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〈1〉本報告書の背景と概要 

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
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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。 

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23

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提言を行う。 

なお，平成23年度には，卒業・修了生へのアンケート及び雇用主へのアンケートはいず

れも実施していない。 

〈2〉在学生による授業評価 

〈2a〉常三島地区学部(表 a)  
総合科学部，工学部（昼間・夜間主コース），全学共通教育の学生によるアンケート結

果について評価する。総合科学部の３学科が学年進行中であるためアンケートの対象が同

一ではなく質問内容も違っているが，学生の授業態度および理解度，教員の熱意および創

意工夫等の観点から昨年度との比較を交えてまとめるものとする。 

まず学生側の質問内容に関する受講態度については，総合科学部（意欲的に授業に臨ん

だ）4.05，工学部（授業に集中）3.73（昼），3.88（夜），全学共通教育（受講態度）

3.87 である。全般に高い値であり，学生が授業に積極的に取り組んでいることが分か

る。特に総合科学部は高くなっている。予習・復習に関しては，総合科学部（予習時間）

2.59，工学部（予習、復習）2.81(昼)，2.79(夜)，全学共通教育（学習時間）2.30 であ

った。工学部は昨年度並み（2.79(昼)，2.73(夜)）であるが，総合科学部は昨年度

（2.13）より増加したものの，全学共通教育は昨年度（2.62）よりも低下した。総合科学

部では昨年度指摘された人間文化と社会創生の数値を見ると，社会創生は 2.84（昨年度

1.79）と改善されたが，人間文化は 1.93 で昨年度（1.81）とほぼ同等である。また，総

合理数については 2.01 であり人間文化とともに 3.0 以上とした学生がいなかった。しか

しながら，ここで挙げられたコースは母数が少ないこともあり，結果は年度毎に変化する

ことも考えられるので，次年度以降も注視する必要がある。また，講義内容の理解度に関

しては，総合科学部は 3.92，工学部は 3.33(昼)，3.44(夜)，全学共通教育は 3.62 であ

り，おおむね授業内容の理解はでき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 4.28，工学部

3.65（昼），3.85(夜)，（全学共通教育には該当する項目無し）と高い数値となっている

ことから，授業に臨む教員の熱意は十分伝わっていることが分かる。また，授業の創意工

夫についても，総合科学部 4.09，工学部（説明の仕方）3.50(昼)，3.69(夜)，全学共通

教育 3.66 であり，受講者への対応については，総合科学部（教員と学生間のコミュニ

ケーション）3.96，工学部 3.42(昼)，3.65(夜)，全学共通教育 3.72 であり，学生は教員

の授業への熱意や手法および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。 
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総合評価に関しては，総合科学部 4.09，工学部 3.51(昼)，3.71(夜)，全学共通教育

3.77 と十分な数値を示しており，常三島地区各学部の学生は授業におおむね満足してい

ると判断できる。 

 

〈2b〉蔵本地区学部(表 b) 
 蔵本地区では大学院ヘルスバイオサイエンス研究部医療教育開発センター内に設置され

ている授業評価ワーキンググループ（ＷＧ）がアンケート結果を取りまとめ，整理して各

学部へ報告している。ＷＧでは，回収率・回答内容を分析し，統計学的な立場からアン

ケート項目の相関関係について検討している。平成 23 年前期についても，授業評価アン

ケートを実施した医学部，歯学部，薬学部の各学科，専攻別に回収率，記入状況，質問項

目への回答を整理し，学生の自学・自習を促進するために教員がなすべきことは何かを考

え，学生による積極的な学習（予習・復習）を促すための方策を検討している。 

回収率は調査の信頼性に係る重要な因子であり，80%以上であることが望ましい。蔵本

地区学部学生では歯学部・歯学科で 70.1%，薬学部・配属前で 78.1%，薬学部・６年制で

50.4%，４年制で 16.7%であった以外は 80%以上であった。全体としては 87.0%であり，昨

年度の 88.2%とほぼ同様であった。ところが，各学部・学科により，昨年度との増減が認

められた。「将来に役に立つか」，「授業に対する満足度」，「重要事項の強調」が各学

部・学科で概ね４点以上で他の項目より高かった。「予習・復習を十分にしたか」の項目

は各学部・学科で３点前後であり，他の項目より低かった。ただし，昨年度と比較すると

点数は上がっており，多少の改善の兆しが見える。授業の満足度と関連する教員の要因は

「内容の分かり易さ」が最も高く「授業の工夫」，「重要事項の強調」，「目的・達成の

目標の明示」と続いていて，昨年度と全く同じであった。この結果は，学生が教員に対し

て何を求めているか，教員は何をすべきかを示唆していて興味深い。また，「予習・復習

を十分したか」については「目標の明示」，「授業の工夫」，「内容の分かり易さ」，

「重要事項の強調」の順であり，これも昨年度と全く同じ順位であった。この結果は学生

の自学・自習を促進するためには教員は何をなすべきかという問題を示唆するもので興味

深い。 

項目別にみると，学生は積極的に授業に出席しており，教員は「目標の明示」，「重要

項目の強調」，「内容の容易さ」，「授業の工夫」の点で授業内容等を改善していること

がうかがえる。また，学生の「予習・復習」については，昨年度より改善されている。教

員の授業に対する姿勢も含めて今後検討が必要である。 

 

〈2c〉大学院(表 c) 

[常三島地区] 
 総合科学教育部では，いずれの質問項目に対しても５段階評価で平均４以上の評点のも

のが多く，講義全体としては，おおむね学生から良い評価を得ていると判断できる。ただ

し，「講義が学位論文作成に役立つか」という質問については，平均２〜３と評価された

ものがあった。これについては実際に学位論文を執筆した経験の無い者に質問しているこ

とから，自分の専門と直接関係が無い授業を受講したことによって，短絡的に判断してい

ると思われる。各々の講義内容について広い視点で総合的に物事を考える上で重要であ

り，学位論文の執筆と無関係ではないということを，講義の中で学生に伝えるべきだろ

う。 
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 プロジェクト研究については，授業時間以外の時間をとられるために研究に時間を割け

ないことへの不満が多く寄せられており，負担が過重にならないよう改善する必要がある

と考える。また，室内の温度や湿度が高いことで講義に集中できないとの苦情が非常に多

く寄せられた。夜間に２コマを受講している者からは，食事をする時間が無いとの意見も

あった。 

先端技術科学教育部の博士前期課程の学生は，ほとんどの設問に対して 3.6 を越える回

答をしている。例年，比較的スコアの低い設問は「この授業の前後で十分な予習／復習を

しましたか」であり，講義内容に関しては興味を持ち積極的に授業に参加しているもの

の，予習・復習はあまり実行できていないことがうかがえる。これには，大学院レベルの

講義では適切な教科書が存在しないために自習そのものが難しいことも挙げられるが，学

部の基礎的な科目に比べ教員が宿題や演習などをあまり課さないという実情もあるのでは

ないかと思われる。今年の結果を過去の平均と比較すると，ほとんどの項目であまり大き

な変化はないと思われる。細かく観ると，「授業の中で重要なことが強調されていました

か」で 0.07 の改善がみられるが，「授業内容はわかりやすかったですか」では逆に 0.08

低くなっており，「授業内容はあなたの将来に役立つと思いますか」では 0.15 低い評価

となっている。これらの点については，授業の中での学生への伝え方がまだ不十分である

と考えられる。 

先端技術科学教育部・工学研究科の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いが，博士後期課程の授業は，多くがマンツーマンに近い形か

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おり，

学生の満足度も高いようである。 

[蔵本地区] 
 蔵本地区教育部では，コース別の集計は行われておらず，全体として平均された結果が

示されている。回収率は 41.6%と昨年よりも約 10%以上も低い値（昨年度 52.9%）であっ

た。昨年度の調査結果とほぼ同様に｢予習・復習｣以外の項目はすべて 3.57 以上と高い数

値であり，｢満足度｣も 3.79 (昨年度 3.70) と高い値を示していた。｢重要事項の強調｣が

3.96 と最も高く，次いで｢目的・達成目標の明示｣が 3.88，｢将来役に立つか｣が 3.82，

｢授業の工夫｣が 3.73，｢内容のわかりやすさ｣が 3.65 であり、この傾向も昨年度とほぼ同

様であり、蔵本地区の大学院授業が平均として安定していることを示していると考えられ

る。蔵本地区は臨床を含め実学的な要素がやや強く，目的や目標達成度を具体的に示すこ

とができ，そのため受講生も授業の目標を達成した，あるいは将来役に立つだろうと感

じ，その結果として授業に満足を覚えているとも解釈できる。一方，｢予習・復習｣が

3.02 と低い数値であるが、昨年度の調査結果 (2.65) よりやや高い値となっている。い

ずれにしても他項目の数値との比較から，昨年度の調査結果と同様に能動的な｢予習・復

習｣にはあまり時間を割いていないことがうかがえる。この傾向は常三島地区でもほぼ同

様であり (3.07) で，両地区で共通する課題と思われる。 

 

〈3〉徳島大学における教育改善の効果･成果 

 上記の結果報告を踏まえ，徳島大学における教育改善の効果・成果について述べる。 

まず，学部学生及び全学共通教育の結果を検討する。学生自身に関する設問については，
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｢受講態度｣の項目で例年並みの高い数値が認められる。しかし、｢予習・復習｣について

は，常三島地区と蔵本地区では質問の仕方が異なるものの，ほぼすべての学部において他

の項目に比べて数値が低い。ただし，この設問の本質は自学自習にあり，予習・復習の時

間の長短だけで判断できるものではない。それゆえ，次年度に向けて設問がより適切で普

遍的なものへと改善されている。次に，教員や授業に関する設問については，「目的・達

成目標の明示」，「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・有用性」，「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，例年並みの高い数値が出ている。今後もこの実績の維持・向上

が望まれる。 

次に大学院の結果を検討する。ここでも，これまでと同様「総合的な満足度」など多く

の項目において高い数値が出ているものの，「予習・復習」における数値は低く，懸案と

なっている問題は依然として解決されていない。学部・大学院に共通するこの問題に関し

て，数値の低い原因について各部局により分析がなされているが，それにもとづいて，学

生に自律的学習への取り組みを促す工夫について改めて考え直す必要があろう。また，授

業環境に関しては，改修後空調が集中制御となった建物において，夏季の温度や湿度が高

いことで講義に集中できないとの苦情が多く寄せられており，早期の改善が望まれる。さ

らに大学院生のアンケートについては，学部学生に比べて回収率が低いという問題があ

り，アンケートの仕方も含めて今後抜本的な改革が求められよう。 

最後に全体的な視点に立って言えば，高いレベルの数値が安定的に得られるようになっ

ており，各部局の改善の効果が成果となって現れてきている。さらに，全学共通教育セン

ターでは「学習支援室」や「English-Support-Room」の活動が行われ，附属図書館では

「文献検索入門」，「レポート・卒論に役立つ資料の探し方」などの各種講習会がなされ

ており，全学的に学生の学習をサポートする体制が充実し，効果を上げつつあると言えよ

う。 

 

〈4〉改善すべき事項 

 前項の教育改善の効果・成果に示したとおり，学部，全学共通教育および大学院のいず

れにおいても学生自身に関する設問では「受講態度」，教員や授業に関する設問では「目

的・達成目標の明示」「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・有用性」および「教員と学生間のコミュニケーション」，これらに

加えて「総合的な満足度」の項目で例年並みの高い数値が出ている。今後もこれらを維持

する努力を続ける必要がある。 

 一方，学生自身に関する設問の「予習・復習」については，学部・全学共通教育でも大

学院でも低い値が示されている。昨年に比べるとわずかながらも改善傾向が見られてお

り，これは，昨年度の報告の改善すべき事項にアンケート調査における「予習・復習」の

内容を明確にすることを挙げ，それに基づいてアンケートの中で明示したことが効奏した

可能性もあるので，続けて周知するべきであろう。 

 蔵本地区では統計処理により各設問項目間の関連を調べた。授業の満足度と関連する教

員の要因から学生が教員に求めているものすなわち，教員が何をすべきかが示唆され，

「内容の分かり易さ」，「授業の工夫」，「重要事項の強調」，「目的・達成の目標の明

示」であった。また，予習・復習と関連するものから，学生が予習・復習するために教員
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は何をすべきかが示唆され，「目標の明示」，「授業の工夫」，「内容の分かり易さ」，

「重要事項の強調」であった。これらから教員は，到達目標を明示し，重要事項を強調し

た内容がわかりやすい授業を工夫する努力を続けることが重要であろう。 

 前項に示された講義室の空調の不具合などのハード面のみならず，「学習支援室」，

「English-Support-Room」，「文献検索入門」，「レポート・卒論に役立つ資料の探し

方」等のサポート体制を拡充するためにもハードおよびソフトの問題について学生が伝え

やすい環境を維持する必要がある。 

 

〈5〉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・成果の検証を行うとともに，アンケート調査の共通設問項目の学生の予習・

復習に関して，より普遍的に学生の自律学習を問えるよう設問文に修正を加えた。 

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。 

 

 


