
平成２６年度前期 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の通知について 

全学共通教育センター長  荒木秀夫 

 

今回実施しました全学共通教育の学生による授業評価アンケートの結果がまとまりましたので，

ここに報告いたします。アンケートの実施にあたってご協力賜りましたこと，御礼申し上げます。 

 今回お知らせする内容は，次の 3 種類です。 

1) 今回の授業評価アンケート結果についての説明 

2) 担当教員別の「学生による授業評価アンケート結果」 

3) 授業評価アンケート（全体集計） 

 

 

ご覧いただくと判りますように，授業評価アンケート結果の通知にあたりましては，それらを全体

や中間アンケートの結果と比較ができるように配慮しています。これは，アンケート結果をできるだ

け多角的・総合的な視点から把握していただき，今後の授業改善に役立てていただきたいと考え

たからです。授業評価アンケート結果の見方と総評については，裏面をご覧下さい。 

 

大学教育に関しては教育目的・目標の明確化やその到達度，さらに教育（授業）方法の改善や

成績評価の適正化が強く求められています。こうした状況の下で，「学生の多様な個性を尊重し，

人間性に富む人格の形成を促す教育」を教育理念に掲げる徳島大学全学共通教育においても，

教養教育として質的・量的にさらに充実した授業の提供を目指しているところです。 

 

各授業担当者におかれましては，こうした状況を斟酌いただくとともに，今後とも全学共通教育

の実施にあたってご協力賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

また，学生による授業評価アンケート結果ならびに成績評価については，授業改善の一環とし

て，科目別に全学共通教育ＦＤやＷｅｂ上で順次公表していく予定でおります。この点についても

ご意見があれば，共通教育係までご連絡いただければ幸いです。 
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平成 26 年度前期 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 66 コマで，回収率は 68.59%でした。因み

に，中間アンケートの回収率は 79.86％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 5 名未満の授業を除く）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。 
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平成26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 予習復習 目標の理解 目標の実現 要点の理解 授業の工夫 今後役立
質問への対

応
授業満足 授業環境

基礎科目群 簡単な連立一次方程式が解ける １変数の微分が計算できる
(51件) 行列の積が計算できる １変数の定積分が計算できる
社会性形成科目群（ウェルネス総合演習） 逆行列の計算が分かる ２変数関数の偏微分が計算できる
(5件) ベクトルの一次独立性が判定できる ２変数関数の定積分が計算できる
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） 行列式の計算ができる この授業で、新しい数学の言葉や概念を学んだ
(10件)

学習内容の復習のために実施した小テストの難易度は適切でしたか。
 （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，１：不適切であった）

小テストの実施により家庭学習は促進されましたか。
（５：非常に促進された，４：ある程度促進された，３：どちらともいえない，２：あまり促進されなかった，１：家庭学習はしなかった）

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）

新しい知識や技能が獲得できましたか。
（５：獲得できた　４：概ね獲得できた　３：どちらともいえない　２：あまり獲得できなかった　１：全く獲得できなかった）

授業の内容に知的な面白さがありましたか。
（５：面白さがあった　４：概ね面白さがあった　３：どちらともいえない　２：あまり面白さがなかった　１：全く面白さがなかった）

授業に対する準備は十分になされていましたか。
（５：なされていた　４：概ねなされていた　３：どちらともいえない　２：あまりなされていなかった　１：全くなされていなかった）

教員の話し方や説明のしかたは適切でしたか。
（５：適切だった　４：概ね適切だった　３：どちらともいえない　２：あまり適切でなかった　１：全く適切でなかった）

ホワイトボード・視聴覚機器（･実験やスポーツの器具）などの教具が，授業内容にふさわしい仕方で効果的に使われましたか。
（５：使われていた　４：概ね使われていた　３：どちらともいえない　２：あまり使われていなかった　１：全く使われていなかった）

（自由記述の項目）

受講態度 目的意識 理解度 創意工夫 総合評価 受講態度 目的意識 理解度 創意工夫 総合評価
中間 4.44 4.20 4.16 4.28 4.08 中間 4.12 3.75 3.55 3.57 3.49
期末 4.38 4.00 4.15 4.05 4.11 期末 4.14 3.71 3.64 3.70 3.75

前回実施の全体【平均】

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）

現在は、毎回授業内容に対するミニレポートの提出という形で授業の復習を行ってもらっています。学生がより主体的
に学習に取り組むようにするには、他にどのような工夫があると思いますか。

3.98 3.94 4.02 4.033.95 2.47 3.86 3.85 3.88 3.89

3.73 3.76 3.88 3.92 3.81 4.13

4.27 4.40 4.33 4.37 4.43

全体【平均】 4.18 2.71 3.76 3.75

4.39 2.58 4.21 4.22 4.33

3.88 3.95 3.86 3.90 4.014.36 1.99 3.83 3.80 4.00

3.70 3.82 3.89 3.75 4.114.14 2.81 3.71 3.70 3.64

回収率：70.66%

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：9.09%（6/66)
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平成26年度前期期末共通教育
授業評価アンケート解析結果 

共通教育センター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 
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設問の略し方一覧 

番号 分析中で用いた略号 質問項目

設問１ 受講態度 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）はどうでしたか。

設問２ 予習復習
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，この授業に関連
して費やした時間の平均は，1週間あたりどのくらいでしたか。

設問３ 目標の理解 シラバスや授業全体を通して，授業の目的や目標がよくわかりましたか。
設問４ 目標の実現 あらかじめ示された目的・目標・計画は，実際の授業でどの程度実現されましたか。
設問５ 要点の理解 授業の要点について理解できましたか。
設問６ 授業の工夫 授業への積極的関与や自主的学習・実践などを促す教員の創意工夫がありましたか。
設問７ 今後役立 授業で得られた知識やものの見方は，今後も自分にとって有意義だと思いますか。
設問８ 質問への対応 受講者の発言や質問に対する教員の対応は適切でしたか。
設問９ 授業満足 総合的に判断して，あなたはこの授業に満足しましたか。
設問１０ 授業環境 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。

2 5



対象となる講義の数および回収数 
科目 講義数 回収数 履修登録数 回収率(%)

ウェルネス総合演習 5 303 414 73.2
ヒューマンコミュニケーション 2 87 103 84.5
基礎化学 9 346 606 57.1
基礎化学実験 1 8 37 21.6
基礎数学 24 1257 1762 71.3
基礎生物学 5 270 360 75.0
基礎生物学実験 1 38 50 76.0
基礎物理学 11 665 883 75.3
共創型学習 8 162 223 72.6

計 66 3136 4438 70.7
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時間割番号別回収率の分布 

講義別の回収率は、最小値21.2%、最大値100%、平均値70.7%であった。回収率の分布ヒスト
グラムを上に示す。代表性に問題がないとされる回収率80%以上の授業は、全体の36.4%と半
数を下回っていた。ただ、60％未満のものが22.7%、50%未満も13.6%と回収率に関しては必ず
しも十分とはいえない授業が認められた。 
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回収率と各評価項目の関連  対象と方法 

• 対象：時間割番号毎の講義66件を用いた。 
• 各講義毎の各設問の平均点および回収率のデータに回収数による

重み付けを行った。（総case 3136） 
• 方法：SPSSを用い、回収率を目的変数とし、10個全ての設問（受講態

度、予習復習、目標の理解、目標の実現、要点の理解、授業の工夫、
今後役立、質問への対応、授業満足、授業環境）を独立変数とした
線形回帰分析（強制投入法）を行った。 
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回収率との関連要因：重回帰分析の結果
モデル集計

モデル R R2 乗 調整済み R2 乗

1 .227a 0.051 0.050

a. 予測値: (定数)、授業環境, 予習復習, 受講態度,
今後役立, 目標の実現, 授業の工夫, 質問への対応, 
要点の理解, 目標の理解, 授業満足。

有意確率： 0.000

表  回収率と関連する要因の標準化係数

標準化係数 t 値 有意確率

ベータ

目標の実現 0.859 14.480 0.000

受講態度 0.074 3.589 0.000

今後役立 0.068 2.531 0.011

授業満足 0.049 0.692 0.489

予習復習 0.041 2.878 0.004

要点の理解 0.000 0.002 0.998

授業の工夫 -0.007 -0.139 0.889

授業環境 -0.011 -0.404 0.686

目標の理解 -0.512 -9.553 0.000

質問への対応 -0.517 -9.522 0.000

(定数) 36.862 0.000
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偏りの存在と対策 

• モデルの寄与率は5%と小さいが、目標の実現(0.859)が最も大きな
正の統計学的に有意な、また、目標の理解(-0.512)、質問への対応
(-0.517)は強い負の有意な要因であった。 

• 受講態度(0.074)や今後役立(0.068)、予習復習(0.041)も弱いが統計
学的に有意な要因であった。 

• 授業満足(0.049)、要点の理解(0.000)、授業の工夫(-0.007)、授業環
境 (-0.011)はいずれも弱い関連の傾向が認められた。 

• 以上のことから本調査には偏りの存在が示唆された。従って本調査
の信頼性を高めるためには、回収率をさらに高めることが重要であ
ると考えられた。  
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満足度と関連する要因 
予習復習と関連する要因 

• 対象：平成26年度前期期末授業評価アンケートデータ3136件を用いた。 
• 方法：SPSS、最適尺度法を用いた重回帰分析（強制投入法）により満足

度との関連を評価した。 
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満足度と関連する要因に関する分析結果

モデル集計

多重 R R2 乗 調整済み R2 乗

.884 .781 .778

従属変数 授業満足

予測: 受講態度 予習復習 目標の理解 目標の実現 

要点の理解 授業の工夫 今後役立 質問への対応 
授業環境

有意確率： 0.000

満足度を従属変数とした最適尺度法を用いた重回帰分析結果
項目 標準化係数 F 有意確率

要点の理解 .278 123.477 .000

質問への対応 .241 102.544 .000

授業の工夫 .215 60.858 .000

今後役立 .116 43.469 .000

目標の実現 .079 18.111 .000

目標の理解 .067 12.132 .000

授業環境 .049 13.206 .000

受講態度 .035 7.406 .001

予習復習 -.011 1.120 .345 9 12



学生の授業満足（設問９）に関連する要因 

• 今回構築された線形モデルは、分散全体の78.1%を説明した。予習復習
を除く8つの要因が統計学的に有意に関連していた。関連が最も強いもの
は、要点の理解(0.278)であり、質問への対応(0.241)、授業の工夫(0.215)
がこれに続いた。今後役立(0.116)、目標の実現(0.079) 、目標の理解
(0.067)、授業環境 (0.049)、受講態度 (0.035) と漸減した。 

• なお、予習復習は統計学的には有意ではないが負の要因であることが示
された。つまり予習復習の促進は満足度の低下と関連している可能性が
示唆された。これは平成26年後期の結果と一致していた。 

• 授業満足度を高めるために教員がすべきことは、要点の理解を促し、質
問に適切に対応し、学生に見える授業の工夫を行い、今後どのように役
立つかを示し、目標の実現を行い、目標を理解させ、授業環境を整え、受
講態度を積極化させる必要があると考えられた。しかしながら、予習復習
は授業満足とは相容れない要因であり、十分な検討が必要と考えられた。 
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予習復習に関連する要因に関する分析結果

多重 R R2 乗 調整済み R2 乗

0.341 0.116 0.109

従属変数 予習復習

予測: 受講態度 目標の理解 目標の実現 要点の理解
 授業の工夫 今後役立 質問への対応 授業環境 授業満足

有意確率＝ 0.000

予習復習に関連する要因（最適尺度法を用いた重回帰）

項目 標準化係数 F 有意確率

目標の理解 .188 42.480 .000

受講態度 .125 41.905 .000

今後役立 .089 12.849 .000

授業の工夫 .071 3.296 .037

質問への対応 -.039 1.967 .117

授業満足 -.058 1.853 .135

目標の実現 .039 1.753 .173

授業環境 -.029 .591 .554

要点の理解 -.003 .011 .989
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学生の予習復習に関連する要因 

• モデルの適合度の指標となる調整済みR２乗は10.9%と満足度に関
するモデルの約8分の一と弱かった。 

• 学生の予習復習に関連する要因は、目標の理解(0.188)が最も大き
く、ついで受講態度(0.125)、今後役立(0.089)、授業の工夫(0.071) が
統計学的に有意であった。 

• 授業満足(-0.058)は、統計学的に有意ではなかったが負の要因の
可能性が示唆された。 

• 学生の予習復習を促進するために教員がすべきことは、目標の理
解、学生自身の受講態度の積極化、今後どう役立つかを示し、学生
に見える授業の工夫を行うなどが挙げられるが、寄与率が10.9%と小
さく、期待できる予習復習時間の延長は限定的である。 
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主成分分析結果  回転後の因子負荷量 
 本調査１０設問の主成分分析結果

表  説明された分散の合計

主成分 合計 分散の % 累積 %

1 5.650 56.496 56.496
2 1.279 12.787 69.283

表   回転後の成分行列

1 2

授業満足 .897 .119

授業の工夫 .849 .139

要点の理解 .847 .130

質問への対応 .842 .074

目標の実現 .830 .197

目標の理解 .803 .248

今後役立 .793 .160

授業環境 .689 .074

受講態度 .508 .415

予習復習 .059 .959

回転後の負荷量平方和

 成分
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主成分分析の結果 

• 第一主成分に対し因子負荷量が0.4を超えたものは、授業満足、授業工
夫、理解への配慮、目標の実現、今後役立、目標の提示、発言の促し、
授業環境、受講態度の9項目であった。第一主成分は（受動的）授業満足
の因子であると解釈した。これにより分散全体の56.5%を説明できた。 

• 第二主成分は、予習復習と学生の受講態度だけが0.4を超えており、（積
極的）自学自修の因子であると解釈した。この成分により分散全体の
12.8%と満足度の成分の4.4分の一程度が説明できた。学生の受講態度
を積極化すると自学自修を促進する可能性があると考えられた。 

• 二つの主成分は、互いに独立しており、従って、学生の予習復習を促進
するために、受講態度以外の調査項目を教員が改善しても得られる効果
は限定的であることが明らかとなった。学生の積極的な自学自修を促す
ためには教員のどのような働きかけが必要か今後の検討が必要と考えら
れた。 
 

14 17



15 18



本調査の設問の統計学的特性  その１ 

• 本調査項目の統計学的な特性を検討した結果、学生の予習復習は
他と関連の無い孤独な独立した項目であった。教員がどうすれば学
生の予習復習を促進できるか、これらの調査項目が持つ情報は限
定的であると考えられた。 

• 予習復習（設問2）と受講態度（設問１）を除く8項目は何れも受動的
な授業満足度に密接に関連しており情報の重複が認められた。 

• 受講態度は、第2主成分の因子負荷量を0.415有しており、他の8項
目とは異なっていた。学生の受講態度を積極化する教員の行動が
意味を持つ可能性を示唆している。 
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• 本調査で測定された満足度（設問９）は、予習復習と負の関連を持
ち、受動的なことから次のように解釈される可能性がある。「楽して
単位が取れて満足」 

• しかし、本来授業満足は、「新しい知識を得た喜び、困難を克服した
達成感」も含まれるべきであると考えられる。その境地に達するため
には、１年生は学習方法も分からない学生が多いのだから、どのよ
うな学修をすべきか、初めは手取り足取りの時期も必要であろう。そ
れは自己決定型（自分の不足部分を自分で振り返りそれを学修す
る）の手法を学生が習得し、教員が手を離すまでの準備期間は必要
ではないかと考えられた。 

17 

本調査の設問の統計学的特性  その２ 
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平成26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 予習復習 目標の提示 目標の実現 理解への配慮 授業工夫 今後役立 発言の促し 授業満足 授業環境

基盤・主題別英語

(・56件) 教科書のレベルは適していた。
発信型英語 （適していた・やや適していた・どちらでもない・やや適していなかった・適していなかった）
(31件)

ドイツ語 教科書の内容は面白かった。
(23件) （面白かった・やや面白かった・どちらでもない・やや面白くなかった・面白くなかった）
フランス語

(3件) ボキャブラリー・ジャーナルの宿題は役になった。
中国語 （役に立った・やや役に立った・どちらでもない・役に立たなかった・課題は殆どしていない）
(20件)

日本語 ライティング・ジャーナルの宿題は役になった。
(4件) （役に立った・やや役に立った・どちらでもない・役に立たなかった・課題は殆どしていない）
情報科学

(9件) Rewritingの宿題は役になった。
（役に立った・やや役に立った・どちらでもない・役に立たなかった・課題は殆どしていない）

【自由記述の項目として】
教科書について感想をお教えください。

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 4.19 4.05 4.05 4.15 3.98

期末 4.28 4.11 4.18 4.22 4.22

回収率：77.52%
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）

教員独自の例 使用率：1.37%（2/146)

教員による自由作成項目

4.26 1.91 4.05 4.08 4.13 4.21 4.18 4.05 4.19 4.26

4.37 1.85 4.22 4.25 4.32 4.53 4.41 4.44 4.51 4.46

3.98 4.10 4.23

4.07 2.47 4.17 4.20 4.50

4.31 2.04 4.12 4.15 4.10

4.25 1.89 4.16 4.16

4.01

4.27

4.12

4.30

4.47 4.43 4.30 4.37 4.30

4.19 4.10 4.01 4.24

4.50 4.77 4.73 4.77

4.35 2.00 4.12 4.15 4.15 4.08

4.64 3.23 4.68 4.68 4.64 4.64

4.34 3.93 4.13 4.23

4.28 1.94 4.11 4.14 4.18 4.22

4.29

中間・期末設問項目比較表

4.18 4.07 4.22 4.29全体【平均】

前回実施の全体【平均】 4.14 4.23 4.144.21 2.46 4.00 3.97 4.12 4.13
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授業環境 

基盤・主題別英語 発信型英語 ドイツ語 
フランス語 中国語 日本語 
情報科学 全体【平均】 前回実施の全体【平均】 
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期末 
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平成26年度後期期末共通教育
授業評価アンケート解析結果 

共通教育センター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 
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平成26年度後期授業評価アンケート質問項目と分析で用いた略号
設問 略号 質問項目
設問１ 受講態度 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。

設問２ 予習復習
この授業に関して費やした時間（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。

設問３ 目標の提示 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。
設問４ 目標の実現 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。
設問５ 理解への配慮 要点の理解に配慮した授業でしたか。
設問６ 授業工夫 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。
設問７ 今後役立 授業で得られた知識や考え方は，今後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。
設問８ 発言の促し 受講者からの発言や質問，積極的関与が促されましたか。
設問９ 授業満足 客観的，総合的に見てよい授業だったと思いますか。
設問１０ 授業環境 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。

2 

設問の略し方一覧 
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対象となる講義の数および回収数 
科目 講義数 履修登録数 回収数 回収率

主題別英語 56 2173 1709 78.6
発信型英語 31 693 455 65.7
ドイツ語初級 11 394 317 80.5
ドイツ語入門 12 362 304 84.0
フランス語初級 3 44 30 68.2
中国語初級 10 430 351 81.6
中国語入門 10 513 415 80.9
日本語2 1 9 8 88.9
日本語4 1 5 4 80.0
日本語6 1 5 5 100.0
日本語8 1 5 5 100.0
情報科学入門 9 417 312 74.8
計 146 5050 3915 77.5 3 24



時間割番号別回収率の分布 
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図  授業別回収率の分布 
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% 

講義別の回収率は、最小値11.1%、最大値100%、平均値77.0%であった。回収率の分布ヒスト
グラムを上に示す。代表性に問題がないとされる回収率80%以上の授業は、全体の52.7%と半
数を上回っていた。ただ、60％未満のものが11.0%、50%未満も4.8%と必ずしも十分とはいえな
い。 

4 25



回収率と各評価項目の関連  対象と方法 

• 対象：時間割番号毎の講義146件を用いた。 
• 各講義の各設問の平均点および回収率のデータについて回収数に

よる重み付けを行った。（総case 3915） 
 

• 方法：SPSSを用い、回収率を目的変数とし、10設問（受講態度、予習
復習、目標の提示、目標の実現、理解への配慮、授業工夫、今後役
立、発言の促し、授業満足、授業環境）を独立変数とする線形回帰
分析（強制投入法）を行った。 
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回収率との関連 
回収率との関連要因：重回帰分析の結果

モデル R R2 乗

調整済み R2

乗

1 .447a .200 .198

有意確率  ＝ 0.000

表  回収率を目的変数とした重回帰分析結果

強制投入法

項目 標準化係数 t 値 有意確率
設問07  今後役立 0.515 13.767 0.000

設問08  発言の促し 0.267 7.905 0.000

設問09  授業満足 0.182 2.647 0.008

設問02  予習復習 0.049 3.093 0.002

設問03  目標の提示 -0.085 -2.042 0.041

設問10  授業環境 -0.131 -3.647 0.000

設問01  受講態度 -0.228 -10.163 0.000

設問06  授業工夫 -0.314 -6.062 0.000

設問05  理解への配慮 -0.515 -11.129 0.000

設問04  目標の実現 -0.043 -.867 0.386

(定数) 42.640 0.000 6 27



偏りの存在と対策 

• 今後役立がもっとも大きな（0.515)要因であった。発言の促し（0.267)がこ
れに続いたが標準化係数はほぼ半分、授業満足(0.182)、予習復習
（0.049)も正ではあったが関連の強さは漸減した。何れも統計学的には有
意であった。 

• 一方、理解への配慮は最も大きな(-0.515)負の要因であった。授業工夫（-
0.314） 、受講態度（-0.228）、授業環境（-0.131）、目標の提示（-0.085）も負
の要因ではあったが関連の強さは漸減したが統計学的には有意であった。 

 
• 以上のことから本調査には偏りの存在が示唆された。従って本調査の信

頼性を高めるためには、より高い回収率を目指すことが重要であると考え
られた。  
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満足度と関連する要因 
予習復習と関連する要因 

• 対象：平成26年度後期期末授業評価アンケートデータ3915件を用いた。 
• 方法：SPSS、最適尺度法を用いた重回帰分析（強制投入法）により満足

度との関連を評価した。 
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学生の授業満足（設問９）に関連する要因

多重 R R2 乗

調整済み R2

乗

0.880 0.775 0.773

有意確率  ＝ 0.000

表  最適尺度法を利用した重回帰分析結果

強制投入法

項目 標準化係数 自由度 F 有意確率

設問05  理解への配慮 .264 4 29.643 .000

設問07  今後役立 .250 4 51.134 .000

設問06  授業工夫 .225 4 52.739 .000

設問10  授業環境 .117 4 38.850 .000

設問08  発言の促し .104 3 32.226 .000

設問04  目標の実現 .053 2 8.038 .000

設問01  受講態度 .040 3 7.923 .000

設問02  予習復習 -.029 3 11.919 .000

設問03  目標の提示 .024 3 .798 .495

従属変数 設問09  授業満足 9 30



学生の授業満足（設問９）に関連する要因 

• 今回構築された線形モデルは、分散全体の77.3%を説明した。 
• 理解への配慮( 0.264 )、今後役立( 0.250 )、授業工夫( 0.225 )は標準化係

数が0.2を超える統計学的に有意な要因であった。次いで授業環境
( 0.117 )、発言の促し( 0.104 )、目標の実現 ( 0.053 )、受講態度( 0.040 )
も関連は小さくなりながらも統計学的には有意の要因であった。ただ、予
習復習( -0.029 )は負の要因、つまり予習復習の促進は低い満足度と弱い
けれども、統計学的に有意な関連が認められた。 

• 以上のことから、学生の満足度を高めるために教員ができることは、学生
の理解に配慮し、今後の学修にどのように繋がるかを明確に示し、学生
に見えるように授業の工夫をし、環境を整え、発言を促し、目標を実現す
ることであることが明らかとなった。予習復習は授業満足と相容れない要
因であり、検討が必要と考えられた。 
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学生の予習復習（設問２）に関連する要因

モデル集計

多重 R R2 乗

調整済み R2

乗

0.247 0.061 0.055

有意確率  ＝ 0.000

表  最適尺度法を利用した重回帰分析結果

強制投入法

項目
標準化係数 自由度 F 有意確率

設問01  受講態度 .137 4 66.696 .000

設問07  今後役立 .109 4 16.709 .000

設問08  発言の促し .081 3 12.587 .000

設問03  目標の提示 .074 4 6.321 .000

設問10  授業環境 -.042 2 3.446 .032

設問09  授業満足 -.101 3 9.981 .000

設問04  目標の実現 .077 2 1.751 .174

設問06  授業工夫 -.048 2 .747 .474

設問05  理解への配慮 -.029 2 .565 .568 11 32



学生の予習復習に関連するモデル 

• モデルの適合度の指標となる調整済みR２乗は5.5%と満足度に関するモ
デルの14分の一と弱かった。 

• 学生の予習復習に関連する要因は、学生自身の受講態度( 0.137 )が最も
大きく、次いで今後役立( 0.109 )、発言の促し( 0.081 )、目標の提示
( 0.074 )が統計学的に有意であった。 

• 授業満足(-0.101)と授業環境 (-0.042 )は、統計学的に有意な負の要因
であった。 

• サンプル数の多さに助けられ、統計学的に有意な要因が検出されたが、
授業満足、授業環境は負であり、授業満足と予習復習が必ずしも両立し
ない可能性が示唆された。 

• モデルの寄与率は5.5%であり、教員が設問項目を改善したとしても、期待
される予習復習時間の延長は限定的である。 
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主成分分析結果  回転後の因子負荷量 
 

1 2

設問09  授業満足 .898 .015

設問06  授業工夫 .873 .022

設問05  理解への配慮 .873 .031

設問04  目標の実現 .839 .108

設問07  今後役立 .829 .077

設問03  目標の提示 .797 .143

設問08  発言の促し .779 .098

設問10  授業環境 .773 .001

設問01  受講態度 .581 .301

設問02  予習復習 .036 .974

 成分

回転後の成分行列a

合計 分散の % 累積 %

5.902 59.021 59.021

1.089 10.892 69.912

回転後の負荷量平方和
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主成分分析の結果 

• 第一主成分に対し因子負荷量が0.4を超えたものは、授業満足、授
業工夫、理解への配慮、目標の実現、今後役立、目標の提示、発言
の促し、授業環境、受講態度の9項目であり、（受動的）授業満足の
因子であると解釈した。この成分により分散全体の59.0%が説明さ
れた。 

• 第二主成分は、予習復習だけが0.4を超えており、予習復習・自学自
修の因子であると解釈した。この成分により10.9%が説明されたが、
これは満足度の約5分の一であった。 

• 以上の二つの主成分は独立しており従って、学生の予習復習を促
進するために教員が何をすべきか得られる情報はこの調査項目か
らは限定的であった。 
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本調査の項目の特性  その１ 

• 本調査項目の統計学的な特性を検討した結果、学生の予習復習は
他と関連の無い孤独な独立した項目であった。教員がどうすれば学
生の予習復習を促進できるか、これらの調査項目を教員が改善して
も学生の学修時間の伸張は限定的であると考えられた。 

• 予習復習（設問2）と受講態度（設問１）を除く8項目は何れも受動的
な授業満足度に密接に関連しており情報の重複が認められた。 

• 受講態度は、第2主成分の因子負荷量を0.3持ち他の8項目とは異
なっていた。学生の受講態度を積極化する教員の行動が意味を持
つ可能性を示唆している。 
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• 本調査で測定された満足度（設問９）は、予習復習と負の関連を持
ち、受動的なことから次のように解釈される可能性がある。「楽して
単位が取れて満足」 

• しかし、本来授業満足は、「新しい知識を得た喜び、困難を克服した
達成感」も含まれるべきであると考えられる。その境地に達するため
には、１年生は学習方法も分からない学生が多いのだから、どのよ
うな学修をすべきか、初めは手取り足取りの時期も必要であろう。そ
れは自己決定型（自分の不足部分を自分で振り返りそれを学修す
る）の手法を学生が習得し、教員が手を離すまでの準備期間は必要
ではないかと考えられた。 

17 

本調査の設問の統計学的特性  その２ 
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平成 26年 6月 23日 

全学共通教育 授業担当者各位 

全学共通教育センター長 

 荒木 秀夫 

 

学生の授業評価アンケート調査について（お願い） 

 

 学生による授業評価アンケート（期末調査）を社会性形成科目群と基礎科目群について実施し

ます。中間調査と同様，学生に教務事務システムを用いた web入力により回答してもらいますが，

パソコンや携帯電話を用いてできるかぎり授業中に回答させてくださるよう，ご協力をお願いい

たします。 

なお，以下の点についてご配慮ください。 

 

１．7月 10日（木）～8月 6日（水）の授業においてアンケートを実施してください。この期間

以外は回答できません。 

自由作成項目（13‐17 と自由記述の 18）を用いる場合は，事前にメールで送付している自

由作成項目調査票に記入の上，メール添付にて共通教育係宛（kykyotuk@tokushima-u.ac.jp）

に返送いただくか，同封している自由作成項目調査票に直接記入していただき，共通教育係に

提出してください。そうすれば，それらの項目がシステムに記入されます。 

自由作成項目の締め切りは，7月 8日（火）17時までです。これを過ぎると自由作成項目で

のアンケートはできませんので，ご注意ください。 

また，中間調査と同様，一週間前の授業などで予告し，回答の入力には学生個人の ID とパ

スワードが必要であること，携帯電話を用いる場合はこれを忘れないことを，学生に周知して

ください。 

 

２．実施の手段は以下のいずれかとなります。同じ授業題目のものが，回答の授業リストに並ぶ

場合がありますので，学生の入力ミスを防ぐため，担当授業の時間割コードを明示してくださ

い。 

 

１）情報センターや 4‐205や 6‐301などパソコンがある教室の授業では，そこのパソコンを利

用して回答させてください。授業中にこれらの教室に移動して実施する場合には，他の授業と

かぶらないよう事前に共通教育係にて予約してください。 

 

２）それ以外の場合は，学生が所持している携帯電話などを用いて以下のサイト経由で教務事務

システムにアクセスさせ，回答させてください。 

 

教務事務システムの学生用携帯電話サイト（スマホでも利用可）： 

https://eweb92.stud.tokushima-u.ac.jp/mobileportal/login.aspx 

学生向け説明文には QRコードがありますので，携帯電話で読み取るよう指示してください。 

 

３．少なくとも 15 分の時間をとり，回答させてください。携帯電話を用いる場合は，授業への

影響を避けるため，授業終了間際に実施することをお勧めします。そうすれば，授業でのアン

ケート実施前に個人的に回答をすませている学生がいたら，ここで退出させることもできます。 
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４．受講者が５名未満の授業については，アンケートは実施しません。そのような授業は，教

務事務システムにおいてアンケート対象から除外するよう設定しますので，ご了承くださ

い。 

 

５．教務事務システムに入り，アンケートのボタンをクリックすると，各学生が履修登録をして

いる授業で，その学期にアンケート調査が実施される授業の一覧が表示されます。その中から，

時間割コードや教員名，曜日講時にしたがって当該授業を選ばせ，共通項目 10 個について 5

段階評価で回答させ，自由記述（11．良かった点，12．改善すべき点）の意見があれば記入さ

せてください（別紙参照）。 

自由作成項目（13‐17と自由記述の 18）については下記９，１０をご覧ください。 

 

６．時間に余裕のできた学生には，できれば未回答の他の授業のアンケートもさせてください。

これにより，別の授業で改めてアクセスする手間が少しでも省け，全体の回答率も向上します。  

  また，何らかの事情で授業時間内に回答できない学生には，学内の学生用パソコンや自宅の

パソコン，携帯電話などを用いて，アンケート期間内に各自回答するようご指導ください。 

これまで授業中に回答できなかった事例には以下のようなものがあります。①携帯電話を忘

れた。②一部の機種ではアクセスや送信ができない。③携帯電話の操作に習熟していないため

うまく回答できない。④パケット料金を払いたくない。 

 

７．結果については，システム上に各項目の回答比率がほどなく表示されます。自由記述につい

ては，今のところシステム設定上表示できませんが，後ほど科目群や科目全体の平均などと比

較したグラフ等とともに，プリントアウトしたものをお渡しします。 

 

８．項目の 3と 4はシラバスとの関連を問うものですが，シラバスの内容を覚えていない学生が

いると予想されます。お手数ですが，アンケート前にシラバスのコピーを配布するか，授業の

目的・目標などを口頭で説明していただきますようお願いします。 

 

９．【教員による自由作成項目】の 13～17については，アンケートを実施される先生が，自己の

教育理念やシラバスにもとづいて 5個以内の設問を自由に作成することができます。 

また，自由記述項目の 18 でも，独自の設問を作成することができます。これらが不要な場

合は作成されなくても結構です（その場合は，以下の説明１０をお読みになる必要はありませ

ん）。 

 

１０．システム設定上，13‐17,18の項目内容を教員側からは入力できません。これらの項目を

作成された場合は，１にも述べたように，事前に送付している自由作成項目調査票に記入し，

メール添付にて共通教育係宛（kykyotuk@tokushima-u.ac.jp）に返送いただくか，同封してい

る自由作成項目調査票に直接記入していただき，共通教育係に提出してください。 

自由作成項目の締め切りは，7月 8日（火）17時までとなっており，これを過ぎると自由作

成項目でのアンケートはできませんので，ご注意ください。 

別紙の自由作成項目例をそのまま使用される場合は，項目に付された a,b,cなどの符号で示

していただいても結構です。自由作成項目の集計結果は，他の項目同様，後ほどグラフ化して

お渡しし，使用された自由作成項目をまとめて今後の参考のために公表する予定です。 
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１１．「学生が選ぶ優れた授業」の調査を，【教員に対する評価】の設問を用いて行います。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 5名未満の授業を除く）の担当教員

は表彰され，その教員名と学生の自由記述の一部が，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/sugureta.html）で公開されます。 

なお，「授業評価アンケート」も「学生が選ぶ優れた授業」の表彰も，全学共通教育の質的

向上を目的とするものです。 

 

別紙 

 

［1］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）はどうでし

たか。［受講態度］ 

２ 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，この授業に

関連して費やした時間の平均は，1週間あたりどのくらいでしたか。［学習時間］ 

［５:２時間以上，４：1時間半程度，３:1時間程度，２：30分程度，１：ほとんどなかった］ 

 

【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よくわかりましたか。[目的意識] 

４ あらかじめ示された目的・目標・計画は，実際の授業でどの程度実現されましたか。 

［達成度］ 

５ 授業の要点について理解できましたか。［理解度］ 

６ 授業への積極的関与や自主的学習・実践などを促す教員の創意工夫がありましたか。 

[創意工夫] 

７  授業で得られた知識やものの見方は，今後も自分にとって有意義だと思いますか。 

[将来的意義] 

８ 受講者の発言や質問に対する教員の対応は適切でしたか。[受講者対応] 

９ 総合的に判断して，あなたはこの授業に満足しましたか。［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 この授業を受けて改善してほしいところを記述してください。 

 

【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 (                                                                              ) 
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［2］自由作成項目の例 

 
a. 新しい知識や技能が獲得できましたか。  
 
b. 対象に対して多面的な見方ができるようになりましたか。 
 
c. 知的な意味で視野が広がりましたか。 
 
d. 授業の内容に知的な面白さがありましたか。 
 
e. 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。 
 
f. 授業に対する準備は十分になされていましたか。 
 
g. 使用教科書や配布資料，提示された参考文献は適切でしたか。  
 
h. 授業内容が単なる知識の羅列でなく，系統的に考えられる枠組みが与えられていましたか。 
 

i.授業を進めるにあたって，受講生の理解度に対する教員の配慮が感じられましたか。 

 
j. 教員の話し方や説明のしかたは適切でしたか。 
 
k. ホワイトボード・視聴覚機器（･実験やスポーツの器具）などの教具が，授業内容にふさわし
い仕方で効果的に使われましたか。 
 
l. 成績評価の基準が明確に提示されましたか。 
 
m. 中間アンケート以降，授業方法は改善されましたか。あるいは，中間アンケートの時点です
ぐれた授業だった場合，その水準が維持されましたか。 
 
n. 授業内容は，他の受講すべき授業やカリキュラム全体との関連の中で，適切でしたか。 
 
o. 自分のめざす専門分野の，全体の中での位置づけがわかるような授業でしたか。 
 
p. 当初授業に期待していたものが，教員の授業の仕方や自分の努力によって十分に達成されま

したか。 
 

[3]同じ科目群の前回アンケート調査（平成 24年度後期）において自由に作成された項目は， 

以下のようなものでした（一部省略）。［2］とともに，適宜参考にしてください。 

 

○○値を求めることができる。 

○○の判定ができる。 

小テストは役に立ちましたか。 

教科書の問題を自主的に解いてみましたか。 

復習プリントは，学習内容の理解を深めましたか。 

グループワークにおける議論を通じて，人と異なるものの見方（視点）を，グループに提示する

ことを心がけましたか。 

グループワークで人に伝える，人から聞くことは，授業の内容をより深めるのに役立ちましたか。 

予習復習の状況は？［５．すべて一人 ４．ほぼ一人 ３．一人とグループが半々 ２．ほとん

どグループ １．つねにグループ］ 

 

自由記述の項目 

現在は復習プリントを配付するということで，時間を確保していると思いますが，「主体的な学

習」に転換していく可能性を感じています。どのようにしたら，学生がみずから主体的に学習す

ると思いますか。 
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