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< 1 > 本報告書の背景と概要 

 徳島大学は，第一期中期目標期間(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，そ

の中で平成 21 年度の年度計画として｢教育の効果を検証するため,『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，引き続き学生アンケートを実施する｣

ことを定めている。これが本報告書作成の根拠となる背景である。 

 本件は，上記年度計画に従い本報告書の分析結果について全学自己点検･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。この一連

の事項が教育改善に係るＰＤＣＡサイクルの活性化に繋がることを願ってやまない。 

 今年度においては，各部局で実施した平成 21 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の報告を受け，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，この趣旨に沿った提言を行った。なお，平成 21 年度には，卒業生へ

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。 
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< 2 > 在学生による授業評価 

 各部局より提出された学生アンケートの結果を表 a，b 及び c にまとめた。表 a は蔵本

地区の各学部，表 b は常三島地区の各学部，表 c は大学院の結果である。表中には，アン

ケート結果を提出した各部局による所見を併せて記載した。 

 蔵本地区の学部(表 a)はアンケート項目が共通なので蔵本地区学部としてまとめて述べ

る(<2a>)。常三島地区の学部(表 b)は総合科学部と工学部(昼間コース及び夜間主コース)

とでアンケート項目が異なるので，ほぼ同一内容と見なされる４項目に中心に評価した結

果について述べる。(<2b>)。大学院(表 c)はほぼ共通したアンケート項目なのでこれら全

部をまとめて述べる(<2c>)。 

 

<2a>蔵本地区学部(表 a)  

 蔵本地区では医療教育開発センターがアンケート結果を取りまとめ，同センターのワー

キンググループで各学科毎に結果を整理し，各学部へ報告がなされている。同センターで

はアンケートの回収率，質問項目毎の記入状況を調べ，授業の満足度との関係で学生側要

因，教員側要因を多変量解析などにより詳細に解析している。蔵本地区の３学部とも，ア

ンケートの回収率は極めて高い(86.5%)。 

 全体的には，学生は講義に積極的に参加しており，教員側要因では｢目標の提示｣(評点

平均 3.70)で 59.0%，｢重要事項の強調｣(同 3.91)で 70.3%，｢授業内容｣(同 3.78)で

63.4%，｢教員の工夫｣(同 3.76)で 62.0%の学生が評点４以上の高い評価をしている。これ

らの数値は，学生が教員の努力やＦＤの成果を適切に評価した結果であり，今後も取り組

みの継続が望まれる。 

 一方，学生側要因では 65.3％の学生が｢予習･復習｣(評点平均 3.14)で評点３以下という

低い評価をしているが，その理由として，蔵本地区の学部教育が国家資格取得に向けた実

学中心であること，主張の控えめな学生が自発的な学習についてのみ回答していること，

自学自習の重要性･必要性を学生が十分に理解していないこと，日本人の自己評価に対す

る精神風土などがあると考えられる。単に数値の低さを憂慮するのではなく，これらの理

由を客観的かつ適切に分析する必要がある。そのほか，学生に対して予習･復習の状況を

調査する意義を正確に伝えるとともに，自発的な学習や努力，あるいは適正な自己分析を

行うよう指導することも必要であろう。 

 今後は，本アンケート調査でより一層の実態把握を行うため，各学部毎に非常勤教員に

対する評価，オムニバス形式，チュートリアル形式の授業における教育の成果･効果に対

する評価法を検討することが望まれる。 

 

<2b>常三島地区学部(表 b) 

 工学部，総合科学部，全学共通教育の学部生に対するアンケート結果について評価する

際，設問内容が同一ではないため厳密な比較検討が難しい。このため，ここでは常三島地

区各学部のアンケート設問を横並びに比較し，ほぼ同一内容と見なされた４項目を中心に

評価した結果について述べる。 

 ｢受講態度｣に関しては，表 b に示すようにどの部局も平均で 3.5 以上の高い評価値であ
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る。詳しく見ると，工学部の評価値は 4.2 以上と最も高く，学生が積極的に授業を受けて

いることがうかがえる。一方，総合科学部の一学科の評価値は 3.39 と若干低い結果とな

ったため，次年度調査において経過観察が必要と思われる。 

 ｢予習･復習｣に関しては，昨年同様，全体的に低い評価になっている。注目すべきは全

学共通教育の評価値 1.82 であり，この評価値は実時間で 30 分未満に相当し，昨年度より

もさらに短くなっている。新入生に自発的な学習の習慣を身につけさせるためには，全学

共通教育での速やかな改善が望まれる。 

 ｢教員の創意工夫｣に関しては，常三島地区の学部学生は約 3.5 以上の評価をしており，

教員のＦＤ活動に対しておおむね満足している様子がうかがえる。 

 ｢総合評価｣に関しては，常三島地区の部局ですべて 3.4 以上であり，学生がほぼ満足し

ていると判断できる。しかし，工学部の一部では 2.67 と低い評価となっているので，こ

の原因の調査と対策を行う必要があると思われる。 

 

<2c>大学院(表 c) 

[常三島地区] 

 総合科学教育部では，授業出席者が少数で個人が特定される危険があるため，大学院に

特化したアンケートは実施されていない。 

 工学研究科･先端技術科学教育部では，博士前期課程については，コース毎に項目間の

評価がややばらつく傾向が見られたが，全コースを平均化すると｢重要点強調｣，｢総合的

評価｣及び｢授業の目的｣，｢役立つか｣，｢受講態度｣などが，この順に高い数値を示した。

しかし，｢予習/復習｣に関しては多くのコースに共通し，他項目と比較して抜きん出て低

い数値が平成 19 年度から例年続いており，改善が認められない。 

 博士後期課程については，各コースとも大学院生数が少なく，また，履修科目数も前期

課程に比較して少ない上，講義や演習が通常の形態で行われている場合やポートフォーリ

オ形式など，コース毎に多彩な形態での講義が少人数制で行われている。従って，集計結

果の解釈に当たっては，アンケートが回収されていないことが多いことや回収されていて

もアンケートの設問がその科目の評価に相応しいかどうか疑問がある場合もあることを念

頭に置かねばならない。今回の結果を見ると，全コース平均で｢総合的評価｣は 4.46 と非

常に高い数値を示した。後期課程には勉学意識の強い大学院生が進学していることを裏付

ける印象である。また，多くの設問項目で前期課程に比べて高い値を示しており，回答し

ている大学院生は，教育内容を高く評価していることがうかがえる。 

[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 52.3%と極めて低い状況である。｢予習/復習｣以外の項目では，

3.43～3.76 と高い数値を示しており，｢満足度｣も 3.66 と高い値を示していた。｢将来役

に立つか｣が 3.76 と最も高く，｢重要事項の強調｣が 3.71 と続いた。｢内容のわかりやす

さ｣，｢授業の工夫｣はともに 3.63 で，実学的要素の強い蔵本地区では，教員の講義のパフ

ォーマンスにおおむね満足し，講義の目標を達成したと感じ，将来役に立つだろうと感

じ，講義自体に満足を覚えている様子である。しかし，｢予習･復習｣に関しては，2.45 と

他項目と比較して抜きん出て低い数値であり，こちらもまた改善が認められない。常三島



- 4 -

地区と同様の問題が生じているのであろう。 

[全体] 

工学研究科･先端技術科学教育部･博士前期課程，蔵本地区教育部に共通して｢予習･復

習｣ができないということは，おそらく自主的に効率的な時間配分ができない(つまり，研

究が忙しく，受講はできても予習や復習をするための時間的な余裕を作れない)という実

情を示しているのではないかと思われる。一方，ほとんどの講義でレポート提出を義務づ

けていることを考慮すると，大学院生はレポート作成時の学習が自主的ではないために

｢予習･復習｣に含めていない可能性が示唆される。この点については，調査時に確認が必

要と思われる。その上で，｢予習･復習｣の時間が不十分である問題点の改善には，各指導

教員が大学院生個人個人のレベルの対応で，座学と研究実践の上手なバランスの取り方を

指導していくことが必要であろう。 

 

 

< 3 >徳島大学における教育の効果･成果 

 全学的に進められている教育の改善について，各学部学生や大学院生のアンケート結果

の考察を踏まえると，徳島大学全体の教育の効果や成果には以下の特徴が示された。 

 学部の総合評価では，学部や学科毎に多少ばらつきが見られるものの，平均値では例年

同様に 4.0 に近く，おおむね授業に対する評価は安定して高いことがうかがえる。この要

因として，教員側の取り組みである｢授業の工夫｣等の効果があげられる。教員が学生に対

して学習の道筋を明確に示し，理解しやすい教材内容に加工していく努力は，総合的な評

価の向上に繋がるものと考えられる。今後も，各部局で行われるＦＤ活動を継続的に展開

し，より具体的な授業改善に結びつく情報を共有する機会を促進していく必要があろう。 

 学生の｢自学自習｣，｢予習･復習｣については，どの部局においても平均値が最も低い項

目であることが報告された。数字からみれば，前年度からの指摘事項のひとつであった

｢学生の自学自習の促進｣は思うように進んでいないようにも受け止められる。しかし，学

生の自発的学習時間が短いという実態把握だけでなく，もう少し詳細な分析が求められ

る。なぜなら，調査対象となっている授業には自発的学習が求めにくいオムニバス形式や

トピック形式の講義や実学である実習科目などもあり，一概に平均時間だけでは判断しに

くい面もある。また，自学自習の経験価値を学ばせる必要もある。例えば，課題学習を通

じて学びの道筋を修得させてから自学自習へと展開していく学びのプロセスも重要であ

る。全学で進められている u-learning システムや図書館の情報サービスの利用を授業に

おける課題と関係づけることで，自発的な自学自習に導くスキル学習も大切である。この

ように，各部局の教育目標において，授業との関係の中で学生の自学自習をどのように位

置づけるのかを明確にしていく必要があろう。 

 大学院においては，受講者が少ないために実施されていない研究科･教育部もあるので

結果を慎重に読み取る必要があるが，総合評価では 4.5 に近く，非常に高い評価を得てい

る。その傾向は博士後期課程になるほど高くなっている。個人の明確な課題をもって研

究･学習する大学院生にとって，おおむね満足のいく学習環境が提供されていると思われ

る。 

大学院生の｢予習･復習｣の時間は，学部学生と同様に平均値が低くなった。しかし，大
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学院生の場合も，学習では研究実践が中心となることや授業の課題学習などとは区別して

回答している可能性も示唆されることから，この問題を抱える大学院生に対しては指導教

員による個別対応に委ねていくことで対処すべきと思われる。 

大学の教育の効果･成果については，前年の報告で教育目標との対比で考察されるべき

と指摘を受けており，特に，大学評価に関わる基準と中期計画における教育目標の評価に

対応できるように評価指標を精査していく必要がある。また，全学的に実施すべき教育評

価と各部局に任せる教育評価について，評価内容の体系化と分担を明確にしていく必要が

あろう。 

 

 

< 4 >改善すべき事項 

平成２１年度に徳島大学の在学生に対して実施した授業評価アンケートの結果から，下

記の表に示す特徴が認められる。学部･大学院毎で設問項目が同一ではない点も考慮すべ

きであるが，｢修学意欲｣，｢必要事項の明示｣，｢授業の進度(目標達成度)｣，｢授業のわか

りやすさ｣，｢教員の創意工夫･熱意｣及び｢将来性｣については，蔵本地区と常三島地区の学

部学生及び大学院学生から，良好または高い評価を受けており，｢総合評価｣も高い。  

従って，今後も各学部及び大学院各教育部における教育の目的に応じた，具体的な授業

効果･成果を分析･検証し，改善努力を継続する必要がある。 

 

表 平成 21 年度に実施された在学生による授業評価の特徴 

調査項目 蔵本学部 常三島学部 大学院１ 

修学意欲 高い 高い 高い 

予習･復習 改善を要する 改善を要する 改善を要する 

必要事項の明示 高い 高い 高い 

授業の進度(目標達成度) 良い 良い２ 良い 

授業のわかりやすさ 高い 良い３ 高い 

教員の創意工夫 高い 良い 高い 

教員の熱意 該当なし 高い 該当なし 

将来性 高い 高い４ 高い 

総合評価 高い 高い 高い 

高い：3.5 以上，良い：3.0 以上 3.5 未満，改善を要する：2.9 以下 
１総合科学部では大学院に特化したアンケートは実施せず 
２一部の学科･コースで改善を要する 
３，４総合科学部は該当するアンケート項目なし 

 

 一方，｢予習･復習｣については今年度も，いずれの部局においても学生の取り組み及び

評価が低いことが明確である。この原因として， 

１)｢授業の目的｣が｢授業の進度｣の中でどの程度達成されるべきかが，学生に対して説明

されていない，または学生が受講する課程で｢目標達成度｣を理解していない。 
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２)各学部や大学院教育部で実施されている授業内容や形式により，｢自主学習｣や｢予習･

復習｣の性質や対象が異なる。 

３)アンケート設問内容としての｢予習･復習｣に対する学生側の自己評価の基準が異なる。 

などが考えられる。従ってこれらに対する｢改善すべき事項｣として，次の項目を掲げる。 

 

１．授業の目的を明確にし，適切な目的達成度評価を行うこと。 

各講義計画の中で，｢授業目的｣を明確にした後，｢授業の進度｣に応じた｢目標達成度｣

を評価できる工夫(毎回の講義での確認小テストの実施など)を行う。 

２．アンケート調査における予習･復習の定義を明確にすること。 

チュートリアル形式やオムニバス形式の授業においては，自主学習用の演習やレポー

ト課題提出が｢復習｣になることなど，｢予習･復習｣の内容を明確にする。 

３．大学院教育における評価項目を充実させること。 

大学院教育に対しては，講義に対する学生評価だけでなく，研究活動における教育及

び研究環境(ハード面)に対する評価項目を追加し，総合的に大学院教育･研究に対す

る学生評価を実施する。 

 

研究に関する教員側の｢指導･助言｣や｢研究の進度｣，学生側の｢研究意欲｣や｢将来性｣，

学内環境に関する｢授業環境｣，｢研究環境｣及び｢コミュニケーション｣，研究に関する｢総

合評価｣を新たに共通設問項目として加えることも，今後検討すべきであると考える。 

 

 

< 5 >まとめ 

 昨年度の同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，各学部等の結果を全学横断的に分析するため，アン

ケート調査の設問の一部を共通化した。本報告書では，それらの結果に基づきいくつかの

提言を行った。今後，これらの取組は改善と検証を重ね，継続して行われるべきである。

本報告書が，徳島大学における教育の向上に資することを強く願う。 




