
Ⅰ． 目的

東京女子体育大学および東京女子体育短期大

学（以下，本学という表記は両大学示す）では，平

成９年度から授業アンケートを実施してきた．しかし，

実施開始当初は，アンケート内容のみならず，実施

するか否かも授業担当者に任されており，配布・回

収も授業担当者が行っていたことから，改善の余地

が多々あった．そこで，平成１７年度前期より同一の

アンケート用紙を用いた本格的な授業アンケートを実

施することとなった．この実施から３年が経過し，本

学ＦＤ推進委員会では調査結果の経年的変化や，

学科および授業内容ごとに分けた評価傾向などの

検討を行ったので，ここに報告する．なお，本報告に

おける提言は次の２つである．すなわち，①アンケー

トの実施方法や実施内容に関すること，および②評

価結果からみた授業改善に関することである．

Ⅱ． 方法

１． 授業アンケートの内容

平成１７年度前期から平成２０年度前期までの計

７期について，東京女子体育大学体育学部体育学

科（以下大学）および東京女子体育短期大学保健

体育学科（以下保体）・児童教育学科（以下児教）

において行われた授業アンケートの内容を表１に示

した．内容は大学・保体・児教の全科目共通であり，

すべて５段階評価であった．なお，アンケートは概ね

試験前の最終授業で，授業担当教員は立ち会わず，

履修学生から選出された２名によって実施された．

回答時間は１０分程度であった．また，この７期にお

けるアンケート結果の教員への返還内容は，基本調

査の２項目（学科・学年）を除いた２３設問および６設

問群の平均値について，大学・保体・児教の全科目

平均値との対比（棒グラフおよびレーダーチャート）で

あった．
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２． 授業アンケート全体平均値の縦断的変化

平成１７年度前期から平成２０年度前期までの計

７期について大学・保体・児教を合わせた全体平均

値の経年的変化について検討した．なお，授業内

容が異なるため前期と後期を分けて検討した．

３． 授業アンケートの学科別・科目区分別比較

平成１８年度の前・後期分のアンケート結果を大

学，保体，児教に分け，さらにカリキュラムに則り，

「専門外講義」，「専門講義」，「専門実技」，「専門実

習」，「教職」，「芸術」に分けて平均値を算出した．

なお，大学および保体における「音楽」は専門外の

科目に分類されるが，ここでは児教の美術系科目と

ともに「芸術」として分類した．また，同一の教員が

実施する時限や曜日の異なる同一名授業について

は，それらの合算値を１科目とした．この理由として

は，今回の報告においては時限や曜日の問題点（例

えば，月曜１校時の授業評価は総じて低値となるな

ど）は検討項目としていないことと，主に実技系科目

において分割数が多い科目を個別に参入すると，

これらの科目が平均値に大きく影響してしまうからで

ある．

同一教員の同一名授業を合算１科目とした今回

の調査対象は３３０授業（大学１６６，保体７８，児教

８６），履修者総計は４８，１５２人，回答者数は２９，５

８６人であり，回答率は６１．４％であった．また，授業
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表１　授業アンケートの内容



ごとの回答率の平均値は６８．５％であった．なお，

「海外英語講座」，オムニバス方式の「総合演習」

および回答者数３名以下の授業については調査対

象から除外した．

４． 総合評価に対する相関分析

上記３３０授業について，授業の総合評価と各設

問との相関分析を行った．また，大学の講義系授業

すべて（２０２授業）について，同一名授業を合算せ

ずに，各コマの履修人数と総合評価との相関分析

を行った．有意水準の危険率は５％とした．

Ⅲ． 結果および考察

１． 授業アンケート全体平均値の縦断的変化

結果を表２に示した（設問３は設問２５との比較の

ため，最下段に配置した）．前期・後期それぞれにつ

いてみると，３～４年間で総じて＋０．１～０．２ポイント程

度の変化しかみられなかった．すなわち，全体平均

値でみた場合，授業アンケートによる評価が次年度

に生かされておらず，授業改善が進んでいない様子

がうかがえる．この理由として，担当教員には授業

内容に関わらず全体平均値との対比で結果が示さ

れるため，①実技・実習系科目では全体平均値より

も総じて高い評価を受ける（次項参照）ため「授業

改善の必要がない」と判断され，②講義系科目につ

いては評価の高い実技科目を含めた平均値との比

較を提示されても評価に対する内省が少なく，結果

として授業改善に取り組まない教員が多いことが考

えられる．ただし，アンケートは５段階の「絶対評価」

であるが，学生個人の評価対象授業は半期で最大

２０科目もあるため，良いと感じる授業あるいは悪い

と感じる授業を基準とした「相対評価」に近い視点

でスコアを記入している可能性が高い．また，次々

項にて詳細は述べるが，「高校時代の関連科目の

好き嫌い」が評価値に強く影響してしまう．この２つ

の理由から，授業改善がなされてもそれが評価に十

分反映されなかったことも考えられる．

ところで，前期・後期を比較すると，すべての設問

群において後期のほうが０．２ポイント程度高い．これ

は，通年の実技系科目では後期にアンケートを実施

することが多いため，後期の評価値を上げているも

のと思われる．

２． 授業アンケートの学科別・科目区分別比較

表３に，平成１８年度前・後期合算の学科別平均
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表２　授業アンケート結果・全体平均値の経年的変化



値を示した．なお，集計方法が異なるため，表２に示

した同年度の前・後期を平均したものと値は一致し

ない．設問Ⅱ群（学生の取り組み）においては，学科

ごとの違いはみられなかったが，設問Ⅲ群からⅥ群

に関しては，総じて保体が低く，児教が高い傾向を

示し，保体と児教の差は平均０．３ポイントであった．

母集団が異なるため単純な比較はできないが，この

理由として，比較的基礎学力の低い児教学生に対

する担当教員の工夫や個別指導などが影響したも

のと考えられる（例年，試験入学選考における学科

得点（国語・英語）は，大学＞保体＞児教の順とな

る）．表４に，平成１８年度の科目区分ごとの評価平

均値を学科別に示した．また，図１には大学の結果

をグラフで示した．設問項目ごとの評価傾向（グラフ

の波）は科目区分による差はほとんどなかった．しか

し，専門実技および専門実習と，その他の区分とで

評価は二分され，実技・実習が非常に高い評価を得

た．以上の２つの結果（表３，４）から，授業評価の

結果返還においては，学科ごとおよび科目区分を２

つのグループに分けた上での平均値との比較を示

すべきといえる．

ところで，設問７・８の「予習・復習」や「積極的に

質問」が全科目区分を通してかなり低い評価であっ

た（図１）．予習・復習を促すような配慮や質問しやす

い授業環境を作ることを，教員一人ひとりが意識す

べきといえよう．実技科目における設問１２・１３の「テ

キスト・配付資料」や「黒板・ＡＶ機器」についての落

ち込みは，授業内容からもやむを得ないものであろう．

しかし，講義系科目における設問１４の「学生の理

解度・習熟度をみながらの適切な指導」が低い傾向

にあった点については，今後の配慮が望まれる．た

だし，近年，学力試験のないＡＯ入試や推薦入試で

の入学者が増加しており，「学生の基礎学力レベル

の多様化」が本学のみならず問題視されている．担

当教員それぞれの配慮だけでなく，中学・高校レベ

ルの基礎学力を養成するための全学をあげての取

り組みが早急に求められる．また，総じて教職科目

の評価が低い傾向にあった．本学の建学の理念

（女子体育指導者の育成）や教員を目指す学生が

多いことを踏まえると，教職担当教員に対しては強く

授業改善を求めたい．近畿大学１）のように評価の低

い教員（１０段階の６点未満）に対しては「学部長と
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表３　本学全体および学科別授業アンケート結果・全体平均値の経年的変化
（平成１８年度、前・後期合算）
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表４　学科別授業アンケート結果
（平成１８年度、前・後期合算）

図１　大学における科目区分別授業アンケート結果



の面談」により改善を目指す大学もあるが，本学で

は各教員の年度ごとの教育実績をまとめたティーチ

ング・ポートフォリオ２）を平成２０年度より編纂しており，

この充実活用が望まれる．

３． 総合評価に対する相関分析

表５に，本学全体（３３０授業）について，「総合評

価」（設問２５）と各設問との相関係数を示した．す

べての項目において危険率０．１％未満の極めて高

い相関関係が認められた．その中でも最も高い相関

を示したのは「授業の満足度」で相関係数は０．９８８

であった（図２）．ただし，表５中列に示したように，「高

校時代の好き嫌い」（設問３）と各設問との相関関係

も非常に強い（すべてｐ＜０．００１）．つまり，好きな科

目の評価は，全設問において高くなる傾向にあった．

また，図３に示したように，「総合評価」との相関係

数も０．７０７（ｐ＜０．００１）と極めて高かった．そこで，

「総合評価」から「高校時代の好き嫌い」を引いた

値すなわち「評価の伸びしろ」と，各設問との相関係

数を表５右列に示した．この結果，「質問に適切に

回答」や「教員の熱心さ」が総合評価と高い相関を

示した．設問群の平均値では，Ⅰ群（学生の取り組

み）：ｒ＝０．１７６，Ⅱ群（教授法）：ｒ＝０．４８９，Ⅲ群（教

員の取り組み）：ｒ＝０．５０１，Ⅳ群（理解度・習熟度・

満足度）：ｒ＝０．３９９であり，教員の授業に対する取

り組みが総合評価に最も影響しているといえる．こ

のことは，表６に示した全国大学体育連合の報告内

容３）とも一致する．なお，今回の調査で，「高校時代

からの伸びしろ」を評価することの重要性が示唆さ

れたが，「高校時代の好き嫌い」を問えない科目もあ

る．これらについては，「履修申請段階での授業に

対する期待度」を調査することもよいであろう．

次に，「大人数（１４０名以上）授業は小人数授業

より評価が低い」４）とされていることから，大学の講

義系授業すべて（２０２授業）について，同一名授業

を合算せず，履修人数と総合評価との相関分析を

行った．図４に示したように，結果は有意な負の相関

関係（ｒ＝０．２１９，ｐ＜０．０１）を示し，大人数授業ほど

評価が低くなる傾向が認められた．これは，一部の

興味ある学生のみが履修した選択科目と，資格等
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表５　本学全体での総合評価と各項目との相関係数
（平成１８年度、前・後期合算）



に関連して興味・関心に関係なく履修せざるを得な

かった科目との違いという一面も有するが，総合評

価には「授業理解度」が強く影響しており，大人数

授業ほど学生の理解度をみながらの授業展開が難

しいことなどが主な原因と考えられる．「大人数授業

だからしょうがない」ではなく，「大人数授業ほど学生

の理解度をみながらの授業展開に工夫が必要」で

あることを示唆している．

ところで，学生にとって授業アンケートは半期で最
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図２　授業満足度と総合評価との相関関係
（平成１８年度、前・後期合算）

図３　高校時代の好き嫌いと総合評価との相関関係
（平成１８年度、前・後期合算）

図４　授業履修人数と総合評価との相関関係
（平成１８年度、前・後期合算）

表６　総合評価を左右するプラス要因

表７　授業評価における評価項目



大２０回も行うことになる．このことにより，「学生が真

面目に記入しない」，「教員の好き嫌いで，すべてを

５と記入したり１と記入したりする」などの教員側から

の指摘がある．また，回収率６１．４％は決して低い値

とは思われないが，理解度も高いであろう真面目な

学生ほどアンケートに協力してくれており，評価値が

上方修正されていることも懸念される．そこで，アン

ケート項目を削減し短時間で記入できるようにする工

夫も必要かも知れない．表７には全国の大学におけ

る授業アンケートの評価内容の採用率を示した３）．

本学のアンケートは「物理的環境」を除く１２項目す

べてを網羅しており，標準的なものと考えられる．し

かし，満足度と総合評価はほぼ一致しており，満足

度をもって総合評価とすることも可能であろうし，この

１２項目を基準として，よりシンプルなものへと改変す

ることを提案したい．また，期末試験前週の最終授

業で理解度を調査しても，試験に向けた勉強をして

いないため真の理解度は評価できない．回収率を上

げるためにも，講義系科目では試験会場にて試験

直前に行うなどの工夫も必要であろう（試験後では

試験の難易度が影響するため不適）．なお，本学以

外でみると，ＷＥＢ上でアンケ－トを実施している大

学が幾つかあるが，「上智大学ではその回答率は

年々減少し，現在は約３０％程度である．他の大学に

おいてもそれ以下の状況にある．」４）と報告されてお

り，ＷＥＢでは回収率を向上させることは困難なのか

も知れない．

さて，授業アンケートを行うことに，今なお消極的な

大学教員がいることが指摘されている３）．その主な

理由を表８に示した．また，朝日新聞の「私の視点」

では，「いい加減な回答をする学生を減らすためにも

記名式にすべき」と提案する大学教員に対して，そ

れでは「成績への影響を懸念してプラスの意見しか

でない」というような学生の反論があった（平成１７

年）．調査の内容や方法にはまだまだ改善の余地も

あろう．しかし，授業改善を目的とした授業アンケー

トは，その結果を真摯に受け止め改善努力を怠らな

ければ，大学・短期大学の教育全体に対しても教員

個人に対しても極めて有益なものとなる．また，その

改善努力を学生が感じ取ることができれば，「アンケ

ートの回収率」や「真面目な回答」につながるはず

である．すなわち，教員の意識改革やファカルティ・デ

ィベロップメントなくしてアンケートの実施意味はない．

講義系科目において，４００人を超える大人数授業

ながら評価が高かった（あるいは前年度より顕著に

上がった）授業や１００人未満の中・小人数授業なが

ら評価が低かった授業に対する教員のコメント（アン

ケート結果への回答である「授業評価結果への見
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表８　授業評価への主な反対意見



解および今後の展開」）を以下の通り抜粋した．本学

においては，授業アンケート結果およびそれに対する

回答は，「教員の評価には用いない」ことを前提とし

ており，ここではコメントに対して論議は行わない．あ

くまで，今後の授業改善に向けての参考として掲載

し，本報告のまとめとしたい．

評価の高かった授業に対するコメント

① ４校時目の授業であるが，３校時目が実技科

目であり，集中力に欠ける学生が多い．（授業内

容を含むため中略）集中力を持続させるよう工夫

した．

② ４００名を超える学生に対して，配布プリントに授

業内容を書き込ませたものを毎授業で回収し，誤

字脱字や大切な部分の記入漏れに赤を入れ次週

に返却した．授業に集中させるのにとても有効で

あった．

③　配布資料にあえてブランクを作り，意図的に書

き込ませる工夫をした．

④　大人数授業のため，毎授業でＡ５版の「講義ま

とめ」と「理解できなかった点や質問」を提出させ

ることで出席確認とした．理解できなかった学生

が多いポイントについて次週に復習的解説を加え

た．

評価の低かった授業に対するコメント

①　授業経営（特に授業環境を良くすることへの取

り組み）が必要なことを痛感する．今後は学生に

厳しく対処していきたい．「授業を受ける権利」の

裏には，「はたすべき義務」もあることをしっかり教

えていきたい．

②　受講態度に対して厳しい叱責を繰り返した結

果，授業に関心を持てなくなったのではないか．

③ シラバスに掲げた授業進度を優先させた結果，

学生の理解度を把握できないままであった．

④　受講時点で学生の興味の薄い授業において

は，その受講環境を整えモチベーションを高める

ことや，視覚に訴える教材を準備する．

⑤　板書（スライド）をノートさせる時間と，内容を説

明する時間とのタイミングを改善する必要がある．

⑥　習熟度における二極化が顕著であるが，学習

意欲の欠如する学生に対して授業内容を合わせ

ることは行いたくない．
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