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以下に、全学共通教育センターが実施している学生による授業評価アンケートの概要を

示し、平成 24 年度前期の結果について概観する。 

 

アンケートの概要 

このアンケートの目的は、授業の質を改善することであり、他部局のアンケートと比較

してその特色は以下の二点である。第一に、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

おこなっている。当センターではこのように二種アンケートをおこなっているので、学生・

教員の負担軽減のため、アンケートを全授業で毎学期には実施せず、科目群ごとに一年半

に一回の実施としている。 

第二の特色は教員による自由作成項目である。これは、共通項目 10 個の他に 5個以内の

項目を、授業担当教員自身が自己の教育理念や授業計画にもとづいて自由に作成し、学生

に問うというものである。さらに、学生による自由記述の部分があり、第一項目には授業

のよかった点、第二項目には改善すべき点を書いてもらっているが、第三項目として、や

はり教員自身が作成した設問を追加することもできる。これらの自由作成項目は、教員が

不必要と考えれば作らなくてもよいことにしている。自由作成項目導入の目的は、第一に

全学共通教育の特色である授業の多様性を保証すること、第二に授業改善の直接的手段と

すること、第三に授業評価における各教員の自主性を高め、アンケートへの学生の無関心

を抑制すること、の三点である。 

以下は、中間アンケートと期末アンケートの諸項目である。期末アンケートの２）以外

の各項目について、受講生は 5を最高値とする 5段階評価をおこなう。 

 

① 中間アンケート項目 

［授業方法について］ 

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．シラバスや授業全体を通して、授業の目的や目標がよく分かりましたか。［目的意識］ 

３．授業の要点について理解できましたか。[理解度] 

４．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]  



５．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］ 

 

［自由記述］マークカード裏面に書いてください。 

この授業に対する意見を自由に記述してください。 

１）良かった点 

２）改善してほしい点 

 

② 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] 

【教員による自由作成項目】 

以下、担当教員が別紙や板書などで示す設問(5 個以内)があれば、5段階評価で回答してく

ださい。 

11（                                      ）

12（                                      ）    

13（                                      ）    

14（                                      ）    

15（                                      ）    

 

【自由記述】 

この授業に対する意見をマークカードの裏に自由に記述してください。 

  １）良かった点（他の授業でも取り入れてほしい教員の創意工夫など） 

  ２）改善してほしい点 

  ３）担当教員が別紙や板書などによって、特に自由記述による意見を求めた点があれ

ば、それに対する回答を書いてください。 



 

【自由作成項目の例】 

自由作成項目の参考のため、以下のような例をアンケート用紙に添付し、ここからその

まま使用することも可としている。 

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。 

 

平成 24 年度前期のアンケート調査結果 

次に、平成 24 年度前期におこなわれた教養科目群のアンケート結果を示す。実際の数字

や経年変化については、別紙の表とグラフを参照されたい。上述のように科目群ごとに 1

年半に一度の調査であるため、今回調査のおこなわれた教養科目群については直近の平成

22 年度後期の結果と比較している。この間、若干の項目について内容の変更があったので、

別紙左側の経年変化の表と折れ線グラフでは、変更しなかった五つの項目について、22 年

度後期の結果を黒い点で示してある。比較してみると、受講態度、総合評価については前

回とほとんど変わりないが、学習時間（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、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。）、目的意識（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。）、創意工夫（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。）の三項目でやや改善が見られる。 

授業以外での学習時間の短さについては、全学的に問題となっており、各部局で対策が

検討されていた。全学共通教育センターでは、学生の全人格的・基盤的な教育をおこなっ

ている立場から、個々の授業に関わる学習時間の増加のみならず、一般的に新聞を読むこ

とや読書、博物館・美術館の訪問を勧めるなど、全般的な意味での改善を、各授業や大学

入門講座の担当教員を通じて呼び掛けるということをおこなった。アンケートで直接問う

ているのは各授業に関する学習時間であるので、以上のような呼びかけと結果の改善のあ

いだに関連があったのかどうかは明らかではないが、その関連の可能性はまったくないと

は言えないのではなかろうか。とはいえ最新の結果においても、十分な学習時間が確保さ

れているとは言いがたいので、今後も継続的な改善が望まれる。それ以外の項目について

の結果は、概して良好と言えるだろう。 

別紙の右下では、中間アンケートと期末アンケートの結果を棒グラフで比較している。

これを見れば、24 年度前期においては、二つのアンケートの結果はほぼ同じだったという

ことがわかる。ちなみに、これまでの結果では、期末の方が中間よりも若干低下すること

が多かった。（このような傾向については、同一の学期内で、ある授業の方法や内容が実際

に低下しているとは考えにくいので、学生が授業に慣れることによって、後の方の評価が

よりきびしくなるからではないかと考えている。） 

自由作成項目の利用率は 9.3 パーセントであった。これまでの結果では二桁台だったの

で、今回この点に関してはやや低調であった。このうち若干の授業で、例示項目の利用で

なく担当教員による独自の項目が作成されたが、具体的な項目については別紙の右上部分

を参照されたい。この結果は今後の項目作成の参考のため、次回のアンケートのさいに実

施教員に提示することになっている。 

 

その他、今後の課題など 

当センターでは「共通教育賞」を設け、期末アンケートの教員に関する７つの評価項目

の平均で高い評価を得た授業の担当教員を表彰し、さらにFDの参考資料としてもらうため、

その氏名と当該の授業に対する学生の自由記述を全学共通教育のホームページ

（http://www.ias.tokushima-u.ac.jp/ceducom/sugureta.html）で公表している。 

次に、学生からの意見聴取について報告する。アンケートへの回答率を上げ、その結果

の信憑性を高めるためには、学生のアンケートに対する無関心をできるだけ取り除き、み

ずから授業改善に関与しているという意識を持ってもらうことが肝要である。そのため、

11 月はじめに、学生ワーキンググループのメンバー数名と当センター点検評価部会の教員

三名とで会合を持ち、学生側からアンケートについて率直な意見を聞いた。全体的に、ア

ンケートのフィードバックがきちんと行われているのかどうかが気になるという意見があ

った。また、一年生になってはじめておこなうアンケートのさいに、実施する教員からア



ンケートの意義などについてほとんど説明がなされないことが指摘され、これが学生にと

ってアンケートの積極的な意義が感じられないひとつの原因になっているということであ

った。また、当センターでは中間アンケートの直後に結果を出し、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

おこなわれていない授業もかなりあることが、明らかになった。現在、これらの点につい

て具体的な改善策を検討中である。 

また、今年度後期より、教務システムが新しくなったが、これを受けて現在当部会では

授業評価アンケートのウェッ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、かなり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が予想される。この点でい

かなる対策が考えられるかということについて、現在調査・検討をおこなっている。 

 

 



平成24年度前期授業評価アンケート結果（全体集計）

期末アンケート
回収率：  84.27%

受講態度 学習時間 目的意識 達成度 理解度 創意工夫 将来的意義 受講者対応 総合評価 環境・設備 教員独自の例：

自己表現について理解を深めることができた。

自主的に学習できた。

グループワークは有効でしたか。

他学部の受講生から刺激を得ることがありましたか。

扱う内容の範囲は十分でしたか。

扱う内容のレベルは適当でしたか。

社会人の参加は有意義だと思いますか。

心理検査や課題(ワークショップ)の数は適切でしたか。

グループ・ディスカッションは有意義だと思いますか。

意見文を書いて、グループ内でコメントし合うことは有意義だと思います

検査や課題(ワークショップ)の数は適切でしたか。

中間

期末

    中間・期末の類似項目比較図 (社会性形成科目群）

3.73

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 

使用率：9. 3％（7/75件）

H22年後期
教養科目群

3.77 1.82 3.52 3.65

H24年前期
教養科目群

3.79 2.06 3.69 3.71

中間・期末の類似項目比較表 (社会性形成科目群）

3.89

3.88 3.83 3.78 3.86 3.90

受講態度 目的意識 創意工夫 総合評価

3.79 3.68 3.64 3.78

3.76 3.69 3.68 3.86

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

受
講
態
度

学
習
時
間

目
的
意
識

達
成
度

理
解
度

創
意
工
夫

将
来
的
意
義

受
講
者
対
応

総
合
評
価

環
境
・
設
備

H22年度後期 H24年度前期

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

中間

期末


