。

• 前期末にWebシステムでデータ収集を行った。

• 解析はSPSS 19.0Jを使った。

2

講義別回収率の分布

3

アンケートデータに見られた偏り

受講態度 予習復習 目標の提示 目標の実現 理解への配慮 授業の工夫 今後役立つ 発言の促し 授業満足 授業環境 回収数 合計

Pearson の相
関係数

.101 .322 -.043 -.025 -.089 .013 .228 .223 .019 -.003 .389 .177

有意確率 (両

側)

.345 .002 .690 .819 .408 .907 .032 .036 .860 .975 .000 .098

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

回収率
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偏りの影響を小さくするには

• 回収率を上げる （80%以上が理想）

• 各担当教員に当該授業の回収率をお知らせして
はどうか。

• 全体の平均値（62.0%）と共に

5

予習復習に影響する要因
モデルの寄与率は8.1%

調整済みR2乗＝ 0.081

p= 0.000

ベータ

標準誤差の

ブートスト

ラップ

(1000) 推定

値

発言の促し .167 .016 4 107.438 .000

受講態度 .138 .016 4 72.020 .000

今後役立つ .077 .020 4 14.428 .000

目標の提示 .088 .026 3 11.271 .000

授業満足 -.080 .029 3 7.762 .000

理解への配慮 -.056 .033 2 2.798 .061

授業の工夫 .067 .056 2 1.463 .232

授業環境 -.046 .049 2 .866 .421

目標の実現 -.046 .053 2 .748 .473

自由度 F 有意確率

係数

 

標準化係数

6

授業満足に影響する要因
モデルの寄与率は72.1%

調整済みR2乗＝ 0.721

p= 0.000

ベータ

標準誤差の

ブートスト

ラップ

(1000) 推定

値

理解への配慮 .308 .035 4 76.820 .000

今後役立つ .179 .023 4 59.949 .000

授業の工夫 .178 .030 4 35.570 .000

授業環境 .129 .020 4 43.063 .000

目標の実現 .086 .026 3 11.276 .000

発言の促し .074 .016 4 21.722 .000

目標の提示 .070 .021 3 11.587 .000

受講態度 .059 .015 3 15.756 .000

予習復習 -.028 .008 3 12.772 .000

F 有意確率

係数

 

標準化係数

自由度

7

主成分分析の結果
・予習復習は独立している

表  回転後の成分行列
成分
1 2

授業満足 0.879 0.079
理解への配慮 0.867 0.061
授業の工夫 0.837 0.092
目標の実現 0.828 0.078
目標の提示 0.802 0.086
今後役立つ 0.783 0.155
授業環境 0.710 0.021
発言の促し 0.605 0.319
受講態度 0.537 0.324
予習復習 0.026 0.961

教員がどうした
ら学生の予習復
習を増やせるか
このアンケート
は情報が乏しい

84



学生の受講態度を活性化するに
は発言の促しが有効？

9
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平成 2７年度後期 社会性形成科目群・基礎科目群の 

授業評価アンケート結果 

 

全学共通教育センター長 荒木秀夫 

 

１）今回のアンケートが実施された総授業数は 62 コマで，回収率は 51.29%でした。因み

に，中間アンケートの回収率は 61.25％でした。 

 

２）学生による授業評価アンケート結果の 2 ﾍﾟｰｼﾞ下段にある「アンケート集計結果表」は

2 ﾍﾟｰｼﾞ上段右に記載してある質問項目に対する学生の回答の度数分布表です。「未」は無

回答の数です。 

  

３）2 ﾍﾟｰｼﾞ上段左では，中間アンケートの結果と，期末アンケートの結果を共通項目にお

いて比較した表とグラフを示しました。 

 

４）3 ﾍﾟｰｼﾞは，当該科目群や科目分野等の平均をグラフに示し比較したものです。 

 

５）4 ﾍﾟｰｼﾞは，学生による自由記述です。 

 

６）別紙，授業評価アンケート（全体集計）の上段右は，自由作成項目の実際の作成例（一

部）です。なお，学生の教員に対する評価（項目 3～9）の諸設問は，「学生が選ぶ優れた

授業」選考のために用いられます。この部分の設問の評価値平均で比較し，上位の授業

（回答者数が 5 名未満，または受講者数の半数未満の授業を除く）の担当教員は表彰さ

れ，その教員名と学生の自由記述のいくつかが全学共通教育センターのホームページ  

（http://www.g-edu.tokushima-u.ac.jp/ceducom/）で公開されます。 

 

※昨年度に設問項目の変更をおこないました。項目 2（自学自習）以外の変更は，それほ

ど大きなものではないので，前回（1 年半前）の数値と比較しても問題はないと思われま

す。ただし，項目 2 に関しては，時間の尺度が全体に大きくなっていますので，1 年半前

と比較する際はご注意ください。 

 

 

項目２   （前回：1 年半前）          （今回） 

       ５：2 時間以上            ５：3 時間より多い 

       ４：1 時間半程度           ４：3 時間程度 

       ３：1 時間程度            ３：2 時間程度 

       ２：30 分程度             ２：1 時間程度 

       １：ほとんどなかった         １：30 分以下 
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平成27年度後期　授業評価アンケート（全体集計）

期末アンケート 受講態度 自学自習 目的の明示
目的等の実

施
理解度への配慮 創意工夫

将来的な意
義・有用性

双方向性 総合評価 環境・設備

基礎科目群

(40件) 学習内容の復習のために実施した課題プリントの難易度は適切でしたか。
社会性形成科目群（ウェルネス総合演習） （５：適切であった，４：概ね適切であった，３：どちらともいえない，２：あまり適切ではなかった，
(14件) 　１：不適切であった）
社会性形成科目群（共創型学習・ヒューマンコミュニケーション）

(8件) 課題プリントにはどのように取り組みましたか。一番多かったと思われる方法を答えてください。
（５：自分の力だけで解答した，４：教科書・参考書等を参考に解答した，３：友達に教えてもらった事を
    参考にして解答した，２：友達の解答を書き写した，１：課題プリントは提出しなかった）

本講義に関する家庭学習の時間は1週間でどれくらいですか。
（５：90分以上，４：60分程度，３：30分程度，２：ほとんどしない，１：全くしない）

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価

中間 4.50 4.29 4.22 4.20 4.29
期末 4.41 4.10 4.16 4.15 4.24

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価

中間 4.22 4.07 3.88 3.78 3.86
期末 4.20 3.96 3.91 3.79 3.88

回収率：51.29%

学生による授業評価アンケート結果（質問項目は別紙に掲載） 教員による自由作成項目

教員独自の例 使用率：1.61%（1/62)

4.20 2.33 3.96 3.99 3.91 3.79 3.91 3.41 3.88 4.10

4.40 1.56 4.03 4.12 4.14 4.09 4.22 3.83 4.17 4.18

4.47 1.47 4.60 4.51 4.33

全体【平均】 4.26 2.13 4.00 4.04 4.13

4.56 4.43 4.22 4.68 4.57

3.98 3.88 3.99 3.53 3.97

3.88 3.92 3.81 4.134.18 2.71 3.76 3.75 3.73 3.76

中間・期末設問項目比較表(社会性形成科目群）

中間・期末設問項目比較表（基礎科目群）

前回実施の全体【平均】
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総合評価
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基礎科目群
社会性形成科目群（ウェルネス総合演習）
社会性形成科目群（共創型学習・ヒューマンコミュニケーション）
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共通教育平成27年度後
期・中間授業評価アン

ケート解析結果

共通教育合同部会点検評価部会長

医学部教育支援センター副センター長

三笠洋明

1

対象と方法

平成27年度授業評価中間アンケートで収集した社
会性形成科目群、基礎科目群の62講義、回答数
2490を用いた。

平均回収率は68%、50%以下の講義が18（29%)に
上った。回収率の分布を下に示す。

2

結果
講義別回収率と項目平均値の相関

問01受講態度

問02目標の提

示

問03理解への

配慮 問04授業工夫

問05良い授業

か 回収率

Pearson の相関

係数

.204 .127 .027 .162 .106 1

有意確率 (両側) .112 .327 .833 .210 .412

N 62 62 62 62 62 62

相関係数

 
回収率

標準化係数

B 標準誤差 ベータ

(定数) .318 .145 2.191 .033

問01受講態度 .119 .093 .187 1.281 .205

問02目標の提示 .143 .151 .268 .945 .349

問03理解への配慮 -.487 .183 -1.193 -2.663 .010

問04授業工夫 .511 .212 1.272 2.415 .019

問05良い授業か -.129 .249 -.324 -.518 .607

t 値 有意確率

1

係数a

モデル

標準化されていない係数

3

満足度（良い授業か）との関連

多重 R R2 乗

調整済み R2

乗

見かけ上の予

測誤差

.868 .754 .753 .246

モデル集計

 平方和 自由度 平均平方 F 有意確率

回帰 1878.071 15 125.205 506.197 .000

残差 611.929 2474 .247

合計 2490.000 2489

分散分析

ベータ

標準誤差の

ブートスト

ラップ

(1000) 推定

値

問01受講態度 .052 .013 3 16.017 .000

問02目標の提示 .127 .019 4 42.340 .000

問03理解への配慮 .328 .027 4 148.580 .000

問04授業工夫 .481 .026 4 346.463 .000

標準化係数

自由度 F 有意確率

係数
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授業満足の構造（主成分分析）

1 2

問04授業工夫 .905 .167

問05良い授業か .901 .236

問03理解への配慮 .888 .221

問02目標の提示 .623 .516

問01受講態度 .174 .954

回転後の成分行列a

 成分

5

学生の受講態度との関連

ベータ

標準誤差の

ブートスト

ラップ

(1000) 推定

値

問02目標の提示 .312 .029 2 116.306 .000

問03理解への配慮 .068 .051 1 1.800 .180

問04授業工夫 .041 .079 2 .267 .766

問05良い授業か .171 .040 2 17.956 .000

標準化係数

自由度 F 有意確率

係数

 

R2 乗 0.263
有意確率 0.000

6

結論

• 回収率と項目の平均値に関連が認められることか
ら偏りの存在が示唆された。

• 回収率の改善が引き続き必要。

• 設問５（良い授業）と統計学的には近似した設問
（授業工夫、理解への配慮）が認められる。

• 学生の受講態度とは目標の提示のみが統計学的
に有意に関連していた。
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＜中間アンケート項目＞ 

 

１）この授業に対するあなたの受講態度（集中度・出席率・発表の回数と内容など）は良好でし

たか。[受講態度] 

２）シラバスや授業全体を通して，授業の目的や目標が明示されましたか。[目的の明示] 

３）要点の理解に配慮した授業でしたか。[理解度への配慮] 

４）授業の進め方や教材の選択，自学自習の促進などの点で教員の工夫がありましたか。 

[創意工夫] 

５）客観的，総合的に見てよい授業だったと思いますか。[総合評価] 

６）この授業について良かったところを記述してください。［自由記述］ 

７）この授業について改善してほしいところを記述してください。［自由記述］ 

 

 

 

 

 

＜期末アンケート項目＞ 

 

【自分自身に対する評価】 

１ この授業に対するあなたの受講態度（集中度・出席率・発表の回数と内容など）は良好でし

たか。［受講態度］ 

２ この授業に関連して費やした時間（予習復習・レポート作成・関連文献の読書・外国語やス

ポーツの実践練習など）の平均は，1週間あたりどのくらいでしたか。［自学自習］ 

［５:３時間より多い，４：３時間程度，３:２時間程度，２：１時間程度，１：30分以下］ 

 

【教員に対する評価】 

３ シラバスや授業全体を通して，授業の目的や目標が明示されましたか。[目的の明示] 

４ あらかじめ示された目的・目標・計画は，実際の授業で実現されましたか。［目的等の実施］ 

５ 要点の理解に配慮した授業でしたか。［理解度への配慮］ 

６ 授業の進め方や教材の選択，自学自習の促進などの点で教員の工夫がありましたか。 

[創意工夫] 

７  授業で得られた知識や考え方は，今後とも自分にとって役に立つか，または有意義だと思い

ますか。[将来的な意義・有用性] 

８ 受講者からの発言や質問，積極的関与が促されましたか。[双方向性] 

９ 客観的，総合的に見てよい授業だったと思いますか。［総合評価］ 

 

【環境・設備に対する評価】 

10 授業環境(教室・実習などの設備)は整っていたと思いますか。[環境・設備] 

 

【自由記述】 

11 この授業について良かったところを記述してください。 

12 この授業について改善してほしいところ（授業改善に繋がる建設的で前向きな意見）を記述

してください。 
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【教員による自由作成項目】 

13（                                        ） 

14（                                        ） 

15（                                        ） 

16（                                        ） 

17（                                        ） 

 

【教員による自由作成項目（自由記述）】 

18 (                                                                               ) 

【アクティブラーニングの実施状況とその成果としての学修課題の発見】 

Q19～Q25について，時間の長短に関わらず使われた授業形式にチェックをしてください。 

19 課題の演習があった     ［１：はい，２：いいえ］ 

20 質疑応答の時間があった    ［１：はい，２：いいえ］ 

21 学んだ内容の確認（振り返り）があった   ［１：はい，２：いいえ］ 

22 ペア・グループでの話し合い・作業があった  ［１：はい，２：いいえ］ 

23 個人・グループでの発表があった   ［１：はい，２：いいえ］ 

24 教員による事前学修課題の提示とその学修を前提とした授業進行（反転授業）であった 

       ［１：はい，２：いいえ］ 

25 教員による一方向的な知識伝達であった    ［１：はい，２：いいえ］ 

26 あなたは授業を通じて学修課題を発見することができましたか。 

［５：できた，４：どちらかというとできた，３：どちらともいえない，２：どちらかというと

できなかった，１：できなかった］ 
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