
平成 25 年度 授業評価アンケートに関する解析（歯学部） 

 

平成 25 年度の歯学部歯学科・口腔保健学科授業評価アンケートは事務的な不手際により、該

当科目への配付・回収ができておらず、添付のデータに示す歯学科2科目のみの分析となった。 

 

分析対象となった科目の回収率は 77.4％であった。 

積極的な受講態度に関しては、「非常にそうである」・「かなりそうである」をあわせて 45.3％、

「どちらともいえない」が 40.6％、「あまりそうでない」・「全くそうでない」をあわせた者が

14.1％を占めた。 

十分な予習・復習（1 つの授業あたりの時間数）については、「ほとんどなし」が 43.1％と

最も多く、「30 分程度」・「1 時間」があわせて 38.5%、「1 時間半程度」・「2 時間以上」はあわ

せて 18.5％と少なく、十分な学習が出来ていないと考えられる。 

授業の目標・目的、成績評価基準などの必要事項の説明に関しては、「非常にそうである」・

「かなりそうである」があわせて 56.9％、「どちらともいえない」が 29.2％、「あまりそうで

ない」・「全くそうでない」をあわせて 13.9％であった。 

重要事項の強調については、「非常にそうである」・「かなりそうである」があわせて 53.9％、

「どちらともいえない」が 30.8％、「あまりそうでない」・「全くそうでない」をあわせて 15.4％

であった。 

授業内容のわかりやすさは、「非常にそうである」・「かなりそうである」があわせて 52.3％、

「どちらともいえない」が 21.5％、「あまりそうでない」・「全くそうでない」をあわせて 26.2％

であった。 

授業の進め方の工夫に関しては、「非常にそうである」・「かなりそうである」があわせて

48.4％、「どちらともいえない」が 26.6％、「あまりそうでない」・「全くそうでない」をあわせ

て 25.0％であった。 

授業計画どおりの授業の進行に関しては、「非常にそうである」・「かなりそうである」があ

わせて 53.8％、「どちらともいえない」が 36.9％、「あまりそうでない」・「全くそうでない」

をあわせて 9.3％であった。 

授業の目標の達成は、「非常にそうである」・「かなりそうである」があわせて 36.9％、「ど

ちらともいえない」が 40.0％、「あまりそうでない」・「全くそうでない」をあわせて 23.1％で

あり、十分達成できていない。 

授業が将来役立つかについては、「非常にそうである」・「かなりそうである」があわせて

61.6％、「どちらともいえない」が 20.0％、「あまりそうでない」・「全くそうでない」をあわせ

て 18.5％と肯定的に捉えている学生が多い。 

総合的な授業の満足度に関しては、「非常にそうである」・「かなりそうである」があわせて

49.3％、「どちらともいえない」が 27.7％、「あまりそうでない」・「全くそうでない」をあわせ

て 23.1％であった。 

  

考察 

 平成 25 年度の学生の学習に関する実態調査（ラーニングライフ）において、歯学部学生の

予習・復習時間は十分でないことが示されている。本アンケートにおいても予習・復習時間数

は少なく、また授業における受講態度は受け身であることが示された。今回の分析対象教科の

みでは、全体を推し量って説明することは難しいため、どのような予習・復習に関連する課題



を与えているか、更なる調査を実施することが必要と思われる。また、授業の目標の達成者の

比率は低く、授業内容のわかりやすさの評価が低いため、授業手法の改善の余地があるかもし

れない。設問のうち、将来役に立つかどうかに関しては、平成 25 年度のラーニングライフ調

査結果と同様に評価が高かった。 

全体を総括して、学生自身が自主的に学習に取り組む工夫が必要であると考えられた。 



表 学生による評価

1.受講態度 3.目標等の提
示

4.重要事項の
強調

5.判り易さ 6.授業の工夫 7.計画通りの
進行

8.目標達成 9.将来役立つ 10.授業満足

非常にそうである 20.3% 29.2% 26.2% 23.1% 20.3% 21.5% 9.2% 35.4% 18.5%

かなりそうである 25.0% 27.7% 27.7% 29.2% 28.1% 32.3% 27.7% 26.2% 30.8%

どちらともいえない 40.6% 29.2% 30.8% 21.5% 26.6% 36.9% 40.0% 20.0% 27.7%

あまりそうではない 7.8% 7.7% 12.3% 18.5% 20.3% 6.2% 15.4% 12.3% 18.5%

全くそうではない 6.3% 6.2% 3.1% 7.7% 4.7% 3.1% 7.7% 6.2% 4.6%

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2.予習・復習

ほとんど無し 43.1%

30分程度 15.4%

1時間程度 23.1%

1時間半程度 12.3%

2時間以上 6.2%

計 100.0%

平成25年度歯学部授業アンケート

後期2科目（歯学科） 回収率 ７７．４％
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様式 A・B  Ver. 4.0 

授業に関するアンケート（医歯薬 学部共通） 
 

徳島大学では，修学意欲と授業の質の向上を図るため，授業評価を通じて教員と学生双方の授業に対する意識を高

めることを目的に，全学的な取り組みとしてアンケート調査を実施しています。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

[注意] ●氏名は記述しないこと 

●チェック欄に×印をいれ，HB の鉛筆またはシャープペンシルを用いること 

●設問に関する自由記載については裏面を使用すること 

授業形態 □講義・演習,  □実験・実習  

学 年 □１年, □２年, □３年, □４年, □５年, □６年 

学科・専攻 □医学科, □栄養学科 

□看護学専攻, □放射線技術科学専攻, □検査技術科学専攻 

□歯学科, □口腔保健学科  

□薬学部（学科配属前）, □薬学科, □創製薬科学科 

番号説明 
□５そうである   □４ややそうである   □３どちらともいえない   □２あまりそうでない   □１全くそうでない  

 
設問項目 

1. あなたの受講態度は積極的でしたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

2. この授業の前後で，どのくらい予習・復習（課題・レポート作成，関連文献の読書等を

含む）をしましたか。括弧内は回ごとの平均時間 

□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（ほとんど無い）   

3. 教員はシラバス等によって授業の目標・目的，成績評価基準等の必要事項を説明しましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

4. 授業の中で，重要なことが強調されていましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

5. 授業内容はわかりやすかったですか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

6. 授業の進め方に教員の工夫が感じられましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

7. シラバス等によって示された授業計画どおりに授業は進められましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

8. あなたは授業の目標を達成することができましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

9. この授業は，今後役に立つと思いましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

10. 総合的に評価して，あなたはこの授業に満足しましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

折り曲げ厳禁



様式 A・B  Ver. 4.0 

 

授業に関するアンケート（医歯薬 学部共通） 
 

徳島大学では，修学意欲と授業の質の向上を図るため，授業評価を通じて教員と学生双方の授業に対する意識を高

めることを目的に，全学的な取り組みとしてアンケート調査を実施しています。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

[注意] ●氏名は記述しないこと 

●チェック欄に×印をいれ、HB の鉛筆またはシャープペンシルを用いること 

●設問に関する自由記載については下記を使用すること 

学 年 □１年, □２年, □３年, □４年, □５年, □６年 

学科・専攻 □医学科, □栄養学科,  

□看護学専攻, □放射線技術科学専攻, □検査技術科学専攻  

□歯学科, □口腔保健学科  

□薬学部（学科配属前）, □薬学科, □創製薬科学科 

番号説明 
□５そうである   □４ややそうである   □３どちらともいえない   □２あまりそうでない   □１全くそうでない  

 
設問項目 今年度蔵本キャンパスで受けた全ての授業についての設問です。 

１. 授業環境（教室・実習等の設備）は整っていたと思いますか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

２. 教員とのコミュニケーションは円滑に図れましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       
 
 

 

折り曲げ厳禁



平成 25 年度 授業評価アンケートに関する解析（大学院口腔科学教育部） 

  
結果 
 授業に関するアンケートの回収率は授業科目によるばらつきがあったが，平

均 54.5％，研究に関するアンケートの回収率は 47.1％だった 
 授業に関するアンケートについては，ほとんどの設問項目で「非常にそうで

ある」，「かなりそうである」の占める割合が 60％以上であった。予習復習に関

しては，「ほとんど無し」の割合が 28.1％で一番多かったが，１時間半程度予習

復習を行っている割合が 24％と二番目に多かった。 
 研究に関するアンケートについては，すべての設問項目で「非常にそうであ

る」，「かなりそうである」の占める割合が 70％以上であった。特に，「研究の実

施に際し，指導教員から適切な研究指導等はありますか。」の設問では，「非常

にそうである」，「かなりそうである」の占める割合が 90％近くであり，「将来も

研究したい」の割合は 75％であった。 

 
考察 
 口腔科学教育部の大学院生の授業および研究に対する態度や姿勢は，概ね良

好という結果が得られた。 
授業に対するアンケート結果では，授業に対する姿勢が積極的であると評価

してよいと思われる。多くの共通科目は蔵本地区の医・歯・薬・栄養・保健の

教員が分担して提供している科目あるいは総合科学部の教員に担当して頂いて

いる科目であり，多様な共通科目システムの中で，他分野の講義を他学部の教

員から聞く機会をもつことができる点が評価されていると思われる。 
 研究に対するアンケート結果では，「適切なテーマ指導」，「適切な研究指導」，

「やりがい」，「研究環境」などのすべての項目で 8 割以上の大学院生が「非常

にそうである」あるいは「かなりそうである」と回答していた。研究指導に対

する満足度も非常に高く，また，「将来も研究したい」という項目は 75％であっ

た。将来，研究者を志す大学院生が増加し，口腔科学教育部を支える人材も増

加することを期待する。 



様式 A・B  Ver. 4.0 

折り曲げ厳禁「（共通科目名）」 授業に関するアンケート(大学院) 
[注意] ●氏名は記述しないこと 

●チェック欄に×印をいれ、HB の鉛筆またはシャープペンシルを用いること 

●設問に関する自由記載については裏面を使用すること 

授業形態 学年 専攻 

□A:講義 
   ・ 

  演習 

□B:実験 
・ 

  実習 

□修士(博士前期)1 年 

□修士(博士前期)2 年 

□博士(博士後期)1 年 

□博士(博士後期)2 年 

□博士(博士後期)3 年 

□博士 4年 

□250: 医科学教育部・医科学専攻（修士）  

□256: 医科学教育部・医学専攻（博士） 

□257: 医科学教育部・プロテオミクス医科学専攻（博士） 

□231: 栄養生命科学教育部・人間栄養科学専攻（博士前期） 

□241: 栄養生命科学教育部・人間栄養科学専攻（博士後期） 

□221: 保健科学教育部・保健学専攻（博士前期）・看護学領域 

□222: 保健科学教育部・保健学専攻（博士前期）・医用情報科学領域 

□223: 保健科学教育部・保健学専攻（博士前期）・医用検査学領域 

□225: 保健科学教育部・保健学専攻（博士後期）・生涯健康支援学領域

□226: 保健科学教育部・保健学専攻（博士後期）・医用情報科学領域 

□227: 保健科学教育部・保健学専攻（博士後期）・医用検査学領域 

□331: 口腔科学教育部・口腔保健学専攻（修士） 

□351: 口腔科学教育部・口腔科学専攻（博士） 

□431: 薬科学教育部・創薬科学専攻（博士前期） 

□441: 薬科学教育部・創薬科学専攻（博士後期） 

□442: 薬科学教育部・医療生命薬学専攻（博士後期） 

□451: 薬科学教育部・薬学専攻（博士） 

番号説明 
□５そうである   □４ややそうである   □３どちらともいえない   □２あまりそうでない   □１全くそうでない  

設問項目 
1. あなたの受講態度は積極的でしたか。 

□５  □４  □３  □２  □１       

2. この授業の前後で、どのくらい予習・復習（課題・レポート作成，関連文献の読書等を

含む）をしましたか。括弧内は各回ごとの平均時間 

□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（ほとんど無い）   

3. 教員はシラバス等によって授業の目標・目的，成績評価基準等の必要事項を説明しましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

4. 授業の中で、重要なことが強調されていましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

5. 授業内容はわかりやすかったですか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

6. 授業の進め方に教員の工夫が感じられましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

7. シラバス等によって示された授業計画どおりに授業は進められましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

8. あなたは授業の目標を達成することができましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

9. この授業は，今後役に立つと思いましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       

10. 総合的に評価して，あなたはこの授業に満足しましたか。 
□５  □４  □３  □２  □１       



様式 D  Ver. 1.0 

研究に関するアンケート（大学院） 
 

徳島大学では，修学意欲と質の向上を図るため，教員と学生双方の研究に対する意識を高めることを目的に，全学

的な取り組みとしてアンケート調査を実施しています。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 [注意] ●氏名は記述しないこと 

●チェック欄に×印をいれ、HB の鉛筆またはシャープペンシルを用いること 

●設問に関する自由記載については裏面を使用すること 

学年 専攻 

□修士(博士前期)1 年 

□修士(博士前期)2 年 

□博士(博士後期)1 年 

□博士(博士後期)2 年 

□博士(博士後期)3 年 

□博士 4年 

□250: 医科学教育部・医科学専攻（修士）  

□256: 医科学教育部・医学専攻（博士） 

□257: 医科学教育部・プロテオミクス医科学専攻（博士） 

□231: 栄養生命科学教育部・人間栄養科学専攻（博士前期） 

□241: 栄養生命科学教育部・人間栄養科学専攻（博士後期） 

□221: 保健科学教育部・保健学専攻（博士前期）・看護学領域 

□222: 保健科学教育部・保健学専攻（博士前期）・医用情報科学領域 

□223: 保健科学教育部・保健学専攻（博士前期）・医用検査学領域 

□225: 保健科学教育部・保健学専攻（博士後期）・生涯健康支援学領域 

□226: 保健科学教育部・保健学専攻（博士後期）・医用情報科学領域 

□227: 保健科学教育部・保健学専攻（博士後期）・医用検査学領域 

□331: 口腔科学教育部・口腔保健学専攻（修士） 

□351: 口腔科学教育部・口腔科学専攻（博士） 

□431: 薬科学教育部・創薬科学専攻（博士前期） 

□441: 薬科学教育部・創薬科学専攻（博士後期） 

□442: 薬科学教育部・医療生命薬学専攻（博士後期） 

□451: 薬科学教育部・薬学専攻（博士） 

番号説明 
□５そうである   □４ややそうである   □３どちらともいえない   □２あまりそうでない   □１全くそうでない  

設問項目 

1. 指導教員は，研究テーマを設定する際に適切な指導をしてくれましたか。 

□５  □４  □３  □２  □１       

2. 研究の実施に際し，指導教員から適切な研究指導等はありますか。 

□５  □４  □３  □２  □１       

3. 自分の研究テーマにやりがいを感じていますか。 

□５  □４  □３  □２  □１       

4. 研究環境は整っていると思いますか。 

□５  □４  □３  □２  □１       

5. 教員とのコミュニケーションは円滑に図れていますか。 

□５  □４  □３  □２  □１       

6. 総合的に評価して，あなたは今の研究に満足していますか。 

□５  □４  □３  □２  □１       

7. 将来も引き続き研究に取り組みたいと思いますか。 

□５  □４  □３  □２  □１       

折り曲げ厳禁
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