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FD 委員会による授業改善アンケートの分析
― 授業改善の留意点に関する考察 ―
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)' 委員会による授業改善アンケートの分析
――授業改善の留意点に関する考察――
溝口 佳宏
横山 明子
1. はじめに
 近年、大学教育においては質保証の問題が指摘され（中央教育審議会大学分
科会大学教育部会, 2012：日本学術会議, 2010）
、この宇都宮キャンパスでは、学
生に身につけさせる力として、
「専門力」
、
「自己教育力」
、
「社会力」の向上を目
標として、そのための基礎力を向上させる取り組みを行っている。また、FD
（Faculty Development）活動の一環として、平成 19 年度から学期ごとに授業改
善アンケートを実施し、積極的に授業改善を行っている。この授業改善アンケ
ートは、必修科目の全てと選択科目の一部で実施しており、
平成 23 年度からは、
授業の評価だけではなく、特に教務委員会からの要望があり、学生の学修状況
を把握するような項目を加えて実施している。また、授業改善アンケートの実
施後には、
科目ごとの結果を教員にフィードバックし、
各教員はこの結果から、
今後の授業の対応策と実施に対する意見などを学長宛てに提出する。さらに、
この数値データは、教員の同意を得て大学のサイトに公表している。
 この授業改善アンケートのデータの活用について、これまでは FD 委員会が、
全体の動向の把握のために学部や学科全体の平均値の経年的変化の分析を行い、
教員が科目ごとにそのデータを活用する範囲にとどまっていた。
今回初めて FD
委員会が責任を持って、この授業改善アンケートの結果について集約したもの
を詳しく分析し、そこから得られた結果を発表するという試みを行った。
 このような分析と発表を行った背景は大きく分けて二点ある。それは、各教
員から FD 委員会に寄せられた要望と、教務委員会や FD 推進会議での議論か
ら生じた要望である。それぞれの要望について記していきたい。  
 まず第一は、各教員から FD 委員会に、数値の解釈に関する質問とアンケー
ト結果のフィードバック情報の充実を求める要望である。FD 委員会内部では
このアンケートの結果を集約し、
各教員からの回答の内容について議論を行い、
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得られた結果に関する詳細な分析の必要性は認識していた。しかし、実際の詳
細な分析作業に踏み込まない状況であるために、集約された結果に関する分析
で得られた知見を、各教員にフィードバックする段階までには至らなかった。
 第二は、教務委員会や FD 推進会議での議論を通じて生じた要望である。な
お FD 推進会議は、学長が座長となり、各委員会、各学科、学生相談室からの
委員を学長が委嘱し、主に理工学部の教育の改善について検討を行っている宇
都宮キャンパス独自の委員会であり、ＦＤ委員会とは別組織の委員会である。
近年、教務委員会や FD 推進会議では、教員がさまざまな授業改善の取り組み
を行っていても、
期待したほど学生の学力が向上していないことが指摘された。
そして、この学力が向上しない原因の一つとして考えられるのは、普段の学生
の授業態度などから授業外学修に充てる時間数が少ないことであることが推測
された。ただし、この授業外学修の時間数が少ないことは、このキャンパスの
学生の問題に限ったことではなく、日本の大学生全体の学力が低下している問
題と関連していることが指摘されている（中央教育審議会大学分科会大学教育
部会, 2012）
。
また、日本では大学設置基準などで 1 単位の定義がなされており、
特に教務委員会では、授業外学修の時間数を増加させるための対策を検討する
ことが急務であるとされた。しかしながら、宇都宮キャンパスでは、これまで
この問題に対する具体的な対策を講じるための根拠となるデータが得られてい
ないことから、学生の学修の実態を把握する必要に迫られていた。そこで、平
成 23 年度前期より授業改善アンケートの実施の際に項目として加えた授業外
学修の時間に関する項目について、特に必修科目を対象として、学生の学修行
動に注目した分析を行い、学力向上のための対策を取るための資料を提供して
ほしいとのさらなる要望が生じた。
以上のようなさまざまな要望をうけて FD 委員会では、授業改善アンケート
の結果に関する詳しい分析、特に授業改善アンケートでなされている質問相互
の関連について分析を行い、その結果を発表することを決めた。そして、平成
24 年 12 月 13 日に開催された宇都宮キャンパスの FD セミナーにおいて、平成
24 年度前期に行った授業改善アンケートの結果の分析から得られた考察を、
「授業改善アンケートの結果分析 ――授業改善のための留意点―― 」と題し
て発表した。しかしながら、この FD セミナーにおいての公表はあくまでも口
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頭発表であるために情報量が少ないことから、論文の形で残すのが適当と考え、
本稿はこの発表の内容について、加筆修正を行ったものである。
本稿の以下の節の構成と内容は以下の通りである。第 2 節では分析の概要に
ついて、第 3 節では分析結果とその考察について述べる。また、第 4 節では、
第 3 節での考察を踏まえた今後の対策に関する提案を行い、第 5 節では今後の
課題について考察する。
2. 分析の概要
今回この授業改善アンケートを分析する目的は、次の二点に関しての情報を
提供するためである。それは、学生の授業外学修時間が少ないという点につい
て、実態にもとづく原因と対策に関する情報であり、さらに、授業で扱われた
事柄に関して、学生の習得度を向上させるための対策に資する情報である。
2.1 分析データと項目
 今回の分析のためのデータは平成 23 年度前期の授業改善アンケートの結果
である。FD 委員会では、近年の学生の学修行動に大きく影響するのは「授業
に対する満足度」と推測されることから、授業改善アンケートの質問項目のう
ち、最も重視すべきなのは「授業に対する満足度である」との見解が議論の中
で結論づけられた。そこで、この「授業に対する満足度」を軸に据え、学生の
学修行動に注目し、特にその結果に影響を与えそうな質問項目を選び出したの
が、授業改善アンケートの 15 項目のうちの以下の項目である。回答の具体的な
項目は下段にあるが、それぞれ 5 件法で回答する。集計時の評価点は括弧の中
の点数である。なお、この授業改善アンケート全体の項目は論文末の附表１に
示してある。
問 1 授業内容のレベルは適切でしたか。（授業の難易度）
【回答】
：
「とてもやさしい」（評価点 5）
「やさしい」（評価点 4）
「適切」
（評価点 3）
「難しい」
（評価点 2）
「とても難しい」
（評価点 1）
問 2 授業の進度は適切でしたか。（授業の進度）
【回答】
：
「とても速い」
（評価点 5）
「速い」（評価点 4）
「適切」
（評価点 3）
「遅い」
（評価点 2）
「とても遅い」
（評価点 1）
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問 3 あなたは、この授業を受けてよかったと思いますか。
（授業の満足度）
問 7 教員は、わかりやすく教えようと工夫していると思いましたか。
（教え方）
問 9 教員は、学生が授業時間以外に学修をするよう工夫していましたか。
これらの 3 問については、いずれも以下のような回答項目である。
【回答】
：
「そう思う」
（評価点 5）
「ややそう思う」
（評価点 4）
「どちらともいえない」

（評価点 3）
「あまり思わない」
（評価点 2）
「そう思わない」（評価点 1）

問 15 あなたは、この授業の授業時間以外に学修（課題やレポートの作成、予習復習）
を 1 週間当たりどのくらい行いましたか。
【回答】
：
「2 時間以上」
（評価点 5）
「1 時間 30 分以上」
（評価点 4）
「1 時間程度」

    （評価点 3）
「30 分程度」（評価点 2）
「ほとんどしない」
（評価点 1）
 この「評価点 5」として 1 科目あたり「2 時間程度以上／1 週間」に設定する
ことについては、日本の大学における 1 単位の定義から考えると、むしろ短す
ぎるという指摘を受ける可能性もあるであろう。しかしながら、教員から学生
の現実の状況を聞き取った結果、その実態をふまえた回答選択肢の設定につい
ては、現段階ではこの選択肢の設定を適切であると考えている。
2.2 分析対象とした科目
次に、今回の分析対象とした科目は、次の通りである。それは、総合基礎の
基礎科目のうち、1 年生を対象とした必修科目で、Minimum Requirement（以下
MR と記載）が設定されている科目である。この MR とは、総合基礎と専門の
基礎科目のうちの必修科目について、科目ごとに最低限習得すべき内容を定め
たものである。現在、この MR が設定されている科目は、専門教育の基礎とな
る科目である、英語、数学、文章表現法（1（前期）および 2（後期））
、物理、
化学、生物、情報基礎（1（前期）および 2（後期）
）の 7 科目である。
今回の分析では、これらの科目のうち、前期に開講された英語と数学の 2 科
目、および、情報基礎 1 と文章表現法 1 を対象とした。なお、英語と数学の開
講科目名は、後述するように達成度別に名称が異なっている。また、これらの
科目を選んだ理由は、これ以外の科目は学科によっては必修に指定されていな
いためであり、できるだけ多くの学生の実態を把握するために全員が受講する
科目を選定したからである。さらに、英語と数学の 2 科目を主な対象としたの
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は、この 2 科目については習熟度別にクラス分けがされているため、クラス間
で学生の学修行動や満足度に違いが存在するかどうかを確かめるためである。
もしクラス間の違いが存在するのであれば、その違いをもとにして授業の理解
度向上のための示唆を得ることができると考えられる。
今回の分析では、全体の回答の割合などの分析に加えて、授業改善アンケー
トの一部項目について、個票データを基にした分析を行った。それは、授業改
善アンケートで行われている質問項目相互の関連を確かめるためである。つま
り、ある質問項目で高い評価をしている学生は、他の質問項目でどのような評
価をしているのかを確かめるためには、個票データを用いた分析が必要と考え
たからである。その際、学籍番号などの個人情報に関しては、アンケートを回
答するときに同意して記入してもらっているが、この分析では使用せず、また
分析結果において個人が特定されることはない。
さらに、このアンケートとは別に、これらの授業を担当している教員から、
授業方法などについても聞き取りを行った。
2.3 分析の視点
これまでの議論をうけて、今回の分析の視点を以下の三点とした。
1．授業の満足度に影響しているのは、授業内容のレベルと授業の進度であろう。
 これは、授業内容のレベルが適切であり、授業の進度が適切であると感じ
ることが、授業の理解が進み満足度を高めるであろうということである。
2．学生の授業に対する満足度と授業外学修時間は関連があるであろう。
 これは、授業に対する満足度が高ければ、授業に熱心に取り組むことが予 
想され、時間外学修時間も長いであろう。
3．授業内容のレベルと授業外学修の時間数には関連があるであろう。
  ここでの授業内容とは、一回ごとの授業内容ではなく、その授業全体を通
して取り扱っている内容を主に想定している。この両者の関連については、
授業内容が難しいと感じる学生は、復習などの時間外学修を長時間するであ
ろう、または、全く学修しないために授業が難しいと感じるであろう。一方
授業内容がやさしいと感じる学生は、授業外学修時間は短いであろう、ある
いは、予習などを長時間行うために、授業内容がやさしいと感じるであろう。
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3. 分析結果とその考察
 第 3 節では今回の分析で主に取り上げた英語と数学、情報基礎 1 と文章表現
法 1 について、分析結果とその考察を述べる。本稿では、前述の三つの分析の
視点にそって分析結果を考察する。
3.1 英語
 1 年生の英語については、入学直後の学力標準テストの点数により、上位ク
ラス、普通クラス、基礎クラスの 3 クラスに分けられている。さらに基礎クラ
スは、達成度別にさらに 2 つのクラス（基礎英語と英語基礎演習）に分けられ
るが、この分析ではこの 2 つのクラスは 1 つのグループ（基礎クラス）とする。
 次に、授業内容のレベルの適切さ（問 1）に関する回答結果を図 1 で示す。
図で示されている数字はパーセンテージである
75.0
63.4
46.4

2.8 1.6 0
とてもやさしい

適切

普通

上位

35.7
19.7
11.1

5.6 8.7 7.1
少しやさしい

基礎

少し難しい

5.6 6.0 7.1
とても難しい

図1：英語・クラス別・レベルの適切さ
 「適切」と感じている学生の割合は、基礎クラスが最も多く、
「少し難しい」
と感じている学生の割合は、上位クラスが最も多いことがわかる。
 また、授業進度に関する回答（問 2）の結果を図 2 に示す。授業の進度を「適
切」と感じている学生の割合は、全てのクラスにおいて 8 割以上であるが、特
に基礎クラスにおいてその割合が最も高いことがわかる。
 さらに、授業内容の難しさと授業進度の相関関係は、特に、英語の普通クラ
スの場合（n =181）には、統計的に有意（r = .635, P< .01）であった。
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97.2

85.7
82.0

0 1.1 0

0 2.2 0

とても遅い

少し遅い

基礎

2.8
適切

普通

9.8 10.7

少し速い

上位

0 3.8 3.6
とても速い

図2：英語・クラス別・授業進度

 また、この授業の難しさと教員の教え方に関して、授業が難しいという回答
と教員の教え方が悪いという回答には、統計的に有意な相関関係（r = - . 233,
p< .05）があり、特に進度が速い場合には、不満が多かった。
次に授業の満足度に関する回答（問 3）の結果を図 3 で示す。

78.6
63.9
基礎

普通

上位

35.5
24.0
16.7

0

0

0

0 3.8 3.6

19.4

36.6

17.9

0

図3：英語・クラス別・授業の満足度

 「この授業を受けてよかったか」という項目についての回答が「そう思う」
と回答した「満足度がとても高い」と感じている学生は、基礎クラスと上位ク
ラスに多いが、上位クラスが最も満足度が高い学生の割合が高いことがわかる。
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 さらに、1 週間当たりの授業外学修の時間数に関する回答（問 15）の結果を
図 4 に示す。
46.4
41.7

基礎

33.3

16.7

14.3

12.0
5.6

3.6
ほとんどしない

上位

28.6

25.0

24.0

普通

34.4

30分程度

1時間程度

2時間程度

2.8 4.4

7.1

3時間程度

図4：英語・クラス別・授業外学習の時間
 時間外学修の時間が少ない（1 時間程度以下）のは基礎クラスであり、時間
外学修が最も多いのは上位クラスである。
以上の図 1 から図 4 を踏まえると、クラス別にいくつかの特徴がみられる。
上位クラスについては三つの特徴がある。第一は、授業内容を難しめ（
「少し難
しい」および「難しい」に回答している場合を以下にこのように記す。
）と考え
ている学生が多いことである。第二は、全体として授業の満足度が高いことで
ある。第三は、授業外学修の時間が長い傾向にあることである。普通クラスに
ついては二つの特徴がある。第一は、授業内容が難しめと考えている学生が 4
分の 1 以上いることである。第二は、約半数の学生は 1 週間当たりの授業外学
修の時間が 30 分程度以下ということである。
基礎クラスについては次のような三つの特徴がある。第一は、ほぼすべての
学生が授業進度を適切と考えていることである。第二は、授業の満足度が高い
ことである。第三は、約半数の学生は 1 週間当たりの授業外学修の時間が 30
分程度以下ということである。
 本稿で重視しているのは授業の満足度の高さである。英語に関しては、上位
クラスと基礎クラスで授業の満足度が高い。特に上位クラスについては、授業
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内容が難しめと考えている学生が多いにもかかわらず、授業の満足度が高い。
このことから、授業内容のレベルが高いことが、一概に授業の満足度の低下に
はつながらないことがわかる。成績上位者の上位クラスの場合は、授業内容の
レベルが高いことがあらかじめシラバスなどで示してあることから、教員と学
生の間でその授業で取り扱っている内容の難しさについては共通の認識があり、
教員が促さなくても学生は、既に形成されていると考えられる学修習慣から授
業外学修の時間を多くとり、授業内容が難しいことを克服していることがうか
がえる。一方、基礎クラスの場合は、授業内容が難しめと考えている学生が多
少いるものの、少人数で教員が授業の進度を適切に設定し、毎回の授業で達成
感を得られるような授業構成にすることで、授業の満足度の低下を食い止めて
いることがうかがえる。このような上位クラスと基礎クラスの分析から示唆さ
れることは、授業内容が難しめであること自体は大きな問題ではないというこ
とである。つまり、授業内容のレベルが多少高くても、そのこと自体を学生自
身が認識していて、教員が授業の進度を適切に設定することができれば、授業
の満足度は低下しないということである。
 逆に普通クラスの場合は、上位クラスと基礎クラスの分析から示唆される事
柄が満たされていないと考えられる。すなわち、授業内容のレベルに関する認
識が学生にとって十分ではなく、学生自身が適切と考えているレベルと実際に
授業で展開されているレベルが合っていないと推測される。それゆえに、授業
内容が難しいと感じたり、授業の進度が速いと感じたりする学生がある程度存
在すると考えられる。
 さらに、普通クラスにおける授業内容のレベルと授業外学修の長さとの関係
に関しては図 5 に示す。普通クラスでは、授業内容が難しいと感じている学生
は、授業外学修の時間が非常に短い学生と、1 時間程度学修している学生が約
半数いることがわかる。また、授業内容がやさしいと感じている学生のほとん
どは、授業以外の時間には学修していないことがわかる。このことは、学生が、
授業内容のレベルを適切ととらえていないために、自主的には授業外学修で授
業内容を補う行動を取らない学生が多く、特に、授業内容が難しいと感じてい
る学生にとっては、上位クラスの学生と比べて自己学修のスキルが身について
いないことから、自主的な学修に困難を感じているのであろう。
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図5：授業のレベルと授業外学習の関連(英語)

これらの回答結果から示唆されることと、統計的に有意な相関関係を踏まえる
と、授業内容のレベルを下げるかどうかにこだわるのではなく、授業の進度に
気を付けることがより重要であることが示唆される。
3.2 数学
 1 年生の数学についても英語と同様に、クラス分けがなされている。それは、
入学直後の学力標準テストの点数により、普通クラス、基礎クラス、さらに基
礎クラスは達成度によって 2 クラス（基礎数学と数学基礎演習）に分けられて
いるが、
この分析では英語同様に基礎クラスを 1 グループにして分析を行った。
まず、授業内容のレベルの適切さ（問 1）に関する回答結果を図 6 で示す。ま
た、授業進度に関する回答（問 2）の結果を図 7 に示す。授業内容のレベルに
関して「適切」と感じている学生の割合は、基礎クラスにおいて普通クラスよ
りも高いことがわかり、普通クラスでは、半数以上の学生が、授業内容が難し
めと感じていることがわかる。
授業の進度に関しては、
「適切」と感じている学生の割合は、授業内容のレベ
ルと同様に、
基礎クラスにおいて普通クラスよりも高いことがわかる。
さらに、
普通クラスでは、約半数の学生が授業速度が速いと感じていることがわかる。
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図6：数学・クラス別・レベルの適切さ
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図7：数学・クラス別・授業進度

授業の満足度に関する回答（問 3）の結果を図 8 で示す。
「満足度がとても高
い」と感じている学生の割合が高いのは、基礎クラスであり、約 45％である。
さらに、1 週間当たりの授業外学修の時間数に関する回答（問 15）の結果を
図 9 で示す。この時間外学修の時間は、基礎クラスの方が多い。
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図8：数学・クラス別・授業の満足度
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図9：数学・クラス別・授業外学習の時間

図 6 から図 9 を踏まえると、数学については以下のような特徴がみられる。
普通クラスに関しては、半数強の学生が授業内容を難しめと感じていることで
ある。そして、約 5％の学生が授業外学修を 1 週間当たり 3 時間以上行ってい
ることである。普通クラスと基礎クラス共通の特徴は三点ある。第一は、約 4
割の学生が進度を速いと感じていることである。第二は、授業に対する満足度
は高いことである。第三は、約半数の学生は 1 週間当たりの授業外学修の時間
が 30 分程度以下ということである。
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普通クラスの授業内容のレベルと授業外学修との関連について図 10 に示す。
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図10：授業のレベルと授業外学習の関連(数学)
数学については 7 割近い学生が、授業の満足度を高いと回答している。そし
て、普通クラスでは半数強、基礎クラスでは 35％前後の学生が授業内容を難し
めと回答している。しかし、普通クラスでは授業進度を速いと感じている学生
が基礎クラスより多い。その点が、普通クラスでは授業内容を難しめと感じて
いる学生が、基礎クラスよりも多い結果につながっていると考えられる。そし
て、7 割近い学生が授業の満足度を高いと回答しているものの、満足度が非常
に高いと回答している学生の比率が、普通クラスでは基礎クラスよりも少ない
という結果につながっていると考えられる。
 このことから示唆されることは、英語と同様に授業内容のレベルが高いこと
は、学生は学修をする場合に困難さを感じるが、満足度の低下には必ずしも影
響しないということである。ただ、授業内容のレベルが高い場合には、教員は
授業進度が速くならないように配慮する必要がある。それは、学生は授業進度
が速いと感じるために、授業内容のレベルが学生の想定している授業レベルよ
りも離れてしまうことを意味し、それが図 10 でも示されているように、授業外
学修の時間数の低下につながってしまうことが、この数学についての分析から
も示唆されるからである。
 さらに、
項目間の相関関係のうち、
統計的に有意な相関関係は三つ存在した。
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 第一は、英語と同様に授業の難しさと授業進度の相関関係である。授業内容
が難しいという回答と授業進度が速いという回答には、数学の普通クラスの場
合に（n = 407）には、統計的に有意（r =.795, P<.01）であった。
 第二は、授業内容の難しさと授業外学修の時間数の相関関係である。普通ク
ラスの場合（n = 407）には、授業内容が難しいという回答と授業外学修の時間
数が 30 分程度以下であるという回答には、統計的に有意（r = .193, p< . 01）で
あった。第三は、授業内容の難しさと教員の教え方の相関関係である。授業内
容が難しいという回答と教員の教え方が悪いという回答には、統計的に有意な
相関関係（r = -. 497, p< .01）があった。さらに、進度と教員の教え方（わかり
やすく教えようとしていたか）についても相関関係が有意（r = -.615, p< . 01）
であり、特に進度が速いと感じた場合には、
教え方についても不満が多かった。
 以上の回答結果と、統計的に有意な相関関係を踏まえると、英語の場合と同
様に、授業で取り扱う内容のレベルを下げるかどうかにこだわるのではなく、
授業の進度に気を付けることが非常に重要であることが示唆される。
3.3情報基礎と文章表現法
 次に、情報基礎 1 と文章表現法 1 についても、英語と数学ほどには精緻な分
析を行っているわけではないが、回答状況を確かめた。この情報基礎 1 と文章
表現法 1 については、学科ごとにいくつかのクラスに分けられており、達成度
別のクラス分けはなされていない。情報基礎 1 については、授業内容を難しめ
と感じているのは約 4 分の 1 の学生であり、7 割近くの学生は適当と回答して
いる。授業の満足度は 8 割以上の学生がよい評価（
「そう思う」と「ややそう思
う」の合計）を回答しており、高い比率を示している。授業外学修の時間数は、
ヒューマン情報学科の学生については、他の学科の学生よりも長い傾向がみら
れた。これは、教員からの聞き取りによれば、さまざまな課題を課しており、
時間外学修も推奨していることによる。文章表現法 1 については、情報基礎１
と同様に、授業内容のレベルを難しめと感じているのは約 4 分の 1 の学生であ
り、7 割近くの学生は適当と回答している。また、授業の満足度についても、
情報基礎 1 と同様に、8 割以上の学生が授業に対する満足度が高いよい評価を
回答しており高い比率である。また、半数以上の学生は授業外学修を 30 分以上
14
－ 102 －

行っている。文章表現法 1 は、一定のテーマに沿って文章を書く際に、事前に
文章を書くための材料をそれぞれの学生が集めておく必要があり、授業外学修
はその作業に割いているものと推測される。通常は課題が多く、時間外学修の
時間が増加すると不満を訴える学生が多いが、この科目に関しては、それにも
かかわらず非常に満足度が高い。これは、文章表現法 1 における学修のねらい
が教員から明確に伝えられており、よく理解されていると回答している割合が
8 割を越えていることと関連していると予測される。
3.4 考察のまとめ
 改めて以上の結果について、分析の視点にそって考察をまとめておきたい。
分析の視点 1「授業の満足度に影響しているのは、授業内容のレベルと授業の
進度であろう。
」に関しては、授業内容が難しいと感じるのは授業進度と関連し
ているが、最終的な授業の満足度とはどちらも関連していないことが示された。
 次の分析の視点 2「学生の授業に対する満足度と授業外学修時間は関連があ
るであろう。
」に関しては、最終的な授業の満足度と学修時間の長さとの直接的
な関連はみられなかった。さらに、分析の視点 3 の「授業の難しさと授業外学
修時間数には関連があるであろう」に関しては、授業が非常に難しいと感じて
いる学生の授業外学修時間が短く、また、授業を非常にやさしいと感じている
学生の授業外学修時間数も短かった。授業を非常に難しいと感じている学生の
授業外学修の短さは、
数学の普通クラスにおいて統計的に有意であった。
なお、
授業の満足度と教員が授業外学修を促しているかどうかの工夫については統計
的に有意な相関関係は見られなかった。
 これらの結果から明らかになったことは、授業内容が難しめであるのは、必
ずしも最終的な授業の満足度を低下させるわけではないということである。こ
の授業内容のレベルの評価は学生にとっての授業内容の理解度を表しているた
め、学生が授業内容のレベルを適切と感じ、授業内容の理解度を向上させるた
めには、最終的に授業で取り扱う内容のレベルを下げるのではなく、授業の進
度に気を付けることが重要である。すなわち、学生の習得度を上げるための対
策としては、授業の進度に配慮するのが必要ということである。また、この進
度に配慮することは、学生の教員の教え方についての評価も向上させると考え

15
－ 103 －

られる。
 さらに、情報基礎 1 や文章表現法 1 でみられるように、学生が授業のねらい
や目標を明確に理解していることも重要であり、教員は積極的に授業目標など
を伝えることも必要であろう。また、英語の基礎クラスや文章表現法１の授業
の満足度が高いのは、担当教員からの聞き取りによると、毎回の授業で課題を
完結し、授業目標をクリアでき、学生自身が達成感を得られるような構成にな
っていることが影響していると考えられる。このことから、履修している学生
が授業で取り扱っている事柄を理解できているかを確かめる機会が授業内で提
供されているかどうかが、授業の満足度に影響していることが示唆される。
 さらに、授業時間外の学修時間については、学生の授業時間外の学修時間が
短く、学生が授業時間外に勉強しない原因の 1 つは、授業で取り扱われている
内容のレベルと、学生が適切と考えているレベルが合っていないことである。
すなわち、授業内容が非常に難しい、あるいはとてもやさしいと感じる場合に
は、自発的な学修は難しく授業外学修の時間数が少ない原因の一つになってい
ると考えられる。
4. 今後の対策に関する提案
 これらの回答結果から示唆されることは、今回実施しているような学期末に
行われる授業改善アンケートは、個々の教員が担当している科目の内容を改善
するための 1 つの資料として、今後も必要と考えるが、併せて重要なのは、授
業の過程で進度が適切であるかどうかを確かめる、つまり授業の進度に関する
アンケートを学期の途中で取ることである。そのことにより、教員は常に学生
の理解度を把握でき、それを考慮して授業改善に取り組むことができ、一方、
学生は適切と思えるようなレベルの授業が受けることができるであろう。
 この点を踏まえた場合、授業の進度に配慮するというのは、単に講義のスピ
ードを調整するだけではなく、授業で取り扱っている内容をどの程度理解して
いるかどうかを確かめる機会を授業内で提供することも含まれていると考えら
れる。このような機会を持つことは、その時に行っている授業内容のレベルと
学生が適切と考えている授業内容のレベルが乖離することを防ぐ方法の一つに
なると考えられる。
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 そして、学生の授業内容のレベルに関する認識のズレが少なくなることは、
学生が授業を非常に難しいと思うことが少なくなることを意味すると考えられ
る。このことは、学生が授業外学修を行わなくなる原因の一つを取り除くこと
につながるであろう。並行して、教員が授業外学修を促す工夫をすれば、学生
の学修意欲を高め、授業外学修の時間数を増やすことにつながると考えられる。
この場合、本稿の分析を通じて示唆されることは、授業外学修の時間数を増や
すのに有効な対策は、単に復習課題や予習課題を出し授業外学修時間を増加さ
せることに対策を取るというよりも、一見遠回りだが、学生の理解度に即した
課題を示し、その課題の位置づけを説明するような授業内での働きかけのほう
が工夫としてはより適切であろう。それは、特に、授業内容が難しいと感じて
いる学生にとっては、単に課題が課されても、自主的に取り組むことは難しい
と考えられることから、授業外の時間で行う課題として、例えば、理解度を確
かめる問題を出す、学修の過程でつまずいたときの解決方法を知らせるなど、
学生が取り組みやすい課題を出すことが必要であろう。また、オフィスアワー
も用意されているが、随時、それ以外でも質問しやすい学習環境を整えること
も、対策の一つとしてあげられるかもしれない。
 また、授業が非常にやさしいと感じている学生が自主的に学修に取り組むよ
うになるためには、学修意欲を喚起するような課題に取り組めることが必要で
あり、それは、例えば、授業で学んだ学修内容を応用し、課題を解決するよう
な問題や、現在学んでいる内容が次の専門の学びにどのように繋がるかという
ことを理解する問題などが適切であると思われる。
 さらに、授業外学修の時間数を増やす対策の手段として学習支援システム
（LMS）を活用するのは、ラーニングテクノロジー開発室（LT 開発室）が中心
となって積極的な働きかけがなされている。この働きかけは今後も継続される
べきであるし、この働きかけに FD 委員会が協力するのは、引き続き積極的に
検討されるべきであろう。
5. 今後の課題
今回 FD 委員会が授業改善アンケートの結果分析を行い、その結果を発表し
たのは昨年の FD セミナーが初めてであり、今回の分析はあくまでもキックオ
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フとしての分析である。よって、今後の課題は多く存在するが、ここでは次の
二つの課題を挙げておきたい。
 第一の課題は、本稿で取り上げた分析はあくまでも一部の科目を取り上げて
行った分析に過ぎないので、
他の科目について分析を拡張していくことである。
本稿で取り上げた分析は、高校までで履修した経験のある科目について取り上
げている。しかし、大学で履修する科目は、高校までで履修した経験のない科
目のほうが大半である。それらの科目について、授業改善アンケートの回答結
果に関する分析がないのは、分析としては不十分であろう。よって、FD 委員
会は例えば以下のような五点を、
今後の課題として考慮する必要があるだろう。
その第一は、授業改善アンケートの回答結果の分析を、いわゆる専門科目を
中心に今後も行うことである。少なくとも、今回の分析で得られた結果が、い
わゆる専門科目でも当てはまる結果であるのかどうかを確かめる作業は必要で
あろう。第二は、今回の分析で授業外学修を促す仕組みの重要性が浮き彫りに
なったが、この仕組みを取り入れている科目について分析を進めることである。
たとえば、ヒューマン情報システム学科で開講されている科目の一部は、アク
ティブ・ラーニングを積極的に取り入れている。さしあたり、これらの科目を
対象として協力を得るのが、方向性の 1 つとして考えられる。第三は、授業に
対する満足度と最終的な成績との相関関係について、可能な範囲で分析を行う
ことである。その意味で、授業改善アンケートの回答票に氏名欄を設けるのは
継続すべきである。さらに言うと、学籍番号をマークさせるように回答票の形
式を変更することは、データ収集の面で有益かもしれない。第四は、授業改善
アンケートの自由記述欄での回答が、授業の満足度や授業外学修の状況、最終
的な成績とどのような相関関係をもっているか、可能な範囲で分析を行うこと
である。第五は、平成 25 年度前期から実施が開始された演習・実験科目を対象
とした授業改善アンケートの回答結果について分析を行うことである。これに
ついては、演習・実験科目の得点は講義科目の得点と比較して総じて高いとい
うことがみられており、この点に注目する必要があるであろう。そして、ここ
で得られた結果を踏まえて、いわゆる講義科目でも応用できるような知見が得
られた場合は、その知見について情報を提供するのは優先順位の高い事柄であ
ろう。
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 第二の課題は、授業改善アンケートに対する教員と学生の認識のズレに関す
る問題について解決を試みることである。学生側は、回答しているアンケート
が授業改善アンケートであることを理解しておらず、個人的な不満を表現する
手段としてしまっている状況がしばしば見受けられる。授業改善アンケートは、
履修している学生の成績が確定していない段階で行われるものである。そのた
め、履修している学生が、授業改善アンケートを記入する時点では授業にある
程度満足しているとしても、それが期末試験の解答状況や成績にそのままつな
がっている訳ではない。結果として期末試験の解答状況が芳しくなく、単位が
取得できないなど成績が良くない形に終わる場合、その結果を学期末テスト前
に予想して授業改善アンケートに回答していると思われる状況がある。このよ
うな状況に対する対策が打たれない状況で、必修科目については授業改善アン
ケートを取るように FD 委員会が要請することは、必修科目を担当している教
員に対して不必要な負担感を持たせることにつながる可能性がある。一方、教
員側には、授業改善アンケートの回答結果について、どの程度信頼し尊重しな
ければいけない結果であるのか、疑問を持っている場合がある。例えば、授業
改善アンケートの質問項目のうち、回答者の学修行動に関する質問がいくつか
あるが、この質問に関する点数と最終的な成績状況を比較した場合である。ア
ンケートの回答結果を見た時に、授業に多く出席していることだけで、履修し
ている科目に熱心に取り組んでいると思っている学生が多いと認識した教員は、
現在大学として取り組もうとしている授業の方法や内容の改善よりも、単にそ
の授業内での学生の成績を向上させることが先であると考えるのは容易に想像
できる。このような状況が続いているままに、授業改善アンケートを毎学期取
り続け、回答結果に対するコメントを求めることに対して、教員からの理解が
得られなくなる可能性がある。
これらを踏まえて、FD 委員会は以下のような四つの点を対策として考慮す
る必要があるだろう。第一は、授業改善アンケートの質問項目で学生の学修行
動に関する項目をさらに増やすことである。その際に図書館や学習支援室の利
用に関する項目を作るかどうかは検討に値するだろう。第二は、授業改善アン
ケートの質問項目と実施時期について検討することである。授業の進度につい
て確かめるため、学期の途中でアンケートを取ることが必要であることが、こ

19
－ 107 －

の分析結果から示唆された。ただ、この点は検討項目の一つに過ぎず、この点
のみを考慮すればよいと主張しているわけではない。第三は、学生の学修行動
に関する項目についての分析結果を学生に知らせて、学修行動に関して改善を
促すことである。授業内容のレベルに関する認識のズレが悪影響をもたらすこ
とが今回の分析で示唆された。その点を踏まえて、シラバスやガイダンスの内
容を十分に把握し、その内容を基にして履修登録を行うことが学生側の責任で
ある点は、現状よりもより喚起すべき事柄であろう。第四は、授業改善アンケ
ートで得られたデータの分析を引き続き行い、その分析から教員の授業設計や
運営をサポートするような知見をさらに多く提供することである。
その際には、
高い点数を得ている教員の実践例を紹介するだけにとどまらず、ワークショッ
プなどを通じての情報提供も有効であると考えられる。
引用文献
中央教育審議会大学分科会大学教育部会2012 「予測困難な時代において生涯学び続け、主
体的に考える力を育成する大学へ」（審議まとめ）
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附表１ 授業改善アンケート項目
1．授業内容のレベルは適切でしたか。       2．授業の進度は適切でしたか。
3．あなたはこの授業を受け総合的に評価してよかったと思いますか。
4．授業は、ほぼ定刻に始まり定刻に終わりましたか。
5．板書・スライド・映像・プリントの使用は適切で理解の促進に役に立ちましたか。
6．教員の声は、はっきりと聞き取りやすかったですか。
7．教員は、わかりやすく教えようと工夫していると思いましたか。
8．この授業は、シラバスにそって行われましたか。
9．教員は、学生が授業時間以外に学修をするように工夫をしていましたか。
10．教員は、私語等で授業に支障がないよう適切な配慮をしていましたか。
11．教員の熱意や意欲が伝わってきましたか。 12．あなたは、この授業に熱心に取り組みましたか。
13．あなたは、この授業のねらいや目標を理解していましたか。
14．あなたは、この授業にどのくらい出席しましたか、欠席回数でお答えください。
15．あなたは、この授業の授業時間以外に自主学修（課題・予習・復習等）を 1 週当たりどのくらい行
いましたか。 ※自由記述欄（補足したいこと、授業の長所や改善点などを以下に書いてください。
）
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