
2018 年度 授業に関する学生アンケート結果 
 

 

１．2018 年度 授業アンケートの実施要領 
 

１）授業アンケートの対象科目 
 

全ての授業形態（講義・演習・実験・実技・実習）の科目をアンケート対象とする。但し、受講者

数 5名未満の科目は担当教員が実施の可否を判断する。また、対象科目の選定に関する担当教員の希

望はとらない。 

 

２）実施期間 
 

前期：2018 年 7 月 2 日(月)～7月 28 日(土) 

後期：2018 年 12 月 14 日(金)～2019 年 1 月 26 日(土) 

 

３）授業アンケートの質問 
 

設問１：この授業へのあなたの出席状況について答えて下さい。（選択式：択一） 

     回答群 ａ：毎回出席した/ｂ：2/3 より多く出席した 

         ｃ：1/3 以上欠席した 

 

 

設問２：この授業の内容はシラバス（授業計画）通りのものでしたか？（選択式：択一） 

     回答群 ａ：全くシラバス通りだった/ｂ：おおむねシラバス通りだった 

         ｃ：シラバスと少し違っていた/ｄ：シラバスと全く違っていた 

         ｅ：シラバスを読んでいないので判断できない 

 

 

設問３：この授業に対するあなたの満足度について答えて下さい（選択式：択一） 

     回答群 ａ：大変満足している/ｂ：まあまあ満足している 

          ｃ：あまり満足していない/ｄ：全く満足していない 

         ｅ：どちらともいえない 

 

 

設問４：『設問 3』で『ａ』あるいは『ｂ』と答えた理由は何ですか？（選択式：択一） 

     回答群 ａ：授業がよく理解できたから/ｂ：授業がまあまあ理解できたから 

         ｃ：（理解とは関係なく）学修に有意義だと思ったから 

         ｄ：学修意欲が喚起されたから/ｅ：その他（自由記述：    ） 

 

 

設問５：『設問 3』で『ｃ』『ｄ』あるいは『ｅ』と答えた理由は何ですか？（選択式：択一） 

       回答群 ａ：授業が全く理解できなかったから/ 

ｂ：授業があまり理解できなかったから/ｃ：学修に有意義でないと思ったから 

          ｄ：学修意欲が喚起されなかったから/ｅ：その他（自由記述：    ） 

 

 

 

 

 

 



 

 設問６：あなたは 1回あたりの授業に対して、予習・復習をどの程度しましたか？ 

（選択式：択一） 

      回答群 ａ：90 分以上/ｂ：90 分程度/ｃ：60 分程度/ 

ｄ：30 分程度/ｅ：しなかった 

 

 

設問７：あなたはこの授業がよりよいものであるためには、どのような授業であったらよいと思

いますか？（選択式：２つまで選択可） 

    回答群 ａ：主に知識や技能・技術を学ぶ授業 

        ｂ：（受講生の数に関係なく）自ら考えることで課題解決の方法を学ぶ授業 

        ｃ：プレゼンテーションやディスカッションの方法を学ぶ授業 

        ｄ：知的におもしろいと思える授業/ｅ：特に希望はない 

        ｆ：その他（自由記述：    ） 

 

 

４）集計方法・区分 
 

アンケート結果の集計は以下の区分で集計する。 

 

①授業科目区分別（全学共通科目、学部共通科目、学科科目、教職・資格科目） 

 ②授業形態別（講義・演習・実験・実技・実習等） 

 ③受講者数別（0～20 人、21～50 人、51～100 人、101～200 人、201 人以上） 

 ④担当教員所属の学部別 

 ⑤担当教員所属の学科・全学共通教育 

 ⑥個人別 



２．2018 年度 授業アンケートの集計結果 
 

１）対象授業数・回答者数 
 

前期： 1987 科目（対象時間割科目数） 回答者数 31578（延べ数） 

後期： 2098 科目（対象時間割科目数） 回答者数 18036（延べ数） 

 

 

２）前期集計結果 
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３）後期集計結果 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．2018 年度 授業アンケート結果の概要 
 

１）全学の総評 
 

２）理工学部 
①学部長による総評 

②総合理工学科 物理学系 

③総合理工学科 生命科学・化学系 

④総合理工学科 機械工学系 

⑤総合理工学科 電気電子工学系 

⑥総合理工学科 建築学系 

⑦総合理工学科 環境・生態学系 

 

３）人文学部 
①学部長による総評 

②国際コミュニケーション学科 

③日本文化学科 

④人間社会学科 

⑤福祉実践学科 

 

 

４）経済学部 
①学部長による総評 

②経済学科 

 

５）情報学部 
①学部長による総評 

 

６）教育学部 
①学部長による総評 

 

７）経営学部 
①学部長による総評 

 

８）デザイン学部 
①学部長による総評 

 

９）心理学部 
①学部長による総評 

 

１０)全学共通教育委員会 
①全学共通教育 委員長による総評 

 

 



2018年度 学生による授業アンケート結果の概要 
 

１） 全学の総評（前期） 
 

 

 以下、2018 年度前期に実施した授業アンケートの全学的な結果について総評する。なお、今

年度から設問を大幅にリニューアルして実施したため、昨年度までとは異なる観点からの分析と

なる。設問を変更した趣旨は、授業がシラバスに沿って行われているかどうか、学生が授業に満

足しているか否か、またその理由は何か、さらには学生が授業に何を求めているのか等々を把握

することにある。 

 

（１） 設問１は受講生の出席状況を尋ねているが、それは 1/3 以上欠席している受講生が多数の場合、

アンケートそのものが意味をなさないためである。幸いすべての学科（全学共通科目及び人

文学部共通科目を含む、以下同じ）で、アンケートに答えた受講生の 97％以上が基準である

2/3 以上の出席を満たしていた。大学全体の平均値では、「毎回出席した」が 61.5%、「2/3 よ

り多く出席した」が 36.8%、「1/3 以上欠席した」が 1.7%だった。 
学科別に見ると、特に「毎回出席した」の回答率が高かったのは、総合理工学科の 75.2%、

福祉実践学科の 74.4%、心理学科の 71.1%、教育学科の 67.7%並びにデザイン学科の 65.8%
だった。逆に「毎回出席した」の回答率が比較的低かったのは、人文学部共通科目の 41.4%
である。こうした数値から必ずしも特定の傾向を認めることはできないが、学修目標が受講

生にとってより明確な分野の場合「毎回出席した」の回答率が高いとも解釈できる。 
（２） 設問２は授業がシラバスに沿って行われたかどうかについて尋ねている。大学全体の平均値

でみると、「全くシラバス通りだった」が 34.3%、「おおむねシラバス通りだった」が 43.9%、

「シラバスと少し違っていた」が 3.4%、「シラバスと全く違っていた」が 1.2%、「シラバス

を読んでいないので判断できない」が 17.2%だった。この結果は、多くの授業がシラバスに

沿って実施されていることを示している。また、シラバスが学生との重要な「契約条項」で

あることを考えると、良好な結果であると言える。 
学科別に見ると、「全くシラバス通りだった」の回答率が特に高かったのはデザイン学科の

45.3%だった。逆に、「シラバスを読んでいないので判断できない」の回答率が比較的高かっ

たのは教育学科の 24.9%、福祉実践学科の 20.5%並びに心理学科の 20.2%だった。（デザイン

学科は 8.1%と低かった。）これは、学修すべき科目が予め比較的多く定められている学科の

傾向を示しているのかもしれない。 
なお、いずれの学科でも「シラバスを読んでいない」が３番目の回答率で 10%台と比較的

低かったことは、昨年度までは「活用しなかった」が 30%半ばを超える も高い回答率だっ

たことと比べると大きな変化だと言える。ただしこれは、今年度の設問がシラバスを読んで

いることを前提とした表現になっていることからくる変化であった可能性がある。 
（３）設問３は単刀直入に授業に対する満足度を尋ねている。大学全体の平均値では、「大変満足し

ている」が 38.8%、「まあまあ満足している」が 45.1%であり、「あまり満足していない」（9.3%）

と「全く満足していない」（3.8%）の合計を大きく上回っている。したがって、額面通りに受

け取れば、学生の満足度はそれなりに高いと言える。 

学科別で「大変満足している」の回答率が特に高かったのは教育学科の 47.9%、次いで国際

コミュニケーション学科の 47.8%、デザイン学科の 47.2%並びに福祉実践学科の 45.0%だった。

他の学科も「大変満足している」と「まあまあ満足している」の合計は、概ね 80％前後であ

り、学生の満足度は比較的高いと解釈できる。 

（４）設問４は、設問３で「大変満足している」と「まあまあ満足している」を選択した受講生にそ

の理由を尋ねている。大学全体の平均値で見ると、 も回答率が高かったのは「授業がまあま

あ理解できたから」（41.4%）で、次いで「授業がよく理解できたから」（34.8%）だった。 

    学科別で「授業がよく理解できたから」の回答率が特に高かったのは国際コミュニケーショ

ン学科の 47.9%、次いでデザイン学科の 44.6%、福祉実践学科の 40.5%並びに教育学科の 40.1%

だった。また、いずれの学科でも「学修に有意義だと思ったから」は３番目の回答率だったが、

その中でも比較的回答率が高かったのは総合理工学科物理学系の 26.3%、心理学科の 24.2%、



総合理工学科電気電子工学系の 21.9%並びに総合理工学科建築学系の 21.8%だった。いずれに

しても、どの学科も「授業がよく理解できたから」と「授業がまあまあ理解できたから」の回

答率が１番目あるいは２番目だったことを考えると、授業の理解度が満足度に大きく作用して

いることが分かる。 

（５）設問５は、設問３で「あまり満足していない」、「全く満足していない」あるいは「どちらとも

いえない」を選択した受講生にその理由を尋ねている。大学全体では「授業があまり理解でき

なかったから」の回答率が 35.0%と も高く、次いで「学修意欲が喚起されなかったから」

（25.8%）、「学修に有意義でないと思ったから」（18.2%）、「授業が全く理解できなかったから」

（10.7%）、 後に「その他」（10.3%）と続き、回答には比較的ばらつきが認められた。このこ

とから、授業に対する満足度が低いことの理由としては授業の理解度のみならず、様々な理由

があることが分かる。 

    以上のことは学科別の回答のばらつきにも表れている。多くの学科では「授業があまり理解

できなかったから」が も高い回答率となっているが、「学修意欲が喚起されなかったから」

の回答率が も高くなっている学科（人文学部共通科目［40.5%］及び教育学科［32.1%］）も

ある。こうしたことから、授業の満足度を上げるには、授業の理解度を高める工夫と併せて他

の要素も改善する必要があることが分かる。 

（６）設問６は受講生が予習・復習にかける時間について尋ねている。大学全体の平均値及び学科別

の回答のいずれも、「しなかった」が も高い回答率になっている。「しなかった」が も高い

のは人間社会学科の 63.8%で、以下人文学部共通科目の 60.5%、教育学科の 60.0%と続き、 も

低いのは国際コミュニケーション学科の 32.1%だった。こうした全体的な傾向の中で総合理工

学科の学系別の結果まで見ると、環境科学系、電気電子工学系並びに生命科学・化学系は「し

なかった」が 20%台と比較的低い回答率になっている。 

逆に「60 分程度」、「90 分程度」及び「90 分以上」の回答率の合計が顕著に高くなっている

のはデザイン学科（42.4%）、電気電子工学系（39.8%）並びに環境科学系（38.8%）だけだった。

特にデザイン学科の場合「90 分以上」が 21.1%、電気電子工学系の場合は 17.2%となっており、

他の学科には見られない傾向を示している。これは、工夫や取り組み次第では予習・復習の時

間数を増加させることも可能であることを示唆している。 

（７）設問７はどのような授業を望むかを尋ねている。大学全体の平均値では、「その他」を除く５

つの回答選択肢のどれもが一定の割合で選択されている。その中で も高い回答率だったのは

「主に知識や技能・技術を学ぶ授業」（30.1%）、次いで「特に希望はない」（29.3%）、以下「知

的におもしろいと思える授業」（20.9%）、「（受講生の数に関係なく）自ら考えることで課題解決

の方法を学ぶ授業」（10.6%）、「プレゼンテーションやディスカッションの方法を学ぶ授業」

（7.0%）の順だった。 

 学科別に見ても回答傾向は全体的に同様だが、一部の学科が「特に希望はない」が も高い

回答率になっている。その内訳は心理学科：44.8%、福祉実践学科：33.9%、人文学部共通科目：

31.0%、教育学科：31.3%並びに経営学科：27.4%である。 

以上のことから、多くの学生は主に知識や技能・技術を修得したいと考えていること、また

それと同じ程度あるいはそれ以上の学生が現行の授業でよいと思っていることが分かった。そ

れと同時に、どの学科にも知的なおもしろさを求めている学生が一定数存在することも明らか

になった。このことは、知識や技能・技術の修得の他に、知的好奇心を満たしたい、あるいは

教養を身につけたいという学生の意欲を満たすことの重要性も示している。 

 

以上、授業は概ねシラバスに沿って行われており、学生の授業の満足度も比較的高いことが分かっ

た。一方、予習・復習時間はかなり短いのが現状で、学生の主体的な学びを実現するためには今後予

習・復習の時間を増やすための工夫がそれぞれの授業に求められていると言える。 後に、学生は第

一に知識や技能・技術の修得を目指しているが、それと同時に授業に知的なおもしろさも求めている

ことが明らかになった。 

以上 

 

全学 FD 委員会委員長 服部裕 

 

 



全学の総評（後期） 

 

  2018 年度後期の授業アンケート結果は、すべての設問でほぼ前期の結果と同じ傾向を示している。

このことは大学全体の平均値だけでなく、学科ごとの個別の結果に関しても同様である。したがって、

本授業アンケートの結果を授業改善に活用するには、アンケートから明らかになった問題点に対する

改善策を次年度前期の授業に盛り込む必要がある。前後期を通じて特に取り組まなければならない課

題は予習・復習の時間を増やすことであり、授業担当者は学生の自学自習を促すような授業運営に努

めることが求められる。 

以上 

 

全学 FD 委員会委員長 服部裕 

 

 

  

  



２)理工学部 

 

① 理工学部長による総評 
 

授業アンケート各項目の回答結果について，理工学部全体の状況について，全学総計との比較など

を行う。 

 授業出席（設問 1）について，毎回出席したが前期 70.9%，後期 61.9%となり，割合は全学総計と比

較し，やや高めの値となった。なお，後期には 8ポイント低下しているため，夏休み明けの学生指導

の必要もあるといえる。授業内容とシラバスの合致（設問 2）について，シラバス通り（全くおよび

概ね）は前期 80.3%，84.5%となった。概ねシラバスに沿って行われたといえる。授業の満足度（設問

3）について，大変およびまあまあ満足は前期 82%，後期 84.5%となり，こちらも全学と同等であった。

多くの学生は概ね授業内容には満足していたと考えられる。その理由（設問 4）として，理解できた

（よく＋まあまあ）について前期 75.5%，後期 76.5%であった。不満足の理由は，理解できなかった

が前期 51.3%，後期 45.4%であった。全体的な理解度向上を進めるため，各担当教員で工夫すること

が求められている。1回あたりの予習・復習（設問 6）について，60 分以上は前期 28.2%，後期 34.3%

となり，全学総計に比べると多い結果となった。理工学部では実験レポートなど課題が多いことが影

響していると考えられる。しなかったは，前期 40.8%，後期 34.4%となり，自己学習の推奨を，これ

まで以上に進める必要がある。どのような授業が望ましいか（設問 7）については， も多い回答は，

技能・技術が前期 35.4%，後期 41.2%となった。全学の傾向とほぼ同一であった。理工学部独自設問，

授業教材（設問 9）については，理解できた（まあまあ含む）は，前期 76%，78%となった。 

 自由記述については，様々な意見が書かれることから，担当教員のみならず，学系において丁寧な

確認，授業改善を実施することが重要である。また，アンケート回答率が前期 33.9%，後期 27.5%と

低く，今回アンケート項目が変更になったが，回答率を引き上げることはできなかったといえる。回

答率向上を目指した教員による取り組みも継続したい。 

（理工学部長 宮脇健太郎） 

 

 

② 理工学部 総合理工学科 物理学系による総評 
 

出席状況（設問1）に関しては、前・後期ともアンケートに答えた97％以上の学生が規定の出席日

数に達成しており、良好といえる。授業はおおむねシラバスに則したものであると評価されており（設

問2）、学生が受講するにあたってシラバスを参考にしていることがわかる。その一方で20%程度の

学生はシラバスを見ていない結果も明らかになった。 
設問3では授業の満足度を尋ねているが、「大変満足」「まあまあ満足」の評価が80%前後であり、

教員の努力が報われていると考えられる。これに関して、設問4、設問5からは、授業が理解できると

満足であり、授業が理解できなければ不満であるという、わかりやすい傾向が見られている。 
設問6で示された「予習復習をしなかった」学生が40%に及ぶことは残念な傾向である。2単位の講義

に対して90時間の学修が必要とされている。これは講義に出席しているだけでは達成できないことか

ら、予習・復習は必須である。このような状況が続けば、予習・復習を強制的に行わせる仕組みを考

えることが必要となるかもしれない。 
より良い授業を求める意見（設問7）において、「知的におもしろいと思える授業」が高い割合（前

期25.6%、後期20.8%）になったことは理学系の特徴かと思われる。 
（物理学系代表 古川一暁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 理工学部 総合理工学科 生命科学・化学系による総評 
 

設問 1 「出席状況」に関して、3 分の 2 以上の出席者が前期 99.1％後期 97.4％であり、特に前期

の全出席者は 81.1％を記録しており、全学科および学系のトップとなっている。このことから、本学

系学生の真面目さが分かり、少なくとも講義に臨む意思は確認できた。 

ただし、設問 3 「満足度」は前期・後期ともに 80％台に低下している。理由としては、設問 5「不

満足の理由」によると、半数以上が授業をよく理解できないからとしている。ここのところを解消す

るためには、小テストなどのアクティブラーニングで受講者の理解度を確認しながら講義を進めてゆ

くのも一つの工夫である。 

一方、受講者側学習態度の尺度と考えられる、設問 6 「予習・復習時間」では、半数以上が予習・

復習をまったくしないか、しても 30 分以内と回答している。この学生の塊が設問 3 の理解不十分な

学生と重なっているのではないかと思われる。もちろん、学習の習熟度は時間の長短のみでは議論で

きず、集中度も重要であるが、とりあえず、学習習慣（机で集中する）をつける必要がある。この予

習・復習の不十分学生の割合は昨年度とほぼ変化していないことから、この部分解決のための工夫が

必要と考える。 

その一案として、シラバスの活用が考えられる。設問 2 「シラバス」に関して、まったく読んでい

ない層が 15％程度存在しているが、シラバスと違っていたという学生も含めて、少なくとも読んだ学

生は 80％以上である。従って、アクティブラーニング手法の導入などをシラバスに明記して、上手に

予習への動機付けをしたり、復習の必要性を強調したりすることによって予習・復習を自ら率先して

やるようになれば、理解力も向上し、それによって満足度も高かまっていくであろう。 

シラバスをまったく読んでいない層については、シラバスの必要性を周知させる工夫、例えば講義

中にもシラバスを明示するなどの措置も必要であろう。 

（生命科学・化学系代表 原田 久志） 

 

 

 

④ 理工学部 総合理工学科 機械工学系による総評 
 

設問１．「出席状況」に関しては、「毎回、2/3 より多く出席した」を合わせると前期 98.7%、後期

98.3%であり良好である。また、「毎回出席した」のみに着目すると前期 76.1%、後期 62.9%であり、

理工学部平均値（前期 70.9%、後期 61.9%）も上回っている。今後もこの状況を継続したい。 
 設問２．「授業内容はシラバス通りか」に関しては、「全くシラバス通り」と「おおむねシラバス通

り」を合わせると前期 85.2%、後期 84.6%であり、理工学部平均値（前期 80.3%、後期 84.5%）も上

回っており、おおむねと良好である。しかし、「シラバスを読んでいない」は、前期 11.9%、後期 12.6%
と高い比率であり、授業中にシラバスを紹介するなどの工夫も必要である。 
 設問３．「授業に満足したか」に関しては、「大変とまあまあ満足」を合わせると前期 86.8%、後期

86.9%であり、理工学部平均値（前期 82.1%、後期 86.2%）を上回っており、おおむねと良好である。 
 設問４．「設問３で満足と答えた理由」に関しては、「授業がよく理解できた」と「まあまあ理解で

きた」を合わせると前期 79.2%、後期 69.1%である。しかし、満足であっても 20～30%の学生が理

解しておらず、今後も継続的な授業の改善が必要である。 
 設問５．「設問３で不満足と答えた理由」に関しては、「授業が全く理解できない」と「あまり理解

できない」を合わせると前期 63.4%、後期 46.5%であり、理工学部全体の平均値（前期 51.4%、後期

45.7%）を上回っており、今後、積極的な改善が望まれる。 
 設問６．「予習・復習をどの程度したか」に関しては、「予習をした」を全て合わせても前期 58.1%、

後期 69.1%であり、約 40%の学生が予習をしておらず、「予習を必須とする」などの授業の進め方全

般における改革も必要と思われる。 
 設問７．「どのような授業であったらよいか」に関しては、「主に知識や技能・技術を学ぶ授業」に

対する要求が前期 44.8%、後期 38.9%と高くなっており、座学だけで無いアクティブラーニングを含

めた体験的授業を積極的に活用していけるように、引き続き努力する。 
（機械工学系代表 亀井延明） 

 

 



 

 

 

⑤ 理工学部 総合理工学科 電気電子工学系による総評 
 

授業の出席状況に関する設問 1 では前期、後期とも理工学部（全体）より 6～7%程度「毎回出席し

た」の割合が低下した結果となっている。授業の出席率を高める施策が必要である。また、設問 2の

「授業内容がシラバス通り」に関し、「全くシラバス通り」、「おおむねシラバス通り」のポイントが

前期、後期ともに理工学部（全体）と比較して高くなっている。シラバスの内容を授業に合わせて充

実させている結果であろう。 

授業に対する満足度に関する設問 3 の結果は、「大変満足している」割合が理工学部（全体）より

前期、後期とも低い。また、授業の理解の程度に関する設問 4、設問 5では、「授業がよく理解できた」

という割合が理工学部（全体）より低い。満足を与えかつ理解し易い授業が、今後の課題である。 

設問 6の予習・復習に費やす時間数が理工学部（全体）と比較して多いことは、学生が受講科目に対

して興味を持ってきていると考えられ、主体的な学習を心掛ける学生が多くなっていると思われる。 

今後とも科目に対する理解度の向上、ならびに学生の興味を高めるよう、教員の側で授業の質を上げ

ていきたい。 後にアンケート回答数が少なく（前期 186 件、後期 391 件）、アンケート回答率は 10%

程度と推測され、データの信頼性については疑問が残り、今後の課題である。 

 

（電気電子工学系代表 嶋好博） 

 

 

 

⑥ 理工学部 総合理工学科 建築学系による総評 
 

出席状況を問う設問１では、前期・後期とも 99%の学生が 2/3 以上の出席をしており、学生の真面

目な側面を表している。また、学生の予習・復習を行うかを問う設問６では、前期 60%、後期 43%の

学生が予習・復習を行っており、後期になると予習・復習を行う学生が少なくなる傾向を示し、後期

での新年次での慣れや学業の継続の弱さが表れているものと考えられ、このあたりは問題点である。 

授業の満足度・理解度を問う設問３、４では、前期は 87%の学生が満足しており、そのうち 75%が

理解を示している。後期は 92%の学生が満足しており、そのうち 83%が理解を示している。これをみ

ると、前期・後期を通じて 9割近い学生は授業への満足度は高く、そのうち 8割程度の学生が授業を

理解している。しかしこの結果は、予習・復習を問う設問６の結果とは異なるものであり、さらなる

満足度・理解度の向上を計るには、学生のモチベーションを向上させ学業の継続を図れるような工夫

が必要である。 

より良い授業への方策を問う設問７では、前期・後期とも 3割近い学生が特に希望はないとの回答

をしており、このような主体性に欠ける学生に対する対応、例えばアクティブ・ラーニング等を導入

することで学生の主体性、学業の継続を導くための授業の改革が必要である。 

 

（建築学系代表 矢島 寿一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑦ 理工学部 総合理工学科 環境科学系による総評 

 

授業の出席状況（設問 1）は、「全出席」と「2/3 以上出席」がそれぞれ前期 68％と 31％、後期 60％

と 39％であり、概ね良好であるが、後期は全出席が 8ポイント低下している点が気にかかる。この傾

向は理工学部全体でも見られる。授業内容とシラバスの関係（設問 2）は、「シラバス通り」が前期

87％、後期 90％であり、シラバスに沿った授業が行われている。 

授業の満足度(設問 3)は、前期 86％、後期 89％であり、学生は概ね授業に満足していると言える。

その理由（設問 4）として、「理解できたから」が前期 80％、後期 84％であり、つぎに「学修に有意

義」が両学期とも 15％前後であった。逆に、「不満足」の理由（設問 5）として、「理解できなかった」

と「学習意欲の低下」がそれぞれ前期 48％と 21％、後期 41％と 22％であった。 

予習・復習（設問 6）については、「1 回の授業当たり 30 分以上」が両学期とも 78％であり、概ね

良好であるが、残る 22％の学生は「しなかった」と答えており、学修意欲の向上を促す必要がある。

なお、理工学部全体では 38％の学生が「しなかった」と答えている。 

授業に望むこと（設問 7）は、「知識・技術の修得」と「知的におもしろい」が前期 38％と 23％、

後期 41％と 25％であり、学生は知的好奇心を持っていると言える。但し、両学期とも 24％前後の学

生が「特に希望はない」と回答している。 

上記設問 6の「しなかった」と設問 7の「特に希望はない」と答えた学生が概ね 4人に 1人であり、

これらの学生の学習意欲の底上げを図ることが当面の課題である。 

（環境科学系代表 田中修三） 

 

 



３）人文学部 
 

① 人文学部長による総評 
 

 設問 1.「授業への出席状況」については、毎回出席と 2/3 以上出席を合わせると、前期 97.8%、後

期 97.7%でほぼ健全なレベルであるといえる。 

設問 2.「シラバスが守られているか」に関しては、a.まったくシラバス通り、b.おおむねシラバス

通りを合計すると前期 81.4%、後期 82.1%と８割以上がシラバス通りの授業ができていると学生が評

価している。これに関してもおおむね特段の問題はないと思われる。 

設問 3.「授業満足度」については、a.大変満足と b.まあまあ満足を合計すると前期 84.5%、後期

86.9%なっており満足度水準はかなり高くなっている。中でも「満足している」割合が国際コミュニ

ケーションと福祉実践では 50%近くに達している。これは、全学的にみてもかなりの高さであるとい

える。 

設問 4.「授業が満足な理由」については満足な理由が理解できたという人が前期 78.9%、後期 79%

で約８割近い学生がわかりやすさを授業が満足な理由に挙げている。これは、各先生が授業の内容や

教授方法を吟味し工夫してきた結果がこの数値に表れていると思われる。 

設問 5「授業が不満足な理由」については学修に有意義ではないと思ったという理由が半数近くあ

り、学習意欲が喚起されなかったという理由が３割近くある。学業にプラスには働かないということ

と興味関心を持つに至らなかったということであろう。満足度が高い中で 15%程度の学生が不満を持

ち、それらの学生の多くが興味関心を持てなかったということなので、それらの学生に対する興味を

持たせる授業の工夫が必要であると思われる。 

設問 6「1 回あたりの授業に対して、予習復習をどの程度したか」に関しては、全くしなかった学

生が 3割近くおり非常に重大な問題といえる。授業中に、教員が事前学習と事後の学習課題を適切に

与える必要があると思われる。 

設問 7「授業がより良いものになるためには、どのようなことが必要か。」a.主に知識や技能・技術

を学ぶ授業。e.特に希望なしが共に 3割近くある。このことは、資格取得につながる授業か就職後実

践的に役立つ授業を望んでいることを示している。これらの学生の志向性は専門学校でも果たされる

ものである。大学である意味は、価値観や人生哲学につながる学問を成就させることにある。知識・

技能・技術に偏重することなく、哲学等の基礎的な学問領域を充実させる必要があると思われる。 

                                 (人文学部長 馬場康彦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

② 人文学部 国際コミュニケーション学科による総評 
                   

平成 30（2018）年のアンケートでは、いくつかの興味深い結果が得られた。まず、出席状況につい

ては、前期は 96.3%、後期も 98.5%の回答者が、「毎回出席した」または「2/3 より多く出席した」と

回答し、また、前期 83.1％、後期 87.7%の回答者が授業内容に対して「大変満足している」または「ま

あまあ満足している」と答えている。この結果は、各教員の努力の成果と言える。 

しかしながら、1回にあたりの授業に充てる予習・復習の時間は、「90 分以上」または「90 分程度」

と回答した学生は、前期は 13.6％、そして、後期も 16.3%にすぎず、前期 32.1%、後期 35.0%の回答

者が全く予習・復習しなかったと回答した。これは数年間にわたって見られる傾向であり、学生たち

の学びをより実りあるものにするために改善が急務である。 

その他、興味深い結果としては、設問 8の「グループ活動への満足度」そして設問 14 の「PBL の手

法を採用した授業の満足度」が挙げられる。グループ活動に関しては、前期 86.7%、後期 87.6%の回

答者が「大変満足している」または「まあまあ満足している」と回答し、PBL の手法を採用した授業

については、前期 86.1%、後期 89.7%の回答者が、「大変満足している」または「まあまあ満足してい

る」と回答している。新カリキュラムでは、グループワーク・PBL 形式の科目をより多く履修できる

ようにした為、更なる学習効果が期待される。  

（国際コミュニケーション学科主任 深田 芳史） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 人文学部 日本文化学科による総評  

 
 例年同様、授業に対する学生の評価は総体的に良好であり、これは教員側の抱く感想ともよく一致

する結果である。 

 自由記述欄についても、一覧したところ、酷い批判が数多く寄せられている授業は無いようであっ

た。 

 また、29 年度とくらべると、設問 6「あなたは一回あたりの授業に対して予習・復習をどのように

活用しましたか？」の数値がかなり改善していることが喜ばしい。アクティブ・ラーニングの授業が

増えてきた成果ではないかと考えている。 

ひるがえって他学科と比較してみたとき、設問 7「あなたはこの授業がよりよいものであるためには、

どのような授業であったらよいと思いますか？」に対して、「ｄ，知的におもしろいと思える授業」

の値が 32％と、突出して高いことが注目される。日本文学科において、知的興味を満足させることが、

何よりも学生に資することであると、改めて認識させられた。 

 学科の入学定員を満たしつつ、年ごとにレベレル・アップする学生の質を、卒業までどこまで保持

し、研磨できるか。今後も研鑽を続けたい。 

（日本文化学科主任 勝又基） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

④ 人文学部 人間社会学科による総評 
 

 設問１「授業内容の出席状況」については、「1/3 以上欠席した」と回答した学生は、前期 2.5％、

後期 0.0％で、アンケートに回答した学生に限れば、おおむね出席状況は良い。 

 設問３「授業の満足度」では前期 87.3%、後期 83.3％が「満足」しており、その理由は前期 78.0%、

後期 78.5％が「理解できた」からとしている。一方、「満足していない（前期 10.5%、後期 13.3％）」

者では、前期 44.7％、後期 57.4％が「理解できなかった」ことを理由に挙げている。このことから、

授業が理解できたことが満足度につながっていることが示唆される。 

 設問６「授業の予習・復習」については、「予習・復習をまったくしなかった」者は、前期 63.8％

（H29 年度 52.1％）、後期 55.7％（同 40.5％）と昨年度同様、前年に比べ増えている。予習・復習の

必要性（授業理解度の向上による学習意欲や学習効果の向上など）を、引き続き学生に周知徹底させ

ていく必要がある。 

 設問７「より良い授業」では、前・後期とも３割程度が「知識・技能・技術を学ぶ授業」を挙げて

いる一方、「知的におもしろい授業」も２割程度いる。科目特性に合わせた授業内容を検討すること

も、今後の課題のひとつだろう。 

(人間社会学科主任 元治恵子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 人文学部 福祉実践学科による総評  
 

「授業内容の理解」に関しては、「よく理解できた」「まあまあ理解できた」を合わせて、81%の学

生が理解できたと回答していた（29 年度 86.5%、28 年度 84. 3%、27 年度 83.4%）。「授業の目標は明

確に示されていましたか？」に関しては、「とても明確に示されていた」「まあ明確に示されていた」

を合わせ 91%の学生が明確化されていたと回答していた。「教員の説明はわかりやすかったか？」に関

しては、「とてもわかりやすかった」「まあわかりやすかった」を合わせ 87%の学生がわかりやすかっ

たと回答していた。「教員は受講者に発言の機会を与えてくれましたか?」に関しては、「よく与えて

くれた」「まあ与えてくれた」を合わせ 76%の学生が発言の機会を与えてくれたと回答していた。「こ

の授業で新しい知識や考え方が習得できましたか？」に関しては、「とても習得できた」「まあ習得で

きた」を合わせ 90%の学生が新しい知識や考え方が習得できたと回答していた。 

以上の結果からは、学生は、授業内容をほぼ理解しているとの数値を示し、過去 3年間の値に大き

な変化が見られない。そして、学科独自のアンケートである「授業の目標は明確に示されていました

か？」「教員の説明はわかりやすかったか？」「この授業で新しい知識や考え方が習得できましたか？」

に関しては、9割の学生から良好な回答を得られたことにより授業がシラバスの目標通りに行われ、

わかりやすく新しい知識や考え方が習得できと推測される。また、「予習・復習の程度」に関しては、

過去 3年間と同様に予習・復習などの自律的な学習をしていないことが推測された。このような状況

でいかに授業に向けての予習・復習の時間を増やすよう指導するかが課題である。具体的な課題の指

示と、そのチェック体制を構築するなど、学科を挙げて具体的に策を講じる必要がある。 

（福祉実践学科主任 横倉三郎） 

 

 

 

 

 



 

 

４)経済学部 

 

① 経済学部長による総評 
 

 授業アンケートに回答した学生からは，授業内容・学生対応の項目について，概ね 80%以上の良好

な評価を得ている。経済学部では，非常勤講師を除く全教員から自らの点検・評価結果を学科主任及

び学部長に報告してもらっているが，私語対策，板書の仕方，授業管理，授業の目的とその理解力向

上に向けた方法等について教員個々が真摯に受け止め，授業改善に向けた努力を積み重ねてきたこと

が学生からの良好な評価に繋がっているものと評価できる。学科主任のコメントにも記されているよ

うに，学生の約 8 割以上が授業内容に満足（「まぁまぁ満足」を含む）と回答していることは，概ね

良好な結果を示唆しているものと評価し得る。 

 しかし，授業内容の理解及びその発展的学習にとって不可欠となる予習・復習が確保されていない

こと，また，授業アンケートの回答率が他学部と比較しても極めて低いという問題点は依然として解

消されていない。回答率を上げるために教員個々が様々な工夫・努力を行っているが，成果はあまり

見受けられない。いかなるアンケート方式がベストなのか，学部のみならず，大学全体としても真摯

に再検討すべきものと思われる。 

（経済学部長 佐藤正市） 

 

 

 

 

② 経済学部 経済学科による総評 
 

経済学部での全体の集計結果は以下のとおりであった。授業満足度は満足が約８割（前期 79.1%（大

変満足とまぁまぁ満足の計），後期 85.4%）を占めた。1回あたりの授業の予習・復習にかける時間が

60 分以上の学生は 4割未満（前期 26.5%，後期 37.9%）であり，全く実施しなかった学生は 3割以上

（前期 43.3%，後期 35.4%）であった。 

経済学部では，非常勤を除く全教員が年度末にアンケート結果に基づいた授業改善に係わる自己評

価を行っている。それらの一部は以下のとおりである。（1）数学の理解度の低い学生を考慮して教材

を工夫する。（2） 新事例などの紹介が不足している可能性があり，授業内容を検討する。（3）課題

の評価を学生にフィードバックする方法について検討する。（4）予習・復習を必ず実施するように指

導する。（5）昨年度の意見に対応して，パワーポイント資料内の指示をわかりやすくしたところ，今

年度は指摘がなかった。（6）昨年度の意見を考慮したところ，教員の授業管理などで評価が改善した。

（7）学生に身近で具体的なトピックを挙げた結果，授業を理解し易かったという評価を得ることが

できた。（8）板書での図の量を少し減らしてほしいという要望があり，改善策を講じた。以上の改善

策等の実施により,授業満足度の上昇に繋がったものと評価できよう。 

（経済学科主任 稲葉 由之） 
 

 

 



５)情報学部 
 

① 情報学部長による総評 
 

今年度より質問内容が変わったため，昨年度との比較は行わない。 

回答数は前期 768，後期 249 となっており非常に少ない。昨年度までと同様に授業時間内にアンケー

トを実施するよう教員に対して協力依頼したが，それだけでは回答率を上げることは困難であるのか

もしれない。 

設問 2 のシラバスと実際の授業内容との整合性については，概ね相違はなかったという回答であっ

たと見て取れる。ただし「全く読んでいない」との回答が 1割に近い事は改善すべき点であると考え

られる。  

設問 3 の授業の満足度については，他学部と比して低い結果となった。設問 4や設問 5でその理由

を問うているが，その中の「理解できたから・できなかったから」という回答数から，理解度が満足

度につながったと推測できるが，連関を調べるなどの精査は必要である。 

設問 4 の「理由」の中で「学修に有意義だから」という回答が特に後期では 30%と高くなっている

のは好ましい結果だと言える。一方で「学修意欲が喚起されたから」は前期も後期も低く，授業改善

の際に注意すべき点である。 

設問 6の予習復習時間については，前期は三人に一人が，後期は四人に一人が「しなかった」と回

答している。回答数が少なくある科目の履修者に偏っている可能性があり，科目によっては授業内で

の活動が重視される場合もあるため，必ずしも予習復習が必要ではなかったのかもしれないが，授業

時間外の学修活動が増えるよう必要に応じて改善を図っていきたい。 

設問 7 での希望する授業形態について，知識や知的好奇心に関する回答が多いようである。これが

受け身の学習を希望している事を意味するならば，残念に思われる。社会で求められているような「課

題解決力」を志向するよう導くのが今後の課題と言えるかもしれない。 

なお，今年度より学科独自の設問を増やした。これらは，個々の科目での改善に役立つよう意図した

設問であるため，それぞれの科目で回答結果を分析するよう促したい。 

（情報学部長 篠原 聡） 

 

 



６)教育学部 
 

① 教育学部長による総評 
 

 授業への出席状況を問う設問１では、教育学部の学生の毎回の出席率は、前期では 67.7％であった

ものが、後期では 58.5％に 9.2 ポイント低下している。学修の基本は授業への出席・参加であること

からすると、学生に対し、授業を 3分の 2以上出席すればよいという安易な気持ちを払拭させ、全 15

回の授業を受講することの重要性を今後とも喚起していく必要がある。 

授業内容とシラバスとの関係を問う設問２では、教育学部の学生は、「全くシラバスどおり」ないし

「おおむねシラバスどおり」と回答した者の割合が、前期で、71.8％、後期で、74.0％で、全学の平

均（78.2％、80.4％）より低く、教授者側において授業実施においてシラバスに沿って授業を展開す

ることの意義の一層の理解が求められる。なお、「シラバスを読んでいないので判断できない」とし

た学生が、前期で、24.9％、後期で、22.3％に上ることは、学生の授業への取組の意欲の乏しさを示

すもので、今後、シラバスを活用して授業に臨む学修習慣と態度を身につけさせるよう指導する必要

がある。 

授業に対する満足度を尋ねる設問３では、教育学部の学生のうち、「大変満足している」、「まあま

あ満足している」と回答したものが、前期で、87.0％、後期で、88.3％に上り、 

総じて授業満足度が高いことを示している。教授者側の授業改善の努力が成果を上げてきているとい

えよう。 

 高い授業満足度の理由を問う設問４では、「授業がよく理解できたから」、「授業がまあまあ理解で

きたから」と回答した教育学部の学生の割合は、前期で、71.8％、後期で、75.9％に上り、授業理解

が満足度を高めている大きな要因であることがわかる。 

 一方、低い授業満足度の理由を尋ねる設問５では、授業が全くないしあまり理解できなかったと回

答する教育学部学生が、前期で、36.7％、後期で、26.7％であったが、授業の難易度の課題もあると

思われるが、学生の基礎学力の不足に起因するとも考えられ、基礎的学力の向上が課題となろう。ま

た、「学修が有意義でない」あるいは「学修意欲が喚起されなかった」と回答した教育学部学生の割

合が、前期で、52.2％、後期で、65.0％に上っている。この結果をみると、教授者側の授業改善の一

層の取組が求められることを示唆しているものの、学生側の「学ぶことの意義付け」、「学ぶ意欲」の

乏しさを反映する数値でもあり、これらをどう喚起していくかが大きな課題である。 

 授業の予習・復習時間を問う設問６では、教育学部の学生は、受講に向けての予習・復習時間につ

いて、全くしなかった者は、前期で、60.0％、後期で、57.6％、また、30 分程度が、前期で、25.4％、

後期で、27.8％に上り、全体で、30 分程度以内の予習・復習しかしない学生が、前期・後期とも 80％

を超える結果となっていることは、教育上憂うべき状況にあるといわざるを得ない。これでは、本来

の単位付与の条件を満たしていない。学生の主体的・積極的な学修への取組を促すことが大いに求め

られているといえよう。 

（教育学部長 樋口 修資） 



７)経営学部 
 

➀ 経営学部長による総評 
 

各質問に関するコメントを示す。 

［１：この授業へのあなたの出席状況について答えてください。］という設問に関しては、「毎回出

席した」と「２／３より多く出席した」の合計が、前期では 97.5%、後期は 97.9%と前期、後期とも

にほぼ 100％に近い学生が高い出席率となっており、授業に対する熱心な態度を示している。 

［２：この授業の内容はシラバス（授業計画）通りのものでしたか？］という設問に関しては，前

期 77.8％、後期 84.4％が「全くシラバス通りだった」、「おおむねシラバス通りだった」と回答して

おり、教員の授業はほぼ計画通りに進められたと評価されている。 

［３．この授業に対するあなたの満足度について答えてください。］という設問に関しては，「大変

満足している」、「まあまあ満足している」が前期 81%，後期 86.4%」と，高い満足度を得ており、教

員の授業については高い評価を得ている。 

「４．『設問３』でその満足度の理由」を問うと「授業がよく理解できたから」、「授業がまあまあ

理解できたから」が前期 78.6％、後期が 80.9％と回答しており、教員の講義の平易さが評価されて

いるようである。 

［５．『設問３』で「授業が満足できなかった学生の理由」は、前期では 33.8％が「授業があまり

理解できなかったから」と答えてトップなのに対して、後期は「学修意欲が喚起されなかった」がト

ップで 29.9％であった。 

「６．あなたは 1回あたりの授業に対して、予習・復習をどの程度しましたか？」の質問に対して

は、前期は 90 分以上が 6.9％、90 分程度が 6.4％、60 分程度が 14.9％で、60 分以上が計 28.2％であ

ったものが、後期では 90 分以上が 10.6％、90 分程度が 6.2％、60 分程度が 15.5％と計 32.3％に増

えており、大きく改善されていることがわかった。 

「７．あなたはこの授業がより良いものであるためには、どのような授業であったらよいと思いま

すか？」の質問に対しては前期後期ともに 1位は「おもに知識や技能・技術を学ぶ授業」であり、前

期 27.5％、後期 26.2％だった。以下 2位には前期は、「自ら考えることで課題解決の方法を学ぶ授業」

19.1％、後期 2位は「知的に面白いと思える授業」が 21.3％で、これら３つが学生の興味関心を引く

授業であることがわかった。 

 総合的にみると学生の授業に対する満足度や理解度は高いものが示され、授業へ臨む態度も改善さ

れつつある。学問への興味関心の度合いも大きなものが見られ、良好な学習効果があられていること

がアンケートの結果からえられているものと判断される。 

（経営学部長 若木宏一） 

 



８)デザイン学部 

 

① デザイン学部長による総評 
 

 出席状況については前期より後期が、「全出席」の割合は下がってはいるが、1／3以上欠席は前期

1.3%、後期 1.8%であり、ともに低い割合を示している。この結果からは大きな問題は見受けられない。 

 シラバス（授業計画）については、「全くシラバス通りであった」「おおむねシラバス通りであった」

は前期 88.8%、後期 90.7%であり、「シラバスを読んでいない」と回答した割合も全学的にも低い。こ

れは 初の授業でシラバスを履修者に配付して授業内容を説明していることと、変更する場合も授業

内で必ず説明するよう徹底している結果と考えられる。 

 授業に対する満足度については、「大変満足している」「まあまあ満足している」は前期 91.0%、後

期 91.5%と安定して非常に高く、通年で見ると全学部で１位となる。これは恒常的な授業改善を徹底

している結果と考えられる。 

 予習・復習については、全学的に見ても予習・復習をしていると回答した割合は高い方ではあるが、

デザイン学部の多くの科目（特に演習・実技系科目）は毎回のように予習・復習を踏まえた課題があ

り、実際にはアンケート結果よりもはるかに多く授業時間外での学習を行っていることは間違いない。 

 昨年同様に授業アンケートの結果は総体的に良好であると思われる。次年度についても授業改善の

更なる強化を目指したいと考える。 

（デザイン学部長 田中久隆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９)心理学部 

 

① 心理学部長による総評 

 
１．結果の概観 

⑴回収率は、前期が 50.7％、後期が 48.1％で、良好とは言えない。 

⑵授業内容のシラバスへの準拠（Q2）については、前期・後期とも、「全くシラバス通り」と「おお

むねシラバス通り」の選択率を合算すると、70％以上が「シラバス通りに授業が進行した」と捉えて

いる。各年度・学期ごとに、学生の理解度との関係において授業進行は変動し得る。この点を考慮す

れば、授業計画としてのシラバスは効果的に運用されていると考えられる。 

⑶授業の満足度（Q3）については、前期・後期とも、「大変満足」と「まあまあ満足」の選択率を合

算すると約 86％となり、９割近い回答が授業への満足を示している。 

⑷授業への満足の理由（Q4）としては、「授業がよく理解できた」と「まあまあ理解できた」の選択

率を合わせると、前後期ともに 70％を超えており、「授業内容の理解」が高い満足度を支えていると

考えられる。 

⑸一方、Q3 において授業への満足度を低いとする回答は、前期のべ 208、後期のべ 190 であったが、

それらのうち、「学習意欲が喚起されなかった」を低い満足度の根拠とした回答が、前期 25.0％、後

期 33.7％を占めていた（Q6）。この選択が、『自己に内在する「意欲」が何らかの外的要因によって「喚

起」されなかったことを不満足の根拠と見なす』他罰的・受動的態度の表明であるならば、このよう

な選択を行なった学生については上級学年での自律的・能動的修学の実現が危ぶまれる。 

⑹授業外での自発的な学修の頻度（Q8）については、予習・復習をしているとの回答が前後期とも 40％

台に留まる一方、「しなかった」回答が、前後期とも 50％を超えており、授業内容の定着が危ぶまれ

る。 

⑺学科独自に用意した、授業資料等、教員の授業技術への要望を問う設問（Q11）については、前後

期とも「とくに希望はない」60％近くを占めている。 

⑻学科独自に用意した、教員の授業運営に関わる設問（Q12）については、前後期とも「とくに希望

はない」が 70％を超えている。 

 

２．結果を踏まえた改善方針（⑴〜⑻は、上記１の各番号に対応） 

 大前提として、授業アンケートの実施目的は、教員に授業改善のための気づきの機会を提供するこ

とである。学生からの要望のうち、①授業方針・授業内容に関わる事項は、「カリキュラムポリシー

やディプロマポリシーに照らして、また、カリキュラムにおいて当該科目が果たすよう計画されてい

る役割に準拠して、担当教員が主体的に決定すべき事項」であるから、学生の主張のままに軽々に変

更できる事柄ではない。従って、学部長から各教員に、当該科目の授業方針・授業内容が、カリキュ

ラムに準拠しているか否かについて、今一度丁寧な振り返りを促す。一方、②授業時間管理・補助資

料など、授業の技術的側面に関わる事項について、学生からの合理的かつ理性的な意見・改善提案が

示された場合には、各教員の振り返りに基づく自発的改善に期待するとともに、学部長から各教員に

改善策の検討を求める。 

 以下に、上記「１．結果の概観」の事項番号に対応づけて、改善方針を述べる。 

⑴回収率の改善に向けて、複数回の授業において実施案内を行うなどの対応を検討する。 

⑶〜⑸については、Q3 および Q4 の結果から、授業内容や授業技術など教員が直接改善できる面につ

いて各教員が改善の取り組みを進めるとともに、授業を成立させるもう一方の主役である学生諸君に

も主体的・自律的に授業に参画してもらえるよう、年度当初の履修ガイダンスにおいて、「授業の進

行計画」としてだけでなく「個々の授業の目的や学生の到達目標を示した学びの指針」としてのシラ

バスの意義について周知するよう取り組む。 

⑹授業外での自発的な学修の頻度（Q8）については、科目の特性に配慮しつつ、予習・復習の重要性

やその効果について、一層丁寧に指導していく必要がある。授業外の学修についてはシラバスに記載

しているが、シラバスを熟読して授業に臨むよう履修ガイダンスで指導する。 

⑺学科独自に用意した、教員の授業技術への要望を問う設問（Q11）については、学生からの指摘が

各授業の目的にとって合理的かつ建設的であると各科目の担当教員が認めた場合には、各担当教員の

責任においてそれらを改善する取り組みを進める。 

 



⑻学科独自に用意した、教員の授業運営に関わる設問（Q12）についても、学生からの指摘が各授業

の目的にとって合理的かつ建設的であると各科目の担当教員が認めた場合には、各担当教員の責任に

おいてそれらを改善する取り組みを進める。 

 

３．授業アンケートの実施方法・集計方法に関する提言 

①心理学部では、履修科目の位置付けが開講学年ごとに特徴づけられるので、来年度以降、各学年の

修学状況を把握するために、開講学年別の集計をお願いしたい。 

②設問７（Q9）は当該授業の内容について学生の要望を問うているが、授業内容はカリキュラムとの

関連で決まるものであって学生の要望に応じて改変できる事柄ではない（例えば、カリキュラム上、

「知識・技能を習得させるために配置している授業」を、学生からの要望だけを根拠に「知的におも

しろいと思える授業」に切り替えることは、カリキュラムポリシーに抵触する）。従って、この設問

は、「学生の要望に従って改変できない事柄について、学生に要望を尋ねている」点で自己矛盾に陥

っているだけでなく。「カリキュラムとの関係を度外視して授業内容に要望を述べることが授業改善

につながる」との誤解を学生に生む畏れをも孕んでおり、来年度以降の授業アンケートにおいては削

除すべきであろう。 

（心理学部長 境 敦史） 

 



１０) 全学共通教育委員会 

 

① 全学共通教育 委員長による講評 
 

全学共通科目は全学部・学科の学生を対象としているから当然ではあるが、すべての設問項目におい

て大学全体のデータと極めて近似した値を示していて、ある意味で本学の学生像の平均値を見せてく

れていると考えても良いかも知れない。以下個別の設問について具体的に検討しておく。 

 

授業への出席状況を問う設問１では、前期・後期とも 98％の学生が 3分の 2以上出席したと答えてお

り、出席状況は良好であるように見える。ただ、授業担当者の実感とはやや乖離している感は否めず、

この設問について言えば、出席管理システムが備置されている教室についてはそのデータをそのまま

転記した方が実態に近づくように思われる。 

 

授業内容とシラバスとの整合性を問う設問２については、80％前後の学生が「おおむねシラバス通り

だった」以上の評価をしており、シラバスは学生との約束事であるという認識が浸透しつつあること

を窺わせる。ただ問題は「シラバスを読んでいないので判断できない」と答えた学生が前期 17.1％、

後期 15.9％存在していることである。即ち、20％近い学生がシラバスを読まずに履修登録をしている

ことになる。しかも、授業担当者の実感としてはシラバスを見ていない学生はこの数値よりもはるか

に多いと感じられる。このことは、電子媒体だけという現在のシラバスのあり方と履修登録の慌ただ

しさを見直す必要があることを如実に物語っているように思われる。特に全学共通科目は、ある程度

「縛り」がかかっている学科の専門科目とは異なり、学生が授業内容を理解して主体的に選択して初

めて教育効果が上がるという側面が強いので、学生にシラバスを読んでもらえないことは大きな問題

である。紙媒体の時間割表には授業コードを記載せず、WEB 上のシラバスの当該ページを開かなけれ

ば授業コードがわからない（＝履修登録できない）ようにするなど、少なくともシラバスを一度は開

くことを強制するような方法を考える必要があるのではなかろうか。 

 

授業の満足度に関する設問３～５については、80％以上の学生が「まあまあ満足している」以上の評

価をしており個々の教員の努力が認められているものと素直に喜びたい。ただ、「あまり満足してい

ない」以下の評価をした学生の内訳を見ると、授業が十分に理解できないことを理由にあげた学生が

40％前後おり、全体の 8％程度は授業に完全にはついて行けていないことになる。こうした層に授業

レベルを合わせるわけにはいかないが、彼等にも一定の配慮をしたより丁寧な授業運営が求められて

いるといえよう。また、「学修に有意義でないと思ったから」と答えた学生が「あまり満足していな

い」以下グループの 20％前後を占めており、このことは上述のシラバスを読まないままでの履修とも

関連しているように思われる。 

 

予習復習に関する設問６では、「しなかった」と回答した割合が、前期 54.3％、後期 49.9％という高

い数値を示している。昨年度のアンケート結果が前期 43.3％、後期 40.2％であったのに比して、大

幅に悪化している。これは全学的な傾向ではあるが、５割前後の学生が予習も復習もしていないとい

うのは由々しき問題であり、学生諸君を予習復習に導くような工夫が必要であることは確かであろう。 

 

より良い授業への希望を問う設問７では、知識や技能の修得や知的におもしろいと思える授業を望む

声が過半数を占めるが、これは全学共通科目の性質上ある意味予想された結果であり、概ね希望に添

った授業を展開していると考える。 

(全学共通教育委員長 林雄介) 

 


