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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。 

平成24年度においては，例年行っている授業に関するアンケートに加え，卒業（修了）生へ

のアンケート及び雇用主へのアンケートを実施し，本学の卒業（修了）後の学生や雇用主から

みた本学の教育の成果・効果を検証する。 

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。 

昨年度の本調査報告書において，学生の予習・復習量の改善を目的として教員の授業の工夫

と学生が問題を伝えやすい環境の維持に関する提言を行った。今年度は，この提言に対する改

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24年度前期の学部生及び大学院生

に対するアンケート調査結果及び本学卒業（修了）後の学生に対するアンケート，雇用主アン

ケートの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。  
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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 

（1）常三島地区学部（授業評価アンケート  表 a） 

1） アンケートの分析 

総合科学部，工学部（昼間・夜間主コース），全学共通教育の教養科目群の学生によるアン

ケート結果について，ほぼ共通した質問項目である学生の「受講態度」，「理解度」，「予習・復

習」と教員の「熱意」および「創意工夫」，「授業のわかりやすさ」，「将来性」，「教員とのコミ

ュニケーション」，「授業環境」等の観点から昨年度および一昨年度との比較を交えて分析を行

なった。全学共通教育センターでは期末アンケートの他に同一学期内でフィードバックするた

めの中間アンケートも行っており，学生・教員の負担軽減のためアンケートを全授業に対して

毎学期には実施せず，科目群ごとに一年半に一回の割合で実施している。今回調査の行われた

教養科目群については直近の平成22年度後期の結果との比較を行った。 

まず学生側の質問内容の中の「受講態度」については，昨年度→今年度の評価値をまとめる

と総合科学部（あなたは意欲的にこの授業に臨みましたか）4.10→4.07，工学部（授業へ出席

し，集中するように心掛けた）3.73→3.74（昼），3.88→3.86（夜），全学共通教育の教養科目

群（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］）3.77→3.79（平成22年度後期→今年度）である。この評価値は昨年度（全

学共通に関しては平成22年度後期）とほとんど同程度の高い値であり，学生が授業に積極的に

取り組んでいることが伺える。 

一方，「予習・復習」に関しては，昨年度と比較すると総合科学部（この授業に関して，予

習復習（課題・レポート作成，関連文献の読書等を含む）にかけた時間（一週間当たり））

2.99→2.74，工学部（この授業を受講するうえで，必須な学習時間以外に学習した1 週間あた

りの平均時間）2.81→2.89(昼)，2.79→2.87(夜)，全学共通教育（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

（1週間あたり））1.82→2.06（平成22年度後期→今年度）のように変化した。工学部は一昨年

度（2.79(昼)，2.73(夜)）と比べて徐々に増加している。 総合科学部については一昨年度（2.13）

と比較すると上下動が大きいものの増加傾向が見られる。全学共通教育については平成22年度

後期に比べると増加しているが，依然として低い値になっている。全学共通教育の教養科目群

については，基礎科目群などとは異なりレポート課題などによる自習・復習時間の確保が難し

いかもしれないが，何らかの検討が必要であろう。 

また，「講義内容の理解度」に関しては，総合科学部は4.04→3.91，工学部は3.50→3.54(昼)，

3.69→3.63(夜)，全学共通教育の教養科目群は3.73（今年度） であり，おおむね授業内容は

理解されているものと考えられる。 

次に，教員に対する評価項目である「教員の熱意」については，総合科学部4.27→4.23，工

学部3.65→3.66（昼），3.85→3.81(夜)と高い数値となっており（全学共通教育には該当する

項目はなし），「教員の創意工夫」についても，総合科学部4.01→4.06，全学共通教育3.65→3.88

（平成22年度後期→今年度）と高い数値となっている（工学部には直接該当する項目はなし）
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ことから，授業に臨む教員の熱意・授業における工夫などは学生に十分伝わっていることが分

かる。 

「授業のわかりやすさ」については，総合科学部（講義内容は理解できましたか）4.04→3.91，

工学部（説明の仕方はわかり易かった）3.50→3.54(昼)，3.69→3.63(夜)，全学共通教育（授

業の要点について理解できましたか。［理解度］）3.73 （今年度）であり，学生は授業内容を

ほぼ理解していると思われるが，質問内容のニュアンスが部局によって微妙に異なっているこ

とによる影響も多少あるのかもしれない。 

「将来性」については，総合科学部（この授業は，今後役に立つと思いましたか）4.03→4.09，

工学部（この授業で学んだことは今後役に立つと思った）3.72→3.74(昼)，3.91→3.86 (夜)，

全学共通教育（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]）3.83（今年度）であり，学生は授業内容が将来役に立つと思っていると分

析できる。 

「教員とのコミュニケーション」については総合科学部（学生と教員の双方向の意思疎通が

図られていましたか）3.96→3.96，工学部（学生からの反応や意見を生かした授業であった）

3.42→3.47(昼)，3.65→3.62(夜)，全学共通教育（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]）3.78 （今年度）であり，学生は教員とのコミュニケーション

にほぼ満足していると思われるが，質問内容のニュアンスが部局によって微妙に異なっている

ことによる影響もあるのかもしれない。 

「授業環境」については，総合科学部4.04→4.17，工学部3.64→3.64 (昼)，3.88→3.83 (夜)，

全学共通教育3.64→3.90（昨年度の社会性形成科目群および基礎科目群についてのアンケート

評価値との比較）であり，総合科学部と全学共通教育において評価が昨年度に比べて高くなっ

ているが，総合科学部1号館と共通教育棟の施設改修などによる環境整備などによるものと考

えられる。 

「総合評価」に関しては，総合科学部4.09→4.08，工学部3.51→3.54(昼)，3.71→3.67(夜)，

全学共通教育3.89→3.86（平成22年度後期→今年度）と十分高い数値を示しており，常三島地

区各学部および全学共通教育の授業に学生はおおむね満足していると判断できる。 

 

2） 教育上の課題 

予習・復習に関しては，昨年度・一昨年度（全学共通教育の教養科目群に関しては平成22年

度後期）と比較すると上下はしているが増加傾向が見られる。全学共通教育の教養科目群に関

しては科目群の性質にもよると思われるが依然として低い値になっている。自己学習を促進さ

せるためのさらなる工夫を授業方法やカリキュラムにおいて実施し続けていく必要がある。 

教員に対する評価項目に関しては，H22-23の平均に比べた評点で工学部の昼間コースが全て

の項目で改善しているのに対して，夜間主コースではほとんど全ての項目で評価が低下してお

り，夜間主コースでの授業状態については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 
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学部に特徴的な必要項目は残しつつも，学部間の比較や全学的な教育効果を評価する上で重

要である評価項目の統一が随時進められてきた。統一的な評価項目数は10程度であるが，質問

内容のニュアンスが部局によって微妙に異なっている。具体的には，「予習復習時間」や「教

員とのコミュニケーション」や「授業のわかりやすさ」に関する質問内容などについては，で

きるだけ文面を共通にすることが望ましいだろう。今後，調査項目および具体的な質問の文章

表記等について検討する必要がある。 

また，全学共通教育センターでは期末アンケートの他に，同一学期内で実際の授業へのフィ

ードバックをより容易にするため，項目を5つに限定した中間アンケートを行っている。アン

ケート実施直後に結果を出しフィードバックのためその結果と改善策について実施教員に学

生へのコメントを依頼しているが，これが実際に行われていない授業もかなりあることが明ら

かになり，具体的な改善策を検討中である。中間アンケートについては，全学共通教育センタ

ーの改善策を踏まえた上で今後他学部での実施について検討していく必要があると思われる。 

さらに，今年度後期より教務システムが新しくなり，これを受けて全学共通教育センターで

は授業評価アンケートのウェブ入力化を検討中である。事務処理などの省力化・効率化，アン

ケート結果提示の迅速化などのメリットがあると思われるが，すでに実施している大学などか

らの情報によれば，回答率の低下という問題も予想される。その対策などについて全学共通教

育センターで現在調査・検討が行われており，その結果を踏まえた上で今後他学部での段階的

な実施についても検討していく必要があると思われる。 
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（2）蔵本地区学部（授業評価アンケート  表 b） 

1）アンケートの分析 

アンケートの回収率は医学部・医学科で62.4%，医学部・栄養学科で92.7%，医学部・保健学

科で，89.2%で，歯学部・歯学科で83.7%，薬学部で82.6%であった。全体としては84.8%であり，

前回の87.0%に比較しやや低い回収率であった。受講態度に関して，大半の学部・学科で「か

なりそうである」が最も多く，医学部・医学科では「非常にそうである」の回答が30%を超え

ている。蔵本地区全体では，「かなりそうである」の回答が最も多く45.3%であり，「非常にそ

うである」の割合を加えると約70%に達する。予習時間に関しては，医学部・栄養学科では「２

時間半以上」が最も多く(26.5%)，他の学部・学科に比べ突出している。医学部・栄養学科以

外の学部・学科では「1時間」から「ほとんどなし」の大半の割合の回答が分布しているが，

薬学部・薬学科では「ほとんどなし」が72.4%を占め，憂慮すべき際立った割合である。「授業

に対する満足度」では概ね30%程度であるが，歯学部・歯学科と薬学部・薬学科では20%以下と

なっている。今年度から新たに加わった回答項目である「授業環境」については，「非常にそ

うである」と「かなりそうである」の割合の合計は各学部・各学科で概ね50%を超えている。

同じく，「教員とのコミュニケーション」についても「非常にそうである」と「かなりそうで

ある」の合計は概ね30%から50%に分布している。 

 

2）教育上の課題 

以上の結果において各学部・各学科によって予習時間等にかなり大きな差が見られる。当該

学部・学科の教員は学生の自学・自習を通した積極的な受講態度を促進するためには他のアン

ケート項目である「目標の提示」，「重要事項の強調」，「判り易さ」，「授業の工夫」，「計画通り

の進行」の回答結果を参考にし，授業の改善に役立てることが望まれる。「授業環境」と「教

員とのコミュニケーション」に関しては今回新たに追加された項目であり，前回との比較がで

きないものの次回の調査で改善されているかどうかに今後着目したい。 

 

3）アンケートに関する改善点 

蔵本地区の学部毎のアンケートの解析結果は医学部教育支援センターからの報告書に詳細

にまとめられているが，蔵本地区全体としての各設問項目についてのまとめは含まれていない。

今回の調査から得られる蔵本地区全体の傾向および過去と今後の傾向の変化の把握の重要性

を考えたとき，蔵本地区全体の解析も医学部教育支援センターで行うことが望まれる。
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（3）大学院 

〔常三島地区〕（授業・研究評価アンケート 表 c） 

1）アンケートの分析 

（総合科学教育部） 地域科学専攻では，シラバスを十分に読まずに受講している学生が見

受けられる。予習・復習の時間も少なく，新入生対象に指導を行う必要がある。「地域行政法

特論」を除く全ての科目では評価値平均は3.5を越えており，学生の評価は概ねポジティブで

ある。しかし，標準偏差が1を超えている項目が多く，学生間の評価にバラツキがある。特に，

「地域行政法特論」については学生の評価のバラツキが大きく，結果として評価平均値が低く

なっている。理系学生には「行政法という専門性」への抵抗感があることが学生意見から推測

される。また臨床心理学専攻では，学生は講義に積極的に参加し，教員とのコミュニケーショ

ンも円滑である。大半の科目で評価値平均が4を越えており，学生から高い評価を受けている。

ただ，「臨床心理士」育成を目的としているためか講義・実習の評価がやや低い。 

（先端技術科学教育部）博士前期課程では大半の設問で4.6以上の評点となっており，授業

への満足感は高いと言える。博士後期課程については該当学生が少ないためにアンケート回収

数も少なく今後の変化に留意すべきであり結論が出せないが，多くの授業がマンツーマンに近

い形か，またはポートフォリオ形式で開講されているために，学生のニーズをきめ細かく反映

していることから，全ての項目で4点台の評点になっており，学生の満足度も非常に高いとい

える。 

 

2）教育上の課題 

（総合科学教育部） 詳細な調査が必要であるが，理系学生には「行政法という専門性」 へ

の抵抗感があることが推測される。また，学位論文作成との関連についての指導が必要と考え

る。 

（先端技術科学教育部）少人数の授業では，セミナー形式や学生参加型，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などが，今後も重要と考えられる。 

 

3）アンケートに関する改善点 

（総合科学教育部）臨床心理学専攻では，「学位論文作成に役立つか」という設問について，

講義・実習が「臨床心理士」育成を目的としている為か，やや低くなっている。また，学位論

文作成は教員の個別指導の部分が大きい。よって，この設問は臨床心理学専攻の授業評価質問

としては適当でない。 

（先端技術科学教育部）特になし。 
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〔蔵本地区〕（授業・研究評価アンケート 表 c） 

 
1）アンケートの分析 

研究に関しては，「研究テーマ設定時の教員の対応」，「研究の実施時の指導・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項目につき，アンケートをとっているが，すべての教育部でどの項目もほとん

どの学生が「非常にそうである」あるいは「かなりそうである」を選択しており，研究指導体

制は学生に満足されていることが伺える。一方，大学院講義については，それに反して，学生

の満足度は低い傾向にあると言える。しかし，予習をほとんどしていない学生が３０％以上で

あることや，受講態度に対する自己評価も高くないことから，学生側が講義自体を重要視して

いないとも推察される。 

 

2）教育上の課題 

講義のわかりやすさや工夫については，否定的な意見は少ないが，決して評価が高いとは言

えず，その点は教員も反省すべき点はあるように思われる。しかし，上述したように，各研究

室での研究指導については満足度が高く，かつ，将来研究を継続したいと考えている学生が大

部分の教育部で半数以上であることから，今後は講義のあり方，存続自体を考えていく必要が

あるのではないかと思われる（私は個人的には教室の個別指導以外に講義は必要ないと感じて

いる）。他の教育部に比べ，栄養生命科学の大学院生は，研究にやりがいを感じ，満足度も高

いにもかかわらず，将来も研究に取り組みたいと考えている割合が低いが，これは会社への就

職に大学院教育を受けることが有利と考える博士前期の学生の割合が高いためではないかと

推察され，逆に，外部（会社等）の大学院教育の評価の高さにつながるとも言える。 

 

3）アンケートに関する改善点 

現状のままで良い。 
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３．卒業（修了）生アンケート結果に基づく教育の成果・効果 

（1）常三島地区（卒業（修了）生アンケート資料） 

1）アンケートの分析 

学部卒業生・大学院修了生に対するアンケート調査項目に関して平成18年度の実施の際には

学部ごとに異なっていたが，今回は全学で統一されたものに改善されている。 

 

１．大学で身につけるべき学力や資質・能力の大学時代における達成度について 

総合科学部学部の卒業生の【社会的スキル】に関しては，(4)「自分の意見を持ち他人に述

べる能力」が全項目中で２番目に高い値（3.87）となった。評点5と4の合計%は (2)「社会の

諸問題を理解し，問題解決に主体的に取り組む姿勢」（71.6%）が最も高いが平均値は４項目の

中で最も低くなっており，約４分の１の卒業・修了生の評価が低い（二極化している）ためで

ある。【個人的スキル】の６つの項目の中で一番達成度が高い項目は(5)「体の健康と心の健康

を保つ方法と考え方」であった。【学術的スキル】(11)～(14)の４つの項目については大差が

なく，【情報活用と言語スキル】の(15)「情報の収集と利用方法を身につけ，種々の情報機器

を使いこなす能力」については全項目の中で最高の評価（3.93）であった。(17)「日本語の文

章作成能力」も高い評価（3.82）となっており，(18)「日本語のプレゼンテーション能力」と

(16)「日本語の読解力」についてもやや高い評価となったが，外国語に関する項目は総じて低

い評価となった。（(19)「外国語の読解力」（2.93），(20)「外国語の記述能力」（2.64），(21)

「外国語のコミュニケーション能力」（2.84）） 

工学部の卒業生については，就職者と大学院生で各スキルに対する達成度自己評価にほとん

ど差がなく，総合科学部と同様に(19)「外国語の読解力」，(20)「外国語の記述能力」，(21)「外

国語のコミュニケーション能力」のポイントが2.5前後の低い評価であり，3.0ポイント以上の

他の能力（(1)～(18)）より達成感が相対的に低い。 

 

２．社会に出て仕事をする上で特に重要と思われる資質，能力について 

21個のスキル項目の内『社会に出て仕事をする上で特に重要と思われる資質，能力』を各自

最大５つまで選択していただき，各スキルの選択者の比率(%)の評価を行なった。 

総合科学部では(6)「ねばり強さ，忍耐力，集中力，逆境にめげない力」と(3)「協調性や社

会性などの組織適応能力」を60%程度の卒業（修了）生が選んでいる。次に多いのは(5)「体の

健康と心の健康を保つ方法と考え方」と(15)「情報の収集と利用方法を身につけ，種々の情報

機器を使いこなす能力」および(18)「日本語のプレゼンテーション能力」でいずれも約30%程

度の卒業（修了）生が選んでいる。 

工学部では，(3)「協調性や社会性などの組織適応能力」，(4)「自分の意見を持ち他人に述

べる能力」，(6)「ねばり強さ・忍耐力・集中力・逆境にめげない力」の３つのスキルが最も重

要であると考えられており，次いで(5)「体の健康と心の健康を保つ方法と考え方」，(7)「与
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えられた制約の下で計画的に仕事を進めまとめる能力」，(9)「自ら積極的に企画し行動する能

力」，(18)「日本語のプレゼンテーション能力」の４つのスキルが続いている。 

 

３．上記の資質，能力を身につけるために徳島大学で受けた教育について 

（1）充実していて良かったと思われる項目： 

総合科学部では，(3)「協調性や社会性などの組織適応能力」と(11)「専門分野での学習に

必要な基礎的知識とそれを応用する能力」と(15)「情報の収集と利用方法を身につけ，種々の

情報機器を使いこなす能力」に対する教育がやや高く評価されている。 

工学部では，全体的には(7)「与えられた制約の下で計画的に仕事を進めまとめる能力」，(11)

「専門分野での学習に必要な基礎的知識とそれを応用する能力」，(18)「日本語のプレゼンテ

ーション能力」に対する教育が充実していると評価されている。 

（2）不足していたと思われる項目： 

総合科学部では，(21)「外国語のコミュニケーション能力」（36%）と(20)「外国語の記述能

力」（25%）が際立って高くなっている。 

工学部では，(19)「外国語の読解力」，(20)「外国語の記述能力」，(21)「外国語のコミュニ

ケーション能力」に対する教育が不足していたと感じている卒業生が非常に多い。これらのス

キルは「大学で身につけるべき“社会で必要とされる21個のスキル”に対する卒業・修了生の

達成度自己評価」におけるワースト３と同じである。  

（3）過剰であったと思われる項目について： 

総合科学部でも工学部でも過剰であったと思われる項目として顕著なものは見られない。 

 

2） 教育上の課題 

『外国語能力の達成度』が極めて低い評価になっており，教育が不十分であったと卒業（修

了）生が感じている。また，『今後ますます重要になると思われる項目』でも(21)「外国語の

コミュニケーション能力」が他の項目に比べて突出して高くなっており，深く受け止めなけれ

ばならないだろう。 

 

3）アンケートに関する改善点 

卒業（修了）生に対するアンケートの回収率が低いことが大きな問題点である。卒業（修了）

生は現在の勤務の忙しさのため時間的余裕がない，卒業してしまえばもう関係ないという意識

の表れであるとは思われるが，アンケートに同窓会報を同封したり，アンケートに回答してく

れた卒業（修了）生に礼状とともに図書券を返送するなど，アンケートの回収率を上げるため

にはある程度の工夫も必要であると思われる。 
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（2）蔵本地区卒業（卒業（修了）生アンケート資料） 

1）アンケートの分析 

蔵本地区の学部・大学院の卒業生修了生からのアンケート結果で共通している傾向は，専門

知識に関する「学術的スキル」の各設問項目に対してはいずれも回答4と比較的得点が高いが，

「情報活用と言語スキル」の項目，「外国語読解能力」および「外国語のコミュニケーション

能力」においては得点が低いことである。この傾向は前回の調査とほぼ同様である。設問は多

岐の内容にわたるが，それらの中で，研究者としての能力の一つである「新しいものや考え方

を創造する能力」については，各学部・大学院で概ね回答3が多く，また社会人として要求さ

れる能力の一つである「協調性や社会性などの組織適応能力」については，医学部・医学科，

栄養学科，保健学科，薬学部では回答4，歯学部では回答5が最も多い。また「不足していたと

思われる項目」についてすべての学部・大学院において外国語に関する能力にきわめて多くが

回答していることが特徴といえる。 

 

2）教育上の課題 

全体にみると，蔵本地区の各学部・大学院の卒業生・修了生は共通して徳島大学における専

門知識に関する教育の達成度と満足度は高い評価といえる。しかしながら，外国語教育の必要

度・重要度を認識しているものの，達成度は低ないし中評価に止まり，大学教育の貢献度には

低い評価と思われる。蔵本地区の学部・大学院は基本的に医療教育であるため実学的要素が比

較的強く要求され，その結果専門教育にやや偏りがちなことに起因しているとも考えられる。

専門領域の知識や技術の習得とともに外国語に関する種々の能力の養成は，設問1の「多様な

文化を理解し，グローバルな視点から多面的にものごとを考える能力」等のより幅広い教育に

つながることが期待される。そのためには学生・大学院生および教員に対する外国語能力に関

する教育システムの改善は急務と思われる。 

 

3）アンケートに関する改善点 

アンケートは出来うる限り設問項目を変えず，過去の解析結果と比較しながら解析・検討を

することが望ましいと思われる。今年度のアンケート設問に対して個々の設問形式等に対する

改善点を加え，次回以降のアンケート設問の基本形式を作成することが望まれる。 
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４．雇用主アンケート結果に基づく教育の成果・効果 

（1）常三島地区 （雇用主アンケート資料） 

1）アンケートの分析 

（総合科学部）徳島大学総合科学部卒業生・大学院総合科学教育部(人間・自然環境研究科

を含む)修士課程修了生の職務上の指示を理解する能力についてはまずまずの評価を得ている。

また資質や身につけている能力（社会的常識，責任感，倫理感，自主性，行動力）は5段階評

価での5と4の合計%も80%程度と高くなっているのに対し，国際性，独創性，柔軟性，社会性，

語学能力，専門能力の項目についてはいずれも5と4の合計%も45%以下の低い評価となっている。 

（工学部）卒業生・修了生の職務能力（職務上の指示を理解する能力，指示した仕事を遂行

する能力）については，「十分に高いとまずまず高い」との回答と合わせると 94%に達してお

り，高い評価を受けていることがわかる。誠実な人間性，自主性・行動力などで高い評価を受

け，「進取の気風」を育む能動的学習とキャリア教育の推進が十分に反映された効果と言える。

「教養，独創性・柔軟性，情報処理能力，社会性，専門能力」の項目については概ね良好な評

価となっている。 

 

2）教育上の課題 

（総合科学部）低い評価となっている国際性，独創性，柔軟性，社会性，語学能力，専門能

力の項目についての今後の教育上の課題として更なる検証および対応が望まれる。アンケート

の自由記述欄には，「誠実で責任感を持って仕事に取り組めている」とか，「責任感も強く，自

主性，行動力がある優秀な学生がいる反面，本質を探る思考能力を研いて欲しい」とか，「積

極性，応用力，課題解決力の不足」を指摘する意見も見られ，ヘテロな集団をどのように教育

すべきであるか大変難しい課題である。 

（工学部）専門能力についてはもう一段高い評価を受けられるよう，教育環境を整備する必

要があると思われる。アンケートの自由記述欄には基礎学力の不足を指摘する意見，基礎的な

学問の着実な習得を要望する意見が複数あることから，基礎を確立した上で各自の個性に応じ

た専門分野および学際領域の学習に入れるようなカリキュラム編成が重要であると考えられ

る。一方，語学能力と国際性の2項目については5段階評価で平均値が3を下回っている。これは

コミュニケーションの手段としての英語能力の不足が第一の原因と考えられる。アンケートの

自由記述欄においても「語学力の向上」と「グローバルに活躍できる人材の育成」は２大キー

ワードとなっており，社会からの強い要請があることから，最重点課題とする時期にきている

と考える。また就職してから様々な状況に対して柔軟に対応するためには高い専門性よりも語

学力・基礎学力を充実させるような教育が，現在の大学に求められていると言ってもいいであ

ろう。 

 

3）アンケートに関する改善点 

（総合科学部）特になし。 
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（工学部）特になし。 
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（2）蔵本地区 （雇用主アンケート資料） 

 
1）アンケートの分析 

蔵本地区の各学部，教育部の就職先は医と歯，保健が大学，病院にほぼ限られるのに対し，

栄養と薬は企業，公的機関をはじめ，多岐にわたっている。しかし，雇用主の評価は共通して

おり，専門的な知識や能力については，概ね非常に高い評価であり，大学として高度な専門職

教育に対する使命は果たせていると判断できる。しかし，積極性，独創性，国際性などの部分

では，どの分野の雇用主も若干満足していない傾向にある。また，一部社会に対する関心の低

さやコミュニケーション能力の不足も指摘されているが，これらは現在多くの若者に対して社

会的に指摘されている問題点であり，それをある程度解決できる大学教育を構築できるかが今

後ひとつの焦点となると考えられる。 

 

2）教育上の課題 

国際性は英語による専門授業や討論をカリキュラム上増やすことで解決できる可能性があ

るが，積極性，独創性については，学生の能動的な学習により身に付くものと考えられ，教育

カリキュラムで解決するのはむずかしい。しかし，卒業研究として各教室に配属される栄養や

薬では他の学科に比べ評価が高いことから，各教室に配属された少人数の学生に対する個別の

教育がこの点では効果的と判断できる。医学科では，研究室配属や Student lab  などの卒業

研究に代わるシステムの取り入れを開始しているが，今度，その部分の強化が望まれる。また，

社会性の欠如やコミュニケーション能力の不足についても，同様に，各教室での少人数の学生

に対する個別指導が効果的と予想されるが，栄養や薬でも同じ問題は指摘されていることから，

教員側も日々の指導において，その点を意識していく必要があると考えられる。 

 

3）アンケートに関する改善点  

現状のままで良い。 
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５．総合的にみた徳島大学における教育の成果・効果 

ここまでの結果報告と各部局の報告書を踏まえ，徳島大学における教育の成果・効果につい

て述べる。２，３，４の諸報告が各地区・部局ごとの結果を示したのに対し，ここでは三種類

のアンケートにおける各設問項目・各カテゴリーについて，全学部を通観した結果を示す。そ

の際，自由記述が提示されている卒業（修了）生と雇用主のアンケートについてはこれにも触

れ，少数であっても示唆的な意見は紹介する。サンプル数の少ないアンケート調査においては，

自由記述の方がむしろ重要と思われる。 

 

1）在学生による授業評価アンケート 

学部学生のアンケートについては，学生自身に関する｢受講態度・修学意欲｣の項目と，教員

や授業に関する「必要事項の明示」，「授業の進度・シラバスの使用｣，「授業のわかりやすさ｣，

「教員の創意工夫｣，「将来性」，「教員と学生間のコミュニケーション」，「総合的な満足度」の

諸項目においては，例年並みの良い数値が出ており，今後もこの実績の維持・向上が望まれる。

「授業環境」についてもおおむねよい評価を得ているが，部局間に若干差異があり，改築の有

無が影響しているとの指摘もある。 

大学において重視すべき自律的学習に関わる｢予習・復習｣の項目については，多くの部局で

数値がやや向上しており，特に医学部栄養学科では高い平均値を得ている。とはいえ，まだ十

分な時間が取れているとは言いがたい。蔵本地区のアンケート解析報告が，「予習・復習」に

影響するのは「授業のわかりやすさ」でなく「目標の提示」などだと指摘しているのは，示唆

的である。なお，学生の自習時間が短いのは，大学に入りやすく出にくい欧米に比べて，日本

では厳しい受験競争と大学の序列化のゆえに，学生の自由な活動や思考のための時間的・精神

的余裕が大学以前に少ない，という理由にもよる。この制度上の問題が改善されないかぎり，

自習時間の急激な増加は難しいであろうということを，付記しておきたい。 

次に大学院生のアンケート結果を検討する。従来問題視されていた回収率については，総合

科学部では前回高かったのが減少しており（58％），工学部ではかなり増加し（ただし博士後

期課程のサンプルが非常に少ない），蔵本地区でもやや増加したがまだ十分ではない（56％）。

評価値については，総合科学部では比較的多くの項目で昨年度からの低下が，工学部ではほと

んどの項目で向上が見られ，蔵本地区では向上・低下相半ばしているという相違はあるが，お

おむねよい数値が得られている。ただし予習・復習については，今後も改善努力の必要性が指

摘されている。 

また，複数の学部において，指導教員のもとでの研究よりも講義・実習の評価値が低いこと

が指摘されている（院生が必要性を感じにくい授業が必修となっているカリキュラムを検討す

べきケースもある）。また，同一学部の学部生と院生の結果を比較すると後者の方がよく，同

じ院生でも博士前期よりも博士後期の方がよい評価となっている。これらの結果は，学生の目

的意識の差異にもよるが，少人数教育の方が大人数教育より一般によい結果が得られる，とい

うことにもよる（「受講生の全員が5点満点をつけるような授業があるが，大半がアンケート回

答学生数の少ない授業である」という総合科学部からの報告もある）。少人数クラスでは教員
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の指導が行き届きやすいということもあるが，アンケートの匿名性が低下し，あるいは教員学

生間の親密度が増し，回答者はどうしても教員のことを配慮してしまうので，このことを念頭

に置く必要がある。 

また，諸々の学部・部局のあいだには，教育する学問分野の性質や理念，学生の能力傾向な

ど諸条件や背景の差異があるので，同一年度の部局間の比較よりも，同一部局の経年変化を見

る方が適切であると思われるが，そのためには，少々問題があってもあまり短期間に設問項目

を変更しない方がよいだろう。 

 

2）卒業（修了）生アンケート 

このアンケートは，卒業（修了）生が自己の諸能力の大学時代における達成度について回答

するものであり，「社会的スキル」，「個人的スキル」，「学術的スキル」，「情報活用」，「言語ス

キル」の4カテゴリーからなる。 

「社会的スキル」のうち，多くの回答者が社会で必要と感じている2つの能力である（3）協

調性社会性など組織適応能力，（4）自分の意見を持ち述べる能力，については，ほとんどの学

部で肯定的評価（5段階評価の4と5の合計）が60％以上の良好な評価が得られている。一方，（1）

多様な文化の理解，グローバルな視点で多面的に考える能力，（2）社会の諸問題を理解し問題

解決に主体的に取り組む姿勢，についてはその値が50％以下の学部が多い。 

「個人的スキル」では，（5）体と心の健康を保つ方法と考え方，（6）粘り強さ，忍耐力，集

中力，逆境にめげない力（これは多くの回答者が社会で必要と感じている），（7）与えられた

制約下で計画的に仕事しまとめる能力，については，肯定的評価が60％前後かそれ以上の学部

が多い。他方，（8）新しい考え方を創造する能力，（9）自ら積極的に企画し行動する能力，に

ついては上記の値が50％前後という，比較的低い評価にとどまっている。以上二つのカテゴリ

ーの調査からは，受動的ないし維持的能力は優れているが，能動的能力についてはそれよりや

や低いという卒業生の姿が浮かび上がってくる。 

「学術的スキル」では，（11）専門分野の学習に必要な基礎的知識とそれを応用する能力，（12）

専門基礎領域の知識とそれを活用する能力，（13）専門領域に関する知識を問題解決に応用す

る能力，の3項目では，肯定的評価が60％前後かそれを越える学部が多く，（14）物事を基本か

ら演繹して考える論理的思考の力，についてはやや低く50％前後ないしそれ以下となっている。 

「情報活用と言語スキル」では，全体的に他のカテゴリーよりも低い評価が出ている。（15）

情報の収集と利用方法を身につけ情報機器を使いこなす能力，（16）日本語読解力，（17）日本

語文章作成能力，（18）日本語プレゼンテーション能力，については，4と5の合計が50％前後

の学部が多い。また，（19）外国語読解力，については，上記の値が20～40％であり，さらに

（20）外国語記述能力，（21）外国語コミュニケーション能力，については，多くの学部が20％

以下となっている。外国語の能力を，不足していたと思われる能力，今後ますます必要になる

と思われる能力として挙げている回答者も多い。 

自由記述でも，多くの学生が外国語，特に英語の能力や教育の不足について記している。ま

た日本語のプレゼンテーションや討論・記述能力の充実が必要と述べている回答者も，総合科

学部，工学部，医学科にいる。栄養学科では，就職や国家試験のためのサポート強化への要望
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が複数の回答者から出ている。また，大学教育でカバーできるのは，「学術的スキル」，「言語

的スキル」にとどまり，「社会的スキル」，「個人的スキル」は，本質的には個人の努力による

のではないか，との指摘も総合科学部と医学科の回答者からなされている。このアンケートの

諸項目の対象や結果のすべてを徳島大学における教育の効果と直接結びつけるのは必ずしも

適切でないと思われるが，この点は次の雇用主アンケートにも妥当する。 

 

3）雇用主アンケート 

このアンケートの結果については，4と5のみの評価しか出ていないケースもあり，サンプル

数が少なすぎるのではないかという印象を持つ。データとしての妥当性を検討する必要があろ

うが，ここでは，以上のことを留保したうえで，全体の結果について述べる。 

「職務上の資質」のカテゴリーにおいては，1）職務上の指示の理解能力，2）指示した仕事

の遂行能力，の二項目とも全体的にきわめてよい評価を得ている。 

「教育理念に関連する本学卒業・修了者の資質や能力」のカテゴリーにおいては，2）社会

的常識・健全な人間関係の構築，3）仕事上の課題などへの責任感・倫理観，4）仕事上の課題

に積極的に取り組む行動力，という三項目については，いずれの学部も4と5の合計が80％前後

の好評価であり，1）幅広い教養，5）問題解決のための調査・分析・報告の能力，の二項目に

ついても，4と5の合計が70％前後の評価を得ている。8）情報処理関係の技能，11）大学・大

学院で習得した専門的知識と能力，の二項目については，学部間の差異が認められる。8）に

ついては総合科学部と工学部に，11）については総合科学部に比較的低い評価が出ている。6）

問題解決のために諸分野の事柄やアイデアを総合し対処する能力，7）実用的言語能力，9）社

会の諸問題への興味・関心，10）国際的感覚，の4項目については，一部の学部を除いて比較

的良くない評価となっている。総合的に見ると，与えられた仕事を処理し，現状を維持する能

力は優れているが，創意や応用力といった積極的能力についてはやや劣ると評価されているよ

うである。また，情報処理技能，実用的言語能力，国際感覚については，平均するとあまりよ

い評価は得られていない。全体的に見て，卒業（修了）生アンケートの結果とほぼ一致してい

ると言えるだろう。 

自由記述の回答を見ても，上に述べたことが裏付けられる。ただこの点については，学部に

よっては多岐にわたる意見（例えば専門教育の充実への要求と，一般教養の充実への要求など）

が出ており，相互に矛盾する場合もあるので，実情に通じた各学部において検討・対処される

ことが望まれる。全体に共通しているのは，グローバルな活動につながる英語能力と積極性・

応用力向上への要望であろう。ただし後者については，「他大学の学生も同様」という但し書

き付きの意見もあり，本学のみの問題ではなさそうである。「教育理念が長すぎて，明確でな

い」という，理念の総花的性格への批判もあった。 

最後に，卒業（修了）生と雇用主のアンケートは，徳島大学の現在ではなく数年前の教育を

受けた回答者・対象者についての調査であるから，この結果と現在の教育を結びつけるのは必

ずしも適切でない場合がある。例えば実用的な英語教育では，常三島地区においてネイティヴ

の教師陣を中心に熱心な取り組みが始まっており，その結果優れたコミュニケーション能力を
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有する学生も漸増している。今後も全学的に，全学共通教育・専門教育を通じた改善の努力が

なされるべきであろう。 
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６．改善すべき事項 

1） 教育項目 

学部学生 

自己学習に関しては，前回と比較すると全体として予習時間の増加傾向は見られるが，各学

部・各学科によってかなりの差が認められる。当該学部・学科の教員は学生の自学・自習を通

した積極的な受講態度を促進するために，授業方法やカリキュラム編成を工夫し，授業を改善

することが望まれる。また，他のアンケート項目である「目標の提示」，「重要事項の強調」，「判

り易さ」，「授業の工夫」，「計画通りの進行」の回答結果を参考にし，自己学習を促進させる必

要がある。 

教員に対する評価項目に関しては，ほとんどの学部・学科で全ての項目で改善しているが，

一部学科では低い評価が見られる。当該教員は授業状態について留意が必要である。「授業環

境」と「教員とのコミュニケーション」に関しては常三島地区では昨年同様高い評価を受けて

いる。蔵本地区においても，概ね高い評価を受けているが，この項目は今回新たに追加された

ものであり，次回の調査の推移を見守る必要がある。 

 

大学院生 

各研究室での授業・研究指導については満足度が高く，かつ，将来研究を継続したいと考え

ている院生が多い。他方講義のわかりやすさや工夫については，否定的な意見は少ないものの，

決して高い評価ではない。今後はセミナー形式や学生参加型，プロジェクトラーニングなどの

多様な授業形態を積極的に導入し，講義のあり方を工夫することが必要である。 

 

卒業（修了）生 

各学部・大学院の卒業生・修了生の専門知識に関する教育の達成度と満足度の評価は高い。

ただし，卒業生・修了生は外国語教育の必要度・重要度を認識しているものの，「外国語能力

の達成度」は極めて低い評価になっている。外国語教育が不十分であったと大多数の卒業生・

修了生が感じている。また，『今後ますます重要になると思われる項目』でも「外国語のコミ

ュニケーション能力」が他の項目に比べて突出して高い。このことを克服するには，学生・大

学院生のみならず，教員に対しても外国語能力に関する教育システムの改善が急務である。「多

様な文化を理解し，グローバルな視点から多面的にものごとを考える能力」を目指すことも急

務である。 

 

雇用主 

全体的にみて，国際性，独創性，柔軟性，社会性，語学能力，専門能力の項目についての評

価が低い。今後は基礎学力を確立した上で各自の個性に応じた専門分野および学際領域の学習

に入れるようなカリキュラム編成と教育環境の整備が必要である。特に語学能力と国際性の２

項目についても評価が低い。これはコミュニケーションの手段としての英語能力の不足が第一
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の原因と考えられる。国際性は英語による専門授業や討論をカリキュラム上増やすことで解決

できる可能性があるが，積極性，独創性については，学生の能動的な学習により身に付くもの

と考えられる。よって，高い専門性よりも基礎学力・語学力を充実させる教育が徳島大学に求

められていると言っても過言ではない。 

 

 

2） アンケートに関する改善点 

学部学生 

学部に特徴的な必要項目は残しつつも，学部間の比較や全学的な教育効果を評価する上で重

要である評価項目の統一が必要である。統一的な評価項目数は10程度であるが，質問内容のニ

ュアンスが学部・部局によって微妙に異なっている。今後，調査項目と具体的な質問の文章表

記について検討する必要がある。新教務システムが導入されたことにより，授業評価アンケー

トのウェブ入力が容易になるが，その功罪の検討と対策も必要である。 

 

大学院生 

概ね現状のままで良いとのアンケート結果であった。一部の教育部で，講義・実習を行って

いない科目では，その専門性の面から講義・実習についての項目が適当でないとの評価を受け

ている。当該専攻等でこの項目を回答しなくても良いとの表記があっても良い。 

 

卒業（修了）生 

卒業（修了）生に対するアンケートの回収率が低いことが大きな問題である。アンケートの

回収率を上げるための工夫が必要である。アンケートは設問項目を変えず，過去の解析結果と

比較しながら解析・検討することが望ましい。今年度のアンケート設問に対して個々の設問形

式等に対する改善点を加え，次回以降のアンケート設問の基本形式を作成することが望まれる。 

 

雇用主 

全ての学部・学科で概ね現状のままで良いとのアンケート結果であった。 
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７．まとめ 

昨年度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。また，本年度は卒業（修了）生アンケート及び雇用主アンケー

トを実施し，在学生以外からの意見を収集することによってより広い観点から本学の教育の成

果・効果を検証した。なお，アンケート調査の共通設問項目については従来からのデータの連

続性を考慮し，特に設問文に修正は加えなかった。 

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。 

 


