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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およ

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。 

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うえで、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 24 年度）の本調査報告書において、 

 提言① 自律的学習能力を育成するための工夫、 

 提言② 外国語能力、コミュニケーション能力を向上させるための取組み 

に関する提言を行った。平成 25 年度は、アンケート調査の対象期間をそれまでの前期のみの

状態から前後期に変更するため、報告書の作成は行わなかった。今年度は、前回の提言①に対

する改善状況を検証することを念頭におき、各部局で実施した平成 25 年度前後期の学部生及

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に提言を行う。なお、提言②については、卒

業（修了）生アンケート及び雇用主アンケートによる設問によって検証している事柄であり、

次回のアンケート実施結果を待って分析、検証することとなる。  
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２．在学生による授業評価からみる教育の成果・効果 

（2a）常三島地区学部（表 a） 

１）アンケートの分析 

 今回から前年度前後期に実施した授業評価アンケート結果について分析した結果、授業の改

善傾向が継続している。総合科学部、工学部（昼間・夜間主コース）、全学共通教育（教養科

目群）のほぼ共通した 10 質問項目について学部別平均値を以下に示す。 

 比較可能な前年度までの前期分と今年度の前期分について比較した。特に、総合科学部では、

Q7 将来性が 4.03→4.09→4.14 と着実に改善している。工学部昼間コースでは、Q2 予習・復

習が 2.81→2.89→2.95 と大幅に改善し他の学部より予習・復習時間が長い。工学部夜間主コー

スも同様に、2.79→2.87→2.93 と大幅に改善しているが、他の項目 Q5 授業の分かりやすさ、

Q6 教員の創意工夫、Q7 将来性、Q9 教員とのコミュニケーション、Q10 総合評価で平均値の

微減傾向がみられる。全学共通教育では平成 25 年度前期よりアンケートの回答に Web 入力を

実施し、携帯電話やパソコンから回答できるようになった。その結果、Web 入力による回答は

集計が簡便になる反面，従来のマークシートと異なり，アンケートの回収が確実になされない

などの要因により回答率が 84.27%から 70.7%に減少したが、内容については，ほとんどの質

問項目で平均値が大幅に改善した。 

 常三島地区学部の特徴として総合科学部の授業評価結果は前後期を通して Q2 予習・復習を

除いて良い結果が得られているが、Q5 授業の分かりやすさについては少し低い。工学部は Q2

予習・復習が組織的な実質化の取り組みにより着実に改善した。しかし、全学共通教育では後

期の Q2 予習・復習が大幅に悪くなっている。 

２）教育上の課題 

 Q2 予習・復習に関して工学部のような着実な改善はみられないが、常三島地区学部すべて

で徐々に改善傾向がみられる。全学共通教育の教養科目群についても徐々に改善しているが依

然として後期の平均値が低い値となっている。工学部夜間主コースの前期では多くの項目で平

均値が微減しており授業状態について留意が必要であると思われる。 

３）アンケートに関する改善点 

 全学共通教育で Web 入力の実施に伴い、回答率が大幅に減少した。回答しなかった学生の

増加により Q2 を除くほとんどすべての項目で平均値が上昇した。Web 入力を継続するために

は回答率の改善が不可欠と考えられる。  
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（2b）蔵本地区学部 

１）アンケートの分析 

 調査項目Q１〜７及び10について、医学部でのアンケートの回収率は、医学科で前期86.8％、

後期 67.8％、栄養学科で前期 89.0%、後期 85.4％、保健学科・看護で前期 91.1％、後期 94.8％、

保健学科・検査で前期 95.3％、後期 98.9％、保健学科・放射で前期 88.2％、後期 92.0％であ

った。また、歯学部では 77.4％、薬学部では学科配属前で前期 84.6％、後期 86.2％、６年制

学科で前期 75.5％、後期 86.4％、４年制学科で前期 62.9％、後期 69.7％の回収率となってい

る。口腔保健学科では、当該アンケートの調査が実施されていない。 

 調査項目 Q８〜９のアンケート調査は後期において実施されたが、回収率は医学部の栄養学

科で 92.0％、保健学科・看護で 97.8％、保健学科・検査で 94.3％、保健学科・放射で 93.3％

であった。また、薬学部の学科配属前で 79.5％、６年制学科で 82.6％、４年制学科で 63.9％

の回収率となっている。医学部・医学科ならびに歯学部では当該アンケートの調査が実施され

ていない。 

 「受講態度」に関する設問では、昨年度と同様に高い評価値を示しており、医学部・医学科

以外の学科では前期よりも後期の評価値が高くなっている。「予習・復習の時間」に関する設

問では、評価値が３を越えたのは保健学科・看護の後期（3.32）のみで、薬学部・６年制学科

は昨年に続き蔵本地区の全学科の中で最も低い評価値（前期 1.56、後期 1.90）となっている。

「授業のわかりやすさ」や「教員の創意工夫」に関する設問では、全体として昨年度よりも評

価値が高くなっている。「授業に対する満足度」を問う設問でも、大半の学科で昨年度よりも

高い４付近の評価値が得られているが、歯学部・歯学科では昨年度よりも低い値（前年度：3.82、

今年度：3.45）となっている。 

 

２）教育上の課題 

昨年度の報告書では、自学・自習を通した積極的な受講態度の促進が教育上の課題として取

り上げられた。本年度のアンケート結果において、「予習・復習の時間」は「受講態度」との

関連が大きく、「内容のわかりやすさ」や「重要なことの強調」は負の要因となっている。し

たがって、積極的な受講態度を促進するためには、これらの要因を勘案したバランスのとれた

授業計画の構築が望まれる。 

 

３）アンケートに関する改善点 

アンケート調査は、調査の信頼性という観点から 80％以上の回収率が求められ、過去の解

析結果との比較という観点から同一設問項目による継続的な実施が不可欠である。本年度のア

ンケート調査では、合計４つの対象集団において回収率が 70％未満であり、一部の調査が実

施されなかった学科も複数存在した。したがって、次年度以降のアンケート調査に遺漏がない

よう、回収率の向上も念頭に置いた調査体制の再確認が望まれる。 
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（2 c）大学院 

〔常三島地区〕 

１）アンケートの分析 

（総合科学教育部） 

「受講者の授業への取り組み」に関する項目の評価は全体的に高いものの、予習・復習に費

やす時間は授業形態によってばらつきがあり、講義形式の授業科目では短く、プロジェクト研

究のような実習・演習を含む授業科目では長い傾向にある。「授業の進め方」に関しては、ほ

とんどの項目でスコア 4.0 以上と高評価であるが、学位論文作成との関係については、比較的

低評価であった。「研究・学習体制」については、ほとんどの質問項目で評価が高く、学生の

研究・学習体制は整いつつあることがわかる。  

（先端技術科学教育部） 

「授業評価」においては、博士前期課程ではほとんど全ての設問でスコア 3.7 以上であり、

平成 23・24 年度に比べ全体的に評価が上っている。「研究評価」においては、博士前期課程で

は全ての設問でスコア 4.0 以上となっており、研究環境や指導に対する満足感は全体として高

い。やや評価が低い項目は「教員とのコミュニケーション」であるが、「一部のコースで特に

低いスコアが見られる」点は改善されている。博士後期課程では、全ての項目でスコア 4.07

以上の高評価となっており、学生のニーズにきめ細かく対応していると考えられる。 

２）教育上の課題 

（総合科学教育部） 

オムニバス形式の授業の一部では、散文的・雑学的になっているという指摘があり、今後、

事前に担当教員同士で授業内容・形式の意思統一が必要である。また「研究スペース・設備・

図書/雑誌に関する評価」が低い臨床心理専攻の学生に対して、オンラインジャーナルを含め

て、関連分野の図書・雑誌を充実させる必要性がある。 

（先端技術科学教育部） 

博士前期課程では、予習・復習が不可欠な授業形態への改善が望まれる。また、セミナー形

式、学生参加型、あるいはプロジェクトラーニングなどの多様な授業形態の積極的導入が進ん

でいるが、学生の反応や意見を少しでも多く生かせるような工夫が望まれる。 

３）アンケートに関する改善点 

（総合科学教育部） 

授業の進め方に関する設問中、「８．総合的に評価して、この授業に満足した。」と「１４．

総合的に判断して、この授業に満足している。」の相違が分かりにくい。 

（先端技術科学教育部） 

博士後期課程のアンケート回収率を上げる必要がある。 
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〔蔵本地区〕 

１）アンケートの分析 

(1) 講義に関するアンケート 

蔵本地区の各教育部で実施している授業評価アンケートは、「全専攻系共通カリキュラム

科目」の講義科目を対象としている。したがって、アンケート集計結果は、合同授業形式の

共通の科目を各教育部・各専攻の学生がどのように評価しているかを示していることになる。  

 設問は「受講態度」「予習復習」「目標の提示」「重要事項の強調」「判り易さ」「授業工夫」

「計画通りの進行」「目標達成」「将来役立つ」「総合評価」の 10 項目であり、各項目の選択

肢は(「予習復習」時間を除いて)「そうである(５点)」「ややそうである(４点)」「どちらとも

いえない(３点)」「あまりそうでない(２点)」「全くそうでない(１点)」の５段階である(括弧内

は評価の素点)。 

 まず、総合評価指標(「受講態度」と「予習復習」を除く各設問への５段階評価の加重平均

値で満点は５点)を全専攻の全学生で平均すると 3.98 であり、学生から高い評価を受けてい

ることがわかる。昨年度と比較しても 0.11 増加しており、担当教員の授業改善への取組み

の成果が伺える。 

 次に、各専攻の特徴は次の通り。ただし、ここで対象としたのは、回答数の少ない専攻を

除き、医科学(修士)、人間栄養科学(博士前期)、口腔保健学(修士)、口腔科学(博士)、保健学(博

士前期)医用情報科学領域、保健学(博士前期)医用検査学領域、創薬科学(博士前期)の７専攻

のみである。 

 「総合評価」の設問に「そうである」「ややそうである」を回答した割合は、口腔科学(博

士)は６割、医科学(修士)と人間栄養科学(博士前期)は７割、保健学(博士前期)医用情報科学領

域と創薬科学(博士前期)は８割、保健学(博士前期)医用検査学領域は９割、口腔保健学(修士)

では全学生であった。概ね授業に満足しているが、この設問項目は「受講態度」とも強い相

関があり、専攻ごとに意識の違いがみられる。 

 口腔保健学(修士)では学生の満足度が高く、７つの設問項目で全ての学生が４以上を回答

している。授業の前後で行う予習復習時間も全員が１時間半程度以上と、専攻中で最も長い

時間が確保されている。予習復習については、次いで、保健学 (博士前期)医用検査学領域の

全学生が毎回 30 分程度以上の学習時間を充てている。一方、他の５専攻では、２～５割の

学生が「ほとんど実施していない」と回答した。 

 殆どの専攻では設問の回答に「全くそうでない」を選択した学生は居ないが、口腔科学(博

士)では、「受講態度」と「目標達成」に 1/4 の学生がこの選択肢を回答している。また、授

業内容が「将来役立つ」と考えているが「目標達成」の自己評価が厳しい学生が相対的に多

いのが口腔科学 (博士) と保健学(博士前期) 医用情報科学領域であった。 

(2) 研究に関するアンケート 

昨年度から研究に関するアンケートを実施している。設問は、「研究テーマ設定時の教員

の対応」「研究実施時の指導・助言」「やりがい」「研究環境」「教員とのコミュニケーション」

「研究の満足度」「将来も研究に取り組みたいか」の７項目であり、選択肢は、「そうである

(５点)」「ややそうである(４点)」「どちらともいえない(３点)」「あまりそうでない(２点)」「全
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くそうでない(１点)」の５段階である (括弧内は評価の素点)。 

 まず、総合評価指標(各設問への５段階評価の加重平均値で満点は５点)を全専攻の全学生

で平均すると 4.28 であり、研究指導体制に対して学生は相当に満足していると云える。昨

年度は 4.09 であった。 

 次に、専攻別の特徴を挙げる。各設問に対して、▼医科学(修士)では、「そうである」が５

～６割、「ややそうである」を含めると８割以上であり、学生は研究指導やテーマなどにか

なり満足している。▼医学(博士)では、「そうである」が３～５割、「ややそうである」を含

めると７～８割あり、学生は研究指導やテーマなどに満足している。ただ、「全くそうでな

い」と回答した学生が存在する。▼人間栄養科学(博士前期)では、「そうである」が５～７割、

「ややそうである」を含めると８割以上であり、学生は研究指導やテーマなどにかなり満足

している。▼人間栄養科学(博士後期)では、「そうである」が７～８割、「ややそうである」

を含めると９割以上と、学生は研究指導やテーマなどに非常に満足している。▼保健学(博士

前期)看護学領域では、「そうである」が１～７割とばらつきが大きい。教員からの指導やコ

ミュニケーションは適切であるが、将来も研究に取り組みたいと望む学生は４割と他の専

攻・領域と比べて少ない。一方で、研究指導やテーマなどの適切性に関して否定的な学生は

居ない。▼保健学(博士前期)医用情報科学領域は回答数が少ないので個別的な結果であるが、

全員が「そうである」「ややそうである」を回答しており、学生は研究指導やテーマなどに

非常に満足している。▼保健学(博士前期)医用検査学領域についても回答数が少ないので個

別的な結果であるが、将来にわたる研究の継続をあまり望まない学生の存在など、研究の満

足度に対する違いが様々である。▼口腔保健学(修士)も回答数が少ないが、全員が「そうで

ある」「ややそうである」を回答しており、学生は研究指導やテーマなどに非常に満足して

いる。▼口腔科学(博士)では、「そうである」が３～６割、「ややそうである」を含めると７

～９割であり、全般的に学生は研究指導やテーマなどにかなり満足している。ただ、「全く

そうでない」と回答した学生が存在している。▼創薬科学(博士前期)では、「そうである」が

４～７割、「ややそうである」を含めると６～９割であり、全般的に学生は、研究指導やテ

ーマなどにかなり満足している。ただ、「全くそうでない」と回答した学生が存在している。

▼創薬科学(博士後期)では、「そうである」が６～７割、「ややそうである」を含めると８割

以上であり、学生は研究指導やテーマなどにかなり満足している。ただ、将来にわたる研究

の継続を全く望まない学生が居る。▼医療生命薬学(博士後期)では、研究環境の整備を除い

て、全員が「そうである」と「ややそうである」に回答している。学生は、研究指導やテー

マなどに非常に満足している。▼薬学(博士)では、「そうである」が４～８割、「ややそうで

ある」を含めると６～８割であった。学生は研究指導やテーマなどにかなり満足している。 

２）教育上の課題 

・ 講義の予習復習時間につき、各授業科目では毎週のレポート提出を学生に課しているこ

とから、専攻によっては２～５割の学生が授業時間外学習を殆ど実施していないとの結果

には整合性が認められず、正確な調査と対応が必要である。 

・ 各教育部の入学時オリエンテーションで「全専攻系共通カリキュラム科目」の重要性や

意義、レポート課題の評価基準などを強調して説明する必要があると考えられる。 
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・ 研究に関しては、研究テーマ設定時の指導や助言も含め、学生の望む研究指導が実施さ

れていると云える。ただし、研究への満足度が低い一部の学生に対しては、学生相談体制

や複数指導体制の強化、他教育部との連携などによる対応が望まれる。 

３）アンケートに関する改善点 

・ 学生が毎週の予習復習に充てる平均時間を授業の最終回に実施するアンケートで正しく

調査するのは困難であると考えられる。他の設問項目には変更すべき強い理由は無い。 

・ 集計結果を授業担当教員や研究指導教員にフィードバックし、ティーチング・ポートフ

ォリオの作成などを通して、今後の教育活動に活かす仕組みを構築することが必要である。 

・ 蔵本地区で実施した授業評価アンケート集計結果の閲覧と解析のためのウェブサイト

(http://eval.clin.med.tokushima-u.ac.jp/; 医療教育開発センター)を教員が積極的に

活用するための FD も必要である。 
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３．総合的にみた徳島大学における教育の効果･成果 

本章では、各学部、大学院教育部における授業・研究評価からみる教育の成果・効果の分析

を総合的に概観し、徳島大学全体としての教育の効果・成果をまとめる。授業評価については、

種々議論のあるところであるが、教育分野、学生数、授業形態によって左右されることは一般

的にも指摘されている。しかし、経年的に調査を続けることによって授業改善や教育改革の成

果を少なからず反映することは期待されるし、現時点では具体的に実施できる検証方法として

の意義は否定されるものではない。これらの問題点も考慮して、徳島大学における教育の効

果・成果について以下の通りまとめた。 

１）学部教育 

各学部、学科における授業に対する「総合評価」は、前期、後期の５段階評価による平均で

見ると、４を超えている学部・学科が多く、栄養学科が 4.25 で最も高く、次いで全学共通教

育（教養科目）4.19、保健学科 4.15、総合科学部 4.14、医学科 4.02、薬学部 3.93、歯学科（口

腔保健学科は未調査）3.45 となっている。学部間の平均では 3.98 であるが、全体としては比

較的高い値であるといえる。学部・学科間での数値差は、必ずしも教育の成果の優劣を示すも

のではない。各学部における教育は、蔵本地区の学部のように国家資格に関わる教育編成であ

るのに対して、自由度の高い教育編成が可能である全学共通教育や、総合科学部とでは状況が

異なる。とりわけ、理系、文系との差も大きく左右するだろう。いずれにしても、歯学科では、

若干、低い値ではあるが、総じて徳島大学全体としては、授業に対する総合評価・満足度とい

う点は、評価できる。 

「授業に関するアンケート共通項目」について、全体を概観するために、学部・学科ごとに

集計（平均化）した結果を表 1に示した。全学平均でみても、ほぼ「総合評価」と同様な値を

示していることがわかる。 

表 1． 全学部共通設問に関する授業評価の平均値 

  

総合

科学

部 

工学

部 

共通

教育

医学

科 

栄養

学科

保健

学科

歯学

科 
薬学 

 

全学

平均 

Q1 受講態度・修学

意欲 
4.11  3.91 4.19 3.85 4.13 4.01 3.45 3.80 3.93 

Q2 予習・復習 2.77  2.94 2.24 2.24 2.78 2.31 2.27 1.94 2.44 

Q3 必要事項の明示 4.16  3.75 4.05 3.82 4.05 4.05 3.72 3.91 3.94 

Q4 授業の進度・シ

ラバスの使用 
4.16  3.69 4.03 4.04 4.15 4.17 3.69 4.00 3.99 

Q5 授業のわかりや

すさ 
3.98  3.69 4.14 3.97 4.14 4.06 3.47 3.87 3.92 

Q6 教員の創意工夫 4.13  3.79 4.13 3.88 4.12 4.07 3.39 3.85 3.92 

Q7 将来性 4.19  3.86 4.19 4.25 4.43 4.28 3.78 4.05 4.13 

Q8 授業環境 4.19  3.80 4.31 - 3.70 3.80 - 3.84 3.94 
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Q9 教員とのｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ 
4.03  3.60 4.23 - 3.61 3.72 - 3.55 3.79 

Q10 総合評価 4.14  3.71 4.19 4.02 4.25 4.15 3.45 3.93  3.98 

 

「受講態度・修学意欲」については、3.93、以下、「必要事項の明示」3.94、「授業の進度・

シラバスの使用」3.99、「授業のわかりやすさ」3.92、「教員の創意工夫」3.92、「将来性」4.13、

「授業環境（医学科、歯学科は対象外）」3.94、「教員とのコミュニケーション（医学科、歯学

科は対象外）」3.79 という結果となっている。傾向としては、学部ごとで「総合評価」の値と

連動した高低値を示している傾向が認められる。 

各項目のうち、「予習・復習」については、他の項目と性質が異なるため、他の項目との数

値的比較は困難である。これを除いて、他の項目について、見てみると「将来性」、すなわち

「今後、役に立つか」「将来的意義」「将来役に立つか」といった設問に対する評価値が各学部

で最も高い値を示していることがわかる。国家資格等に係る学部にとどまらず、総合科学部の

ように多彩な分野への進路が予想される学生にとっても「将来性」に役立つという意向が示さ

れたことも含めて、徳島大学における専門の授業に対して、学生が職業人として資質を得るた

めの方向性を一定度示せたという教育効果は認められるだろう。また、全学共通教育（教養科

目）についても 4.19 と高い値を示していることも他大学では見られない特徴としてあげられ

る。 

評価値として、最も低かったのは、「教員とのコミュニケーション」の項目であった。同時

に、学部間で、最も差が見られる項目でもある。4 を超えているのは、全学共通教育（4.23）、

と総合科学部（4.03）に限られており、「総合評価」において最も高い値を示した薬学部では、

逆に「教員とのコミュニケーション」では、最も低い値（3.55）となっている。各学部では、

講義、演習、実習の形態も様々であり、単純には比較できるものではないが、今日の双方向性

学習、能動的学習の重要性を鑑みて、大学全体としても「教員とのコミュニケーション」の活

性化に向けた改善に取り組む必要があるだろう。 

上記の項目とは質的に異なる「予習・復習」についてのアンケート結果についてであるが、

数値的には低い値であるとともに、質問項目においても最大で「2 時間」との選択であること

から、教育質保証という観点から見ると、看過することはできない。特に、常三島地区では全

学共通教育（教養科目）で低く（2.24）、蔵本地区では栄養学科（2.78）を除けば、2.5 以下と

なっている（1.94～2.31）。「予習・復習」に対する回答としては、学生の受け止め方は、学部

によって多少の差は見られることが推察される。資料収集、データ処理も含むのかといった、

周辺作業などについては、普段の授業の展開によっても解釈に影響を及ぼすため、アンケート

結果の分析は、やや複雑な点がある。しかし、総じて「予習・復習」の時間は、不十分である

ことは事実である。この点については、各学部でも改善に向けて努力はされており、前章など

でも触れられているように改善の傾向はみられている。工学部は、他部局と比較して顕著に高

い値（2.94）を示しているが、経年的に値が上昇している点も重要な教訓といえる。 

以上のことから、学部教育全体としては、「総合評価」や「将来性」といった教育の「核」
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となる部分では、一定の教育成果を得ていると考えられるが、一方で教育の実践的な手法・手

段に関わるような双方向性の学習、自律的学習などの基盤的な面で改善すべき課題があると結

論づけられる。 

２）大学院教育 

大学院教育に関しては、研究科・教育部によって状況は大きく異なり、全体としての把握は

困難な部分はあるが、傾向を把握するために各教育部における共通項目に関する結果を便宜的

に集計した（表 2）。総合科学教育部および蔵本地区教育部では、修士・前期課程と博士後期課

程を合算しているが、工学研究科・先端技術科学教育部では、両課程を区分している。 

 

  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

（前期）

先端技術

（後期）  
全体 

Q1 受講態度・修学意欲 4.10  3.79  3.79  4.38  4.01 

Q2 予習・復習 3.11  2.78  3.18  3.82  3.22 

Q3 必要事項の明示 4.38  3.94  3.83  4.33  4.12 

Q4 授業の進度・シラバ

スの使用 
4.37  4.15  3.90  3.92  

 
4.08 

Q5 授業のわかりやす

さ 
4.09  3.90  3.73  4.05  

 
3.94 

Q6 教員の創意工夫 4.12  4.02  3.82  4.12  4.02 

Q7 将来性 - 3.99  3.82  4.58  4.13 

Q8 授業環境 - - 3.79  3.92  3.86 

Q9 教員とのコミュニ

ケーション 
4.01  - 3.66  3.92  

 
3.86 

Q10 総合評価 4.19  4.04  3.90  4.53   4.17 

 

「総合評価」としては、全体的に高い値が示されている。各教育部の単純な集計から見て、

設問項目から他との比較ができない「予習・復習」を除いて、いずれの項目も高く、先端技術

（後期）4.53、総合科学教育部 4.19、蔵本地区教育部 4.04、先端技術（前期）3.90 と、おお

むね良好であると判断できる。その他の項目で、すべての教育部で調査された項目（Q１～Q6）

に限ってみるならば、「授業のわかりやすさ」が、先端技術（前期）で若干低くなっているが、

学生数が多いことなども影響していると考えられ、数値としては大きな問題があるとは言えな

い。 

大学院教育に関する授業評価としては、学部教育以上に個性的で、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

課題を対処することが求められる。しかし、先端技術（前期）で、ほとんどの項目で、平成 23

年以降から向上していることや、蔵本地区教育部における総合評価指数（「受講態度」と「予
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習復習」を除く各設問―の５段階評価の加重平均値）で、前年度と比較して大きく向上してい

る点など、それぞれの教育部で改善に向けた努力がなされたことは確かであろう。また、「予

習・復習」については、学部教育同様に低い値となっている。しかし、この点は、研究に関わ

る時間確保との関係もあり、今後の調査の方法においても多少の設問内容等を検討する必要も

ある。 

課題として各教育部があげている内容の多くは、授業形態、授業方法に関連するものであっ

た。学部教育とは異なる特殊な条件の中で、研究遂行と連結した授業方法の改善が、今後求め

られる。 

３）大学院 研究評価 

大学院学生に対する研究指導の面では、学生数や、研究領域によって形態も異なるため大学

としての統一した課題を引き出すには、やはり困難な部分があるが、共通項目について集計し

た結果を表 3に示した通り、いずれの項目に対しても高い値が示されている。相対的には、「研

究環境」が若干低くなっているが、今日の科学技術の進展から考えて、常にこうした傾向は続

くと考えられ、数値的には深刻な水準にあるとはいえない。 

 

  
表 3． 大学院・教育部に関する研究指導評価の平均

値 
   

  
総合科学

教育部 

蔵本地区教

育部 

先端技術

（前期） 

先端技術

（後期）  
全体

Q1 研究テーマ設定時の教

員の対応 
- 4.49 4.28  4.39  

 
4.39 

Q2 指導・助言 4.38  4.47 4.19  4.27  4.33 

Q3 研究意欲 - 4.36 4.16  4.41  4.31 

Q4 将来性 - 4.10  4.17  4.66  4.31 

Q5 研究環境 3.53  4.27 4.07  4.24  4.03 

Q6 教員とのコミュニケー

ション 
- 4.32 4.00  4.07  

 
4.13 

Q7 総合評価 - 4.19  4.19  4.39   4.26 

 

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ため、

確固とした結論は導き出しにくいが、いずれにしても大学院の研究体制として、徳島大学全体

では良好な状態であると認められるが、個々の教育部についてはいくつかの課題を抱えている

のは事実である。領域的に大きく異なるとはいえ、各教育部における研究指導体制の優れた点、

問題点なども相互に情報を共有することによって徳島大学全体としても、より充実した大学院

における研究指導体制が図れることが期待される。 
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４．改善すべき事項 

１）教育項目 

学部学生 

全学的には学生の教育に関する評価が向上傾向にある。アンケート項目では、「予習・復習」

の項目以外は４点程度である。学生サイドの問題である「予習・復習」についての評価はいず

れの学部においても低いが、評点に向上がみられる。常三島地区に比べて、特に蔵本地区の学

生の評価が低かった。学生による自分に対する評価であるので、一概に数字を比較することに

は意味がないと考えられるが、予習・復習時間の少ない学部・学科での改善が必要である。工

学部では組織的な取り組みにより自己学習が着実に改善しているので、この取り組みを参考に

すべきである。一方、教員サイドの問題では、授業の分かりやすさ、教員の創意工夫、将来性、

教員とのコミュニケーションについては多少の改善があるが、さらなる努力が必要である。 

 「授業環境」と「教員とのコミュニケーション」は昨年から加えられた項目である。全学的

に評価がよくなっているので、教員、学生の努力が窺える。常三島地区では、総合科学部と共

通教育においてかなり向上し、評点も４点を超えている。蔵本地区では、保健学科と薬学部で

向上がみられる。 

 

大学院生 

 各教育部での授業・研究指導に対して、平均点としては非常に高い評価を受けている。しか

し、「予習・復習」については、学部学生と同様に評価が低いことが問題である。予習・復習

が不可欠な授業形態への変更を検討すべきかもしれない。オムニバス形式の授業の一部では、

散文的・雑学的になっているという指摘があり、今後、事前に担当教員同士で授業内容・形式

の意思統一が必要である。また、一部学生の中には研究への満足度が低い者も存在し、将来も

研究に取り組みたいと望む学生が少ないコースや分野もあり、学生相談体制などの対策が望ま

れる。 

 

２）アンケートに関する改善点 

学部学生 

 アンケートの回収率は一般的には 80％以上あれば代表性には問題ないとされている。全学

的にみれば、回収率は概ね良好であるが、70％を切る学部・学科が数件あり、特に常三島地区

の全学共通教育の回収率が大幅に低下しているのは問題である。この原因は Web 入力の導入

と考えられる。導入前から懸念されていたため、入力を完全に学生任せにするのではなく、で

きるだけ授業中に実施するように授業担当教員に依頼する対策を講じていたようであるが、回

収率向上には寄与できなかったようである。今後の対策が望まれる。蔵本地区では、アンケー

ト調査が実施されなかった学科が複数あった。また、「授業環境」と「教員とのコミュニケー

ション」の項目だけアンケートが実施されていない学部もあった。次年度以降は、アンケート

調査に遺漏がないよう、回収率向上も念頭においた調査体制の改善が望まれる。 
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大学院生 

 総合科学教育部においては、アンケートの回収率は 80％以上だったが、蔵本地区教育部に

おいては、授業評価のアンケート回収率 54.5%、研究評価のアンケート回収率 45.3%と非常に

低値であり、回収率のばらつきが認められた。学部学生同様、回収率の向上が望まれる。 
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５．まとめ 

前回の同調査報告書に掲げる提言を踏まえ、今年度は前期の学生アンケート結果による教育

効果・成果の検証を行った。提言①「自立的学習能力を育成するための工夫」に関して、各学

部、教育部で学習時間に若干の変化がみられ、授業での取組みとの関連性も明らかになりつつ

ある。本調査報告書では、それらの結果に基づきいくつかの提言を行った。 

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。 

なお、多くの学部、教育部でアンケート回収率が問題として挙げられており、本調査報告の

検証結果の信憑性だけでなく学部、教育部で行う改善サイクル全般に影響するものであるため、

回収率向上のための何らかの改善が必要である。 


