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1. はじめに
近年、大学教育の質保証を目指した活動の共通点として、「質保証の客観的
なエビデンス（証拠）および、それに基づいた改善サイクル（PDCA サイクル）
が求められている」（松田，2014）ということが指摘されている。このエビデ
ンスとして、卒業時アンケート調査による学習目標の達成度・能力の向上度・
大学への満足度、または、教育改革の直接的な効果を測る授業アンケートの実
施など（髙橋・小原・松浦，2017）が大学教育の改善サイクルに取り入れられ
ている。一方、学生の大学に対する満足度を向上させることによって、学習意
欲を促進し、退学者を減少させることは急務とされ（田川，2011）、各大学は
教育改革を積極的に行っている。
大学生活の満足度を規定する要因として、見舘ら（2008）は、「教員とのコ
ミュニケーション」が「学習意欲」を高め、さらに「大学生活の満足度」へ影
響を与えることを明らかにしているが、「教員の教え方」や、「授業内容」等
までは調査されていない。近年、21 世紀型能力として、大学教育においては「主
体的に変化に対応し、自ら将来の課題を探求し、その課題に対して幅広い視野
から柔軟かつ総合的な判断を下すことのできる力」が求められている（平成 10
年の大学審議会答申「21 世紀の大学像と今後の改革方策について」）。この 21
世紀型能力に関して、鈴木ら（2015）は、建学理念に基づく個性的な教育が大
学生活の満足度を押し上げ、学生が正課活動と課外活動の両面を通して文部科
学省の提言する 21 世紀型能力を身につけることを示している。しかし、身につ
けた力と満足度の関係についてはまだ明らかにされていない。
そこで、本稿では、平成 28 年度卒業予定学生を対象として実施された卒業時
アンケートの調査結果を分析し、身につけた力と満足度の関係を明らかにする
ことを目的とする。また、ある特定の能力を身につけることによって、学生の
満足度を高める可能性があるのかを明らかにする。具体的には、卒業予定の学
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生がどのような力（能力）が身についたと自覚し、その力を身につけることで
どのような満足感を得ることに繋がるのかを構造方程式モデルによって可視化
する。これによって、身につけた力と満足度の因果モデルが大学教育の質保証
を目指した教育改革、授業改善にエビデンスとして活用されることを期待する。
2. 方法
2.1 調査方法
本調査は、Ｔ大学理工系学部、医療系学部、経済系学部の 3 学部 6 学科の平
成 28 年度卒業予定学生を対象とし、平成 29 年 2 月から平成 29 年 3 月までの期
間、卒業研究発表会などで教室にてアンケート用紙に回答を記入する形式で実
施した。調査対象学生数及び実際の回収された回答数、回答率は表 1 に示す通
りである。
表 1 学生数、回答数、回答率
全体

理工系

医療系

経済系

学生数

370

233

81

56

回答数

334

222

67

45

回答率

90%

95%

83%

80%

2.2 調査項目
この調査は、大学生活、授業等に関する満足度及び身につけた力についての
得点形式の調査項目 30 問からなる。さらに、満足度については各調査項目に対
して「満足したこと」と「不満に思ったこと」を自由記述形式で回答を求めた。
本稿では、その中から以下の調査項目を分析対象としている。
（１）大学生活、授業等に関する満足度に関する調査項目
「問 2. Ｔ大学での大学生活について」、「問 3. 総合基礎の授業内容」、「問
4. 専門教育の授業内容」、
「問 5. 卒業研究に関して」、
「問 6. 教員の教え方」、
「問 27. 卒業後の進路」、「問 29. 教職員による就職支援」の 7 項目に関して、
4 件法（4：とても満足、3：満足、2：少し不満、1：非常に不満）で回答を求
めた。
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（２）身につけた力に関する調査項目
「問 11. 一般的な知識や教養」、「問 12. 専門分野の基礎的な知識」、「問
13. 外国語でのコミュニケーション能力」、「問 14. 日本語での文章表現の能
力」、「問 15. プレゼンテーションの能力」、「問 16. 数理的な能力」、「問
17. コンピュータの操作能力」、「問 18. 知識や技能を活用して、問題解決す
る能力」、「問 19. 分析し、批判的に考える能力」、「問 20. 筋道をたてて説
明する能力」、「問 21. 自分から学習できる能力」、「問 22. リーダーシップ
の能力」、「問 23. 他人と協力して行動する能力」、「問 24. 新しい知識・技
術への好奇心」、「問 25. ねばり強く努力を続ける勤勉性」の問 11 と問 12 及
び問 24 と問 25 は 5 件法（5：増えた、4：少し増えた、3：変わらない、2：少
し減った、1：減った）、問 13 から問 23 の 11 項目については 5 件法（5：向上
した、4：少し向上した、3：変わらない、2：少し低下した、1：低下した）に
よって回答を求めた。
3. 分析と結果
3.1 身につけた力と満足度の記述統計量
大学生活、授業等に関する満足度と身につけた力について、各学部間で平均
値に差があるかを明らかにするため分散分析を行う。
分散分析において学部の１要因（3 水準）を独立変数とし、その条件下で群
間の平均値を比較する大学生活、授業等に関する満足度（問 2、問 3、問 4、問
5、問 6、問 27、問 29 の 7 変数）と身につけた力（問 11 から問 25 の 15 変数）
を従属変数とする。
まず、「すべての群間での母平均は等しい」という帰無仮説を立て、平均と
標準偏差を求め、分散分析の検定を行った。その結果は、表 2「大学生活、授
業等に関する満足度」、表 3「身につけた力」に示す通りである。ただし、「問
5. 卒業研究に関して」については、卒業研究が経済系学部では必修となってい
ないため、理工系学部と医療系学部の２標本で行っている。
大学生活、授業等に関する満足度（表 2）について、問 5 は有意水準 10%以
下で、問 27 は有意水準 5%以下で平均値に有意差があり、それ以外の質問項目
に対する満足度は有意差がないことを示している。すなわち、「問 5. 卒業研究
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に関して」、「問 27. 卒業後の進路」に関して、医療系学部は他の 2 学部に対
して満足度が低い傾向にあることが分かる。その理由として、医療系学部は国
家資格取得を目標としており、その受験期間とアンケート調査が同時期であっ
たことが、卒業や進路についての回答に影響したのではないかと考えられる。
よって、大学生活、授業等に関する満足度について、問 5、問 27 以外で仮説は
棄却されなかったが、学部による平均値に差が無いとは断定できない。
表 2 大学生活、授業等に関する満足度

*p<.10; **p<.05; ***p<.01
次に、身につけた力（表 3）について、問 19 は有意水準 1%以下で、問 18 は
有意水準 5%以下で平均値に有意差があり、また、問 12 から問 17 の 6 項目、問
21、問 25 は有意水準 1%以下で有意差があることを示している。すなわち、理
工系学部で学生は「問 16. 数理的な能力」、「問 17. コンピュータ操作能力」、
「問 18. 知識や技能を活用して、問題解決する能力」が向上したと認識してい
る傾向にあり、また、医療系学部では「問 12. 専門分野の基礎的な知識」、「問
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21. 自分から学習できる能力」、「問 25. ねばり強く努力を続ける勤勉性」が
向上したと認識している傾向、経済系学部では「問 19. 分析し、批判的に考え
る能力」が向上したと認識している傾向にある。しかし、医療系学部では、「問
13. 外国語でのコミュニケーション能力」、「問 14. 日本語での文章表現の能
力」は、学生の身についたという自覚が低い傾向にあることが明らかになった。
表 3 身につけた力

*p<.10; **p<.05; ***p<.01
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ここで、分散分析は、本来標本の大きさ（サンプルサイズ）が揃ったデータ
に適用されるものであるので、本稿のようにアンバランスな大きさのデータへ
適用すると、ミスリーディングな結果を導く可能性が無いとは言えない。しか
し、現状を反映した調査データに頼らざるを得ない状況では最善の分析方法で
あると考えられる、さらに統計的証拠の信頼性を高めるために今後の追跡研究
に期待したい。
以上より、大学生活、授業等に関する満足度の学部による平均値の差の有無
が断定できない、一方で、身につけた力については各学部の特徴もあり、平均
値に差があることが確認できた。しかし、分散分析では、身につけた力と大学
生活、授業等に関する満足度の各要因（変数）間の関係を示すことはできない
ので、これらの関係を明らかにするため、次に要因間の相関関係を示し（附表）、
これを基に共分散構造分析を行い因果モデルとして表す。これによって、身に
つけた力と大学生活、授業等に関する満足度がどのような関係を持つのかを推
定する。
3.2 身につけた力と満足度の構造方程式モデル
身につけた力と大学生活、授業等に関する満足度の各要因（変数）間の関係
を検討するに当って、まず、それぞれの相関関係を求めた。その結果、附表に
示すように、身につけた力及び大学生活、授業等に関する満足度のそれぞれの
変数間の相関係数は正の値が示された。一般に、相関係数が 0.7 以上を強い相
関、0.3 以上 0.7 未満を弱い相関、0.3 未満は無相関とされている。
本稿では、相関係数が 0.3 以上の相関関係にある双方の変数に着目し、共分
散構造分析を行った。因果（影響）の向きは、ブルーム・タキソノミー（教育
目標分類学）に基づき、知識、理解の基礎的レベルから応用、分析の応用的レ
ベルへと各能力の定着モデルを想定し、「一般的な知識や教養」、「文章表現
の能力」、「数理的な能力」などの基礎的な能力の向上が、「問題解決する能
力」、「分析し、批判的に考える能力」などの応用的な能力の向上に影響を与
え、これによって「自分から学習できる能力」、「他人と協力して行動する能
力」、「リーダーシップの能力」を身につけ、これらの学習や行動に対する価
値を自覚することによって「新しい知識、技術に対する好奇心」を高め、この
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過程で、いくつかの能力の向上が大学生活、授業等に関する満足度に影響を与
えるという仮モデルを想定して分析を行った。分析には、Bengt and Linda Muthén
によって開発された M-plus を使用した。
また、学部の影響を示すため、質的データ（名義尺度）の「理工系学部」と
「他の 2 学部」を数字（1/0）に変換し（ダミー変数化と呼ばれている）、身に
つけた力と大学生活、授業等に関する満足度の量的データと結合したデータを
用いた。 「理工系」とのパス上の数値は理工系学部の他の 2 学部に対する増分
を表している。
それぞれのパスの標準化係数と p 値を確認し、有意差のあるパスを残しなが
ら収束するまで分析を繰り返した。適合度の改善をもとに、最終的に導かれた
モデルを図 1 に示す。推定法は、最尤推定法を用いて解を求めた。
主な適合度指標は、χ2(177)=228.967、p=.005、GFI=.914、AGFI=.866、CFI=.980、
RMSEA=.031、SRMR=.052 と良好であり、このモデル（図 1）を受容できると
判断した。ここで、図 1 の片方矢印は因果（影響）の向きを表し、その上の数
値は標準化したパス係数（p <.01）であり因果の強さを表している。また、角丸
四角形の枠は身につけた力を表し，長方形は満足度を表している。各変数の枠
右上の数値は決定係数であり、どのくらい説明ができているかを示している。
e は残差係数であり、説明しきれずに残った影響を表している。
分析の結果、因果モデル（図 1）において、理工系学部は他の 2 学部に対し
て、「問 16. 数理的な能力」の向上に最も影響を与えていることが示されてい
る。一方、「問 21. 自分から学習する能力」に対しては負の影響を与えている。
すなわち、理工系学部は他の 2 学部に対して「問 21. 自分から学習する能力」
を身につけたという自覚が低い傾向にあると推定される。身につけた力におい
て、21 世紀型能力としてこの「問 21. 自分から学習する能力」に着目すると、
「問 11. 一般的な知識や教養」の増加が直接的に影響を与えていることが示さ
れている。また、「問 21. 自分から学習する能力」の向上によって「問 24. 新
しい知識・技術への好奇心」と「問 25. ねばり強く努力を続ける勤勉性」を身
につけたという自覚が高められていることが分かる。
また、教養教育の学びとして問 11、問 13、問 14 に着目し、さらに専門科目
を通じた幅広い知識と種々の応用課題へ取り組む力として問 18 に着目すると、
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問13 ． 外国語で
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問11 ． 一般的
な知識や教養

理工系
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.321
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.172

.311

.425

問14 ． 日本語で
の文章表現の能力

.373

.218

e3

.271
.195

.292

.160
.185
.572
e14

e12

.229

問3 総合基礎
の授業内容

問12 ． 専門分野
の基礎的な知識
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e15

.343

.324

e5

.303

.326

.154

問18 ．識や技能
の活用、問題解決

.418
e18

.592

.515
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e19
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.436
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問19 ． 分析し、批
判的に考える能力
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e29

図 1 身につけた力と満足度の因果モデル
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e25
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「問 18. 知識や技能の活用、問題解決する能力」は、「問 11. 一般的な知識や
教養」、「問 12. 専門分野の基礎的な知識」、「問 16. 数理的な能力」の向上、
「問 13. 外国語でのコミュニケーション能力」、「問 14. 日本語での文書表現
の能力」、「問 15. プレゼンテーション能力」の向上と多くの要因に影響を受
けていることが分かる。また、「問 18. 知識や技能の活用、問題解決する能力」
の向上は、「問 19. 分析し、批判的に考える能力」、「問 20. 筋道を立て説明
する能力」、「問 22. リーダーシップの能力」、「問 23. 他人と協力して行動
する能力」と多くの要因に影響を与えていることが分かる。
次に、大学生活、授業等に関する満足度については、「問 6. 教員の教え方」
は、直接的に「問 2. Ｔ大学での大学生活」への満足度を高めている。さらに、
「問 3. 総合基礎の授業内容」、「問 4. 専門教育の授業内容」に対する満足度
を高め、これによって、さらに「問 2. Ｔ大学での大学生活」及び「問 27. 卒業
後の進路」の満足度を高めることが示されている。
最後に、身につけた力と大学生活、授業等に関する満足度の関係は、仮モデ
ルでは特定していなかった「問 20. 筋道を立てて説明する能力」の向上を認識
した学生が、「問 4. 専門教育の授業内容」に対して高い満足感を得て、その結
果、「問 2. Ｔ大学での大学生活」、「問 27. 卒業後の進路」の満足度を高めて
いることが明らかになった。これより、「問 20. 筋道を立てて説明する能力」
と「問 4. 専門教育の授業内容」は、身につけた力と満足度の中間要因となるこ
とが分かった。また、「問 20. 筋道を立てて説明する能力」は、単独ではなく、
「問 11. 一般的な知識や教養」、「問 12. 専門分野の基礎的な知識」、「問 13.
外国語でのコミュニケーション能力」、「問 14. 日本語での文章表現の能力」、
「問 15. プレゼンテーションの能力」、「問 16. 数理的な能力」、「問 18. 知
識や技能を活用して、問題解決する能力」、「問 19. 分析し、批判的に考える
能力」を連鎖的に身につけることによって身につけた力である。
さらに、身につけた力と満足度の関係では、これらの力の積み重ねを経て、
「問 4 ．専門教育の授業内容」に対して満足度を得ることができる力が身につ
いたと考えられる。その結果、「問 2. Ｔ大学での大学生活」、「問 27. 卒業後
の進路」の満足度を得られたと推定される。
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4. まとめ
本稿では、平成 28 年度卒業予定学生を対象として実施された卒業時アンケー
トの調査結果について、身につけた力と満足度の関係を明らかにすることを目
的とし分析を行った。その結果、第一に、身につけた力については、21 世紀型
能力として「自分から学習する能力」に着目すると、「一般的な知識や教養」
の増加が直接的に影響を与えていることを示した。また、「自分から学習する
能力」の向上にともなって「新しい知識・技術への好奇心」と「ねばり強く努
力を続ける勤勉性」が高められていることが明らかになった。
第二に、大学生活、授業等に関する満足度については、「教員の教え方」が
「大学生活」への満足度に直接的に影響を与えるのに加え、「専門教育の授業
内容」に対する学生の満足度が増し、「大学生活」及び「卒業後の進路」の満
足度を高めることが明らかになった。このことは、見舘ら（2008）が示すよう
に「教員とのコミュニケーション」は「学習意欲」を高める一つの要因である
と考えられるが、学習意欲を高める要因、大学生活の満足度へ影響を与える要
因は、教員の教え方や授業内容そのものにも着目する必要があると考えられる。
第三に、身につけた力と満足度の関係は、「筋道を立てて説明する能力」が
向上することによって、「専門教育の授業内容」に対する満足度を高め、これ
に伴って「大学生活」、「卒業後の進路」の満足度を高めていることが分かっ
た。また、「筋道を立てて説明する能力」は単独で身につけているのではなく、
「一般的な知識や教養」、「専門分野の基礎的な知識」、「外国語でのコミュ
ニケーション能力」、「日本語での文章表現の能力」、「プレゼンテーション
の能力」、「数理的な能力」、「問題解決する能力」、「分析し、批判的に考
える能力」を連鎖的に身につけることによって身につけた力である。
したがって、ある特定の力（能力）を身につけることによって満足度が得ら
れるのではなく、これらの力を積み重ねなければ「大学生活」及び「卒業後の
進路」の満足度を向上させることができないと予測される。このことから、鈴
木ら（2015）が示すように建学理念に基づく個性的な教育が大学生活の満足度
を押し上げるとするならば、その教育及びその教育よって身につけた力（21 世
紀型能力）と満足度の関係は切り離して考えるべきではないと考えられる。
本稿の身につけた力と満足度の因果モデルは、大学教育の質保証を目指した
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教育改革、授業改善にエビデンスとして役立つことが期待される。しかし、今
回は、得点形式の回答から得られた分析結果であり、これが全てではないこと
は言うまでもない。どのような教員の教え方、どのような授業内容等に満足感
を持ったのか、自由記述式の回答を含めてさらに検討する必要がある。このよ
うなアンケート調査は、大学と学生、教員と学生が双方向の関係を持続させ、
互いに快適な大学生活を送るために何が必要かを考える一つの手法として有効
であると考えられる。今後は、ディプロマ・ポリシーの到達度の可視化を考慮
した、質問事項などの検討を行っていきたい。
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本稿は、平成 29 年度第 3 回 FD/SD セミナー（FD 委員会主催）にて発表した内容の一部をま
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附表 身につけた力と満足度の間の相関係数

