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授業評価の意義とその背景の変動
― 授業評価の評価 ―

池　周一郎

（要旨）
　我が国で、大学の授業評価 1）は教員の授業改善に資するという目的で実施されてきて 10

年余りが経過した。授業アンケートの結果と授業改善の関連が未だ判然としない中で、ア
メリカの高等教育では調査票による授業評価への反省が進み、その位置づけも大きく変貌
してきた。帝京大学八王子キャンパスでも、今年度春期に実施した授業評価は、授業改善
という従来の視点に、学修成果の把握、学生自身の学修の振り返りという視点が追加された。
その結果と学生の変更点への評価を分析する。

（キーワード）
授 業 評 価（Student Rating of Teaching）、FD（Faculty Development）、 振 り 返 り（Reflection 

Practice）、Spellings Report

1.　授業評価の変容

1.1.　中央教育審議会答申の変容

　平成 20 年 12 月 24 日の中央審議会答申『学士課程教育の構築にむけて（答申）』では、
以下のように FD について語られている。

　平成 11 年には、各大学における FD の実施の努力義務が定められた。その後、平成
19 年度から、大学院で、平成 20 年度からは学士課程で義務化されている（図表 3-1、
3-2）。また、改正された教育基本法において、教員は「絶えず研究と修養に励み、そ
の職責の 遂行に努めなければならない」こと、そして、「養成と研修の充実が図られ
なければならない」ことが規定された。

（中略）
大学全入時代を迎え、学習意欲の低下や目的意識の希薄化といった学生の変化に直面
し、個々の教員の力量向上のみならず教員団による組織的な取組の強化が求められる
ようになってきている。

中央教育審議会　学士課程教育の構築に向けて（答申）pp.38-39
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　全入時代を背景とした学生の学力の低下には、初年時教育に力を注ぎ、教員の教育能力
の向上によって「学士」たる能力を保証せよというのが、この時期の中央教育審議会の考
え方であった。つまり、「教員がしっかり教えよ。」というのが基本的な態度であった。
　4 年余り経過した平成 24 年 8 月 28 日の第 82 回総会では、それとは趣を変えた「新たな
未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成
する大学へ～（答申）」という答申が出されることとなった。
　そこでは「学士課程教育の質的転換」が謳われている。それは、グローバリズムへの強
迫観念とも言えるような、国際的競争に勝ち得る人材の育成がこれからの日本社会にとっ
て必要だと説かれている。

（我が国の目指すべき社会像）
　かつて我が国が工業社会として成長していた時代とは異なり、現在の我が国社会の
特徴は、成熟社会、少子高齢化社会、知識基盤社会、グローバル社会などと表現される。
普及品の量産では、勃興する中国やインド、多くの新興国等に引き離される状況にある。
価値やアイディアの革新（イノベーション）が世界各地で絶え間なく進む中で、我が
国固有の付加価値を有する、製品、サービス、制度やシステムを時々刻々変化する状
況を乗り越えて創出することが求められている。
　アジア最大の成熟社会である我が国が更に発展するためには、学術研究や技術、文
化や思想といった固有の知的な資源を重視するとともに、それらの維持、発展を担う
人材を育成することが求められる。さらに、国内外の経済需要や活発な社会活動を掘
り起こすことができるイノベーションを生むとともに、我が国の生み出した新たな価
値を異なる文化的・言語的背景をもつ人々に発信し、海外において積極的、持続的な
展開と浸透を図っていく必要がある。我が国の強みである優れた学術研究や技術、洗
練された文化、若者の潜在力等を、思想や技術、経営、社会システムに至るパラダイム（認
識や考え方の枠組み）の転換に活かすことが求められる。このような発展は、一部の
経営者、起業家、研究者等によってのみ成し遂げられるものではない。イノベーショ
ンを生み出すアイディアや人材を支える公正で安定した社会、活力ある地域社会・経済、
海外展開可能な製品やサービスを吟味できる成熟し開かれた国内市場の創出などが不
可欠である。そのためには、国民一人一人が主体的な思考力や構想力を育み、想定外
の困難に処する判断力の源泉となるよう教養、知識、経験を積むとともに、協調性と
創造性を合わせ持つことのできるような大学教育への質的転換、また、少子高齢化社
会等の中で誰もが必要な医療・介護・保育等を安心して受けられる社会システムの構
築と維持、そのために必要な人材の育成などが必要である。・・・・
　中央教育審議会　新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び
続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申） pp.6-7　　　　　
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　高等教育機関は国際競争に勝ち抜ける人材を育成せよというのが、平成 24 年の中教審の
主張を貫く意思であった。「生涯学び続け、主体的に考える力」というのはグローバリズム
経済の競争で勝ち抜くために必要なものとされているのである。
　いったい高等教育は、イノベーションをひねり出す人材を生み出していけるものなのだ
ろうか。独創的なアイディアに満ち満ちた人材を一般的な教育プログラムで生み出せると
いうのは、かなり自己矛盾したアイディアであるし、独創的な研究というものがそうそう
産み出せるものでもなく、日々の研究に苦悩する大学教員にそんなことが可能なのだろう
か。イノベーションを生み出す人材育成の教育プログラムが本当に存在し得るものなら、
筆者が真っ先に受けたいくらいである。
　中教審は以下のように課題を課すが、

答えのない問題に対して自ら解を見出していく主体的学修の方法や、想定外の困難に
際して的確な判断力を発揮できるための教養、知識、経験を総合的に獲得することの
できる教育方法を開発し、実践していくことが必要である。
　　　　　　 中央教育審議会　新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて

～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申） p.6

　そんな夢のような教育方法が本当にあるのだろうか。ディベートをしたところで、対話
型授業をしたところで、答えのないところに解を見いだせる人材が育つものだろうか。
　「主体的な学修」というものが、グローバル資本主義の競争で勝ち抜くことを意図して掲
げられたということにおいては、筆者は戸惑いを禁じ得ないが、これまでほとんど自学・
自修という風土・文化がなかった経・法・文などの文科系学生に実質的な教育が行われる
ことの重要性は大いに認めざるを得ない。何故なら、情報を知らなければ的確な判断もなく、
知識・教養のない独創的なアイディアなどあり得ないからである。教育に、もし独創的な
人材を生み出す可能性があるなら、それは伝統的な教養教育の中に育つものではなかろう
か。如何に考えることの楽しさを教えられるのだろうか。それは知識伝達の過程で、学生
自身が考えることでしか得られないと思う。教員のできることには明白な限界がある。
　中教審の意図はどうあれ、学生に自ら学んでもらうことは、―本当は自ら考えてもらう
ことは、高等教育には欠くべからざる要素であると認めて、次の論点へと移ることにしよう。

1.2．授業評価への変容

　従来は「教員の教育力の向上」のために、学生に授業評価をしてもらい、それによって
教員の PDCA の Check のデータとして活用してもらい、PDCA サイクルを回し FD に役立
てようというが「授業評価」の主たる目的であった。
　平成 24 年の答申では、「学修成果の把握」が「学士課程教育質的転換への好循環の確立」
という図の中に現れ、「学修行動調査、ルーブリックの活用」などが積極的に提言されてい
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る。つまり、教員だけが努力するだけではなく、学生にも主体的なアクティブ・ラーニン
グに取り組んでもらわなければならないということが、やっと中教審で強く主張され始め
たのである。この指摘は掛け値なしに正しい。
　我々現場の教員の多くは、「馬を水飲み場に連れていくことはできても、水を飲ませるこ
とはできない。」という言葉が端的に示すように、学生自身にやる気が無いときに教員ので
きることは余りないことを以前からよく知っており、同時にそれが FD を一生懸命にしな
い言い訳となっていたのである。
　学生が学修をすることの重要性の強調は、学修を実際にしているかどうかを把握しなけ
れば意味が無いから、結局学生の学修成果を把握しなければならにという結論に容易に落
ち着くが、この「学修成果の把握」という動向には、米国での重要な出来事が背景にある
と思われる。

1.2.1. スペリングス・レポート
　このような我が国の中教審の授業評価への変容には、実はアメリカでの高等教育におけ
る重要な事件が大きな影響をもたらしているようである。それは 2006（平成 18）年のスペ
リングス・レポートである。
　スペリングス（Margaret Spellings）は、ブッシュ政権のアメリカ教育省長官（Secretary of 

Education）であった。新保守主義的な視点からアメリカの高等教育の問題点を Commission 

on the Future of Higher Education で検討した結果、レポートを出したが、それは以下のよう
な懸念を背景としていた。

　OECD 諸国におけるアメリカの大学の卒業率の順位は年々低下し、大学は 12 位であ
る。大学卒業生相当の文章読解能力の保有者は、過去 40% から 31% に減少した。他方で、
大学生 1 人当たりに支出している高等教育予算は 22,000 ドルを超え、主要先進国の 2

倍に達している。
　　 吉田　文、｢第 6 章　大学生の学習成果の測定をめぐるアメリカの動向｣、『大学教

育を科学する：学生の教育比較の国際比較』、p.244

　このような高等教育への危機感は、1957 年から始まったスプートニク・ショックのとき
にも同様のものが現れた。これらの危機感が、初期のインターネット技術研究がその予算
で行われた DARPA（Defense Agency ）の設立に帰結したことを思い出す。冷戦が終わった
現在では、グローバルな資本主義の競争に勝ち抜くことが至上命題であり、その命題に対
して、アメリカの高等教育は、多額の予算をつぎ込まれているにもかかわらず、応えてい
ないということがレポートでは厳しく指摘されている。そして、スペリングス・レポートは、
高等教育には以下の 4 つの要件が満たされなければならないと提言する。
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1. Access

2. Affordability

3. Quality

4. Accountability.

　Accountability は、多額の予算をつぎ込んで得られる結果の説明責任として特に強調され
ている。学修成果の把握は説明責任なのである。
　高等教育機関は公的な資金を使うなら、結果（Outcome）を出せというのが、共和党の
スペリングス・レポートの最も強調された主張であり、その為には学生への教育効果を示
すべきというのである。学生調査は、高等教育機関の教育効果をパブリックに知らしめる
ために必要なのである。このスペリングス・レポートのアイディアが、「学修成果の把握」
が謳われる平成 24 年の我が国の中教審の背景に存在することを確認すべきであろう。
　Affordability はコストに見合った価値があるかどうかを問うものである。学生にとって、
あるいは学費負担者にとって、補助金を支出する州政府や連邦政府にとって、つまるとこ
ろは納税者である国民にとって、高等教育はそのコストに相応しい教育効果をもたらさな
ければならないとスペリングス・レポートは主張する。
　これらは一見もっともと思える主張であるが、これらの主張は、実は前の民主党政権か
らの議論の焼き直しに過ぎないと指摘されてもいる。

Hence, my conclusion is that under a Gore administration, we might likely be discussing the 

Hunt Commission Report and, were we doing that, we would be having essentially the same 

discussion.

David W. Breneman. Comments on the Spellings Commission Report

　高等教育の経済学を研究する David W. Breneman は、1972 年のニクソン政権時の Hunt 委
員会レポートから十年一日のごとき同じ議論と切り捨てている。つまり、アメリカは高等
教育について長年堂々巡りの議論をしているのではないだろうかという疑念が生ずる。
　Affordability にしても、Breneman が指摘するように、コストに見合った価値があると、いっ
たい誰がどのように評価するのかと考えると、この高等教育が満たすべきとされる要件の
難しさに当惑する他ない。
　高等教育の Quality は確かに高くあるべきだろうし、そのことが十分に説明されなけれ
ばならないことも尤もである。しかし、これも Breneman が指摘しているが、その教育が 

globally competitive であることを、いったい誰がどのように評価し、どのように説明するの
であろうか。
　高等教育は、グローバルなビジネスの競争において高いパフォーマンスをあげていると
は到底言い難い。コンピュータ界の巨人である S.Jobs は大学中退で、Bill Gates はハーバー

− 35 −



授業評価の意義とその背景の変動―授業評価の評価

ド休学のままである。世界的な競争に勝つことに関して、大学教育が特筆すべき効果を有
するとはとても説得力を持って言えないであろう。確かに、Google 創業者のラリー・ペイ
ジやセルゲイ・ブリンは、名門スタンフォード大計算機科学の研究科に在籍していた。彼
らはそこでテリー・ウィノグラードという優れた教師の指導のもとに、本格的な計算機科
学の研究を行っていた。専門教育のもとで得たものを、たまたまビジネスで利用したに過
ぎない。最初からイノベーションを目指していたわけではないのである。

1.3. PIAAC による国際比較

1.3.1. 米国の高等教育のレベル―日本は低いのか
　筆者は、このスペリングス・レポートを受けて、FD 先進国アメリカ＝高い教育的達成と
いうともすればありがちな固定観念に疑問を呈さざるを得ない。
　1980 年代後半は、アメリカの高等教育機関を評価する運動が流行り、国民性ともいえる
OR 好きも相まって、学生調査・卒業生調査が熱意を持って進められた。現在我々が対応
に腐心・苦慮する第三者評価や認証制度もこの時期に端を発するものであるらしい。
　1980 年代後半はバブル経済期であり、日本の高等教育機関も第 2 次ベビーブーマーを背
景として最後の幸せな時（それが最後であるとは誰も判っていなかった！）を過ごしており、
これらのアメリカの風潮は当時の日本では受け入れられなかったのである。
　ただ、それらの先進的といわれる努力を行っていても、アメリカの高等教育の世界での
相対的な地位は 2000 年代には低下したのである。
　 高 等 教 育 に 限 ら ず、OECD が 実 施 し て い る PIAAC（Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies）では、2013 年には、米国の 16 ～ 65 歳の数学的思考力 21 位・
読解力思考力 16 位であり OECD 加盟 23 カ国の平均より有意に低い。
　PIAAC のデータは http://www.oecd.org/site/piaac/publicdataandanalysis.htm からダウンロー
ドできるので、それを高等教育卒業者（Bachelor 以上）に限って集計してみても、読み書
き能力（Literacy scale score）、数理的な能力（Numeracy scale score）そして問題解決能力

（Problem-solving scale score）のいずれも日本の平均値が高い。特に問題解決能力は米国が
際立って低い。このように必ずしも高いパフォーマンスをあげていない米国の高等教育、

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

読み書き能

力総合スコ

ア

1334 189.72 407.45 319.5609 28.85603

数理的能力

総合スコア

1122 192.22 417.87 317.2952 30.28671

問題解決能

力総合スコ

ア

1122 154.86 449.27 310.0285 37.97100

表1.3.1.Japan(Bachelor or more)
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そしてその低下を止めることもできないスペリングス・レポートに大きく期待して、基本
的理念を同じくしてよいものなのであろうか。
　1980 年代後半は、アメリカ経済が低迷し、同時に高等教育への進学者数がベビーブーム
の終わりによって減少し、高等教育機関が経営的にも苦しくなった時代であった。現在類
似した状況にある日本の高等教育が、同じような発想で同じような高等教育の改革を志向
するのは（日本はアメリカの真似をするのが元来大好きだが）、必然的でもあるが、実は場
当たり的でもある。
　とはいえ、スペリングス・レポートが指摘するアメリカの高等教育の現状が事実だとす
れば、FD 先進国アメリカが、世界的なレベルでは高い教育的達成に失敗したという自己
評価を我々はどのように評価すべきなのであろうか。教育を、例えば「グローバル資本主
義の競争に勝ち抜く人材供給」というような社会的・経済的かつ政治的な目標に従属させ、
その目標に対して教育や学生を評価するということは、長い目で見れば失敗せざるを得な
いのではないかと筆者は感じざるを得ない。教育は、特に高等教育は「純粋な知的なよろ
こび」を目標とすべきであろうと筆者は思う。それは、筆者が研究をするときにも、それ
のみに仕えて研究していると感じるからである。学生は、それぞれの「知的な探究」の過
程でそれぞれ得るものがあるだろう。それを一般的な基準で評価することは危険なことで
はないだろうか。
　それに OECD の PIAAC のデータからみると、日本の高等教育の方が優れているのでは
ないかと推測できる点も少なくない。
　学士以上の PIAAC のスコアである表 1.3.1 or 2 と最前の表 1.3.3 or 4 を比較していただく

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

読み書き能

力総合スコ

ア

1480 145.08 406.09 302.4679 36.10103

数理的能力

総合スコア

1480 71.49 401.22 292.0337 40.81815

問題解決能

力総合スコ

ア

1409 163.53 370.08 267.4924 31.71263

表1.3.2.USA(Bachelor or more)

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

読み書き能

力総合スコ

ア

154 229.46 399.66 331.9424 24.83794

数理的能力

総合スコア

142 248.00 400.31 330.8618 27.27420

問題解決能

力総合スコ

ア

142 224.62 449.27 329.7590 32.94461

表1.3.3.Japan(Master or more)
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と判るが、日本の修士教育による平均値の上昇分は、読み書き能力（Literacy scale score） 、
数理的な能力（Numeracy scale score）そして問題解決能力（Problem-solving scale score）と
もに 10 以上であるのに対して、米国はどれも 10 に達していない。特に問題解決能力の差
は著しく、日本は 20 近くだが米国は 3 以下の上昇分しかない。（しかも得点自体が低い 3）） 

つまり、日本の高等教育（修士課程以上）は PIAAC の得点という尺度では、アメリカ以上
のパフォーマンスをあげているのである。初等・中等教育も同様である。「教育再生」など
というスローガンが連呼されるが、日本の教育が再生しなければならないほど「死んでいる」
という具体的なデータは何処にあるのだろうか。
　ビル・ゲーツのような変異体と言えるような人々を別にすれば、高等教育の教養は多く
の普通の人―凡人と言い換えてもよいが―がそれなりに生活するためには必要なベースで
あると思う。日本の高等教育は、アメリカよりその点において優れているのではあるまいか。
筆者は、市民としての教養や健全な判断力を身につける citizenship 等を高等教育の Quality

として積極的に評価したいと感じるが、日本の現政権がそれを望むとも思えない。

1.3.2. 第 1 章のまとめ
　我が国の高等教育が米国に対して比較優位にあるらしいとすれば、スペリングス・レポー
トや、その影響を強く受けた平成 24 年度中教審の答申の多くに筆者は疑問なしとしない。
学ぶべきは他にあるのではないだろうか。それでも「学習成果の把握」に筆者は基本的に
は賛成である。それは、これまでの日本の大学教育が、特に私立大学、特に筆者自身の教
育が余りにも放縦で一方的であったことを率直に反省するからであり、学生自身の学修の
振り返りや授業評価は、それがそれほど信頼できないにしても、授業改善や学習成果の確
認に必要な手段であると思うからである。
　と、かなり長い第 1 章となったが、授業評価の改変の背景をご理解いただけたと思うし、
それに対する筆者の考えも明らかにしたと思う。

2．授業評価の評価―信頼性と妥当性

　授業評価の相対的な重要性は、教育効果測定の重要性の強調により、背景へと移動して
いる。学生自身の自主的な学修が無ければ高い教育効果は見込めないことから、教員の調

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

読み書き能

力総合スコ

ア

584 145.08 406.09 309.8884 34.15902

数理的能力

総合スコア

584 71.49 401.22 301.2622 39.07512

問題解決能

力総合スコ

ア

562 169.90 344.19 270.3638 29.99286

表1.3.4.USA(Master or more)
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査より学生への調査が重要視されることになった。
　このような動向を鑑み、帝京大学八王子キャンパスでも通称「授業アンケート」の改変
が行われ、「学修行動調査」的な要素が追加され、学生の教員評価に関する設問項目が幾つ
か削除されたのである。
　とはいえ、授業評価自体の有効性やそれが測定している ” もの ” に対する評価は、教員
のあいだでは混沌としているし、FD の研究者の間でも論争の余地があるものらしい。

2.1. 授業評価の研究

　調査票による授業評価の妥当性については、学術的な評価は論争的ではあるが、概ね肯
定的評価がなされているようである。しかし、この授業評価には、それが何を測定してい
るのかという根本的な問題が今なお未解決のまま付きまとっていると筆者には感じられる。
　例えば、Springer link から [Student-rating] をキーワードで検索し、ジャーナルを Research 

in Higher Education に限定すると、252 件にヒットする。授業評価に関する研究は、1970 年
代中葉から現在に至るまで断続的−継続的に行われているようである。授業評価の信頼性
はそれほど高くないが、まったく信頼性が無いわけでもないというのが過去の研究の評価
であると思われる。以下にその主要な論点を紹介したい。

2.1.1. 授業評価の信頼性と妥当性
　教育心理学者の Lawrence M. Aleamoni は、Student Rating Myths Versus Research Facts From 

1924 to 1998 という論文で、授業評価に関する 16 の神話を文献考証的に調査して、2、3 の
例外を除き、そのほとんどがただの神話に過ぎないということを指摘している。彼は、授
業評価の実質的な有用性を以下のように指摘している。

However, a careful scrutiny of actual working systems of instructional evaluation reveals that 

student ratings of instructor and instruction is still the only component that is regularly obtained 

and used. Therefore, instructor/instructional evaluation has become synonymous with student 

rating/evaluation for those being judged.

　　 Aleamoni, Lawrence M. (2003). Student Rating Myths Versus Research Facts From 1924 

to 1998.P.1

　このような考え方は、「学生による授業評価」を、FD における、学生とのコミュニケーショ
ンの手段として重視するという立場があることを示している。授業評価のデータを、教授
法の改善のために、学生からのフィードバックとして有効に活用することを提唱するのが
多くの研究の示唆するところであると思われる。とはいえ、授業評価を昇任やテニュアの
一元的な基準とすることに賛成する議論が、米国にはほとんどないことには注意すべきで
あろう。　　　　　
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2.2. 授業評価の妥当性

　筆者は社会調査を専門としている。授業評価も社会調査の一つであることは疑う余地が
無い。一般的には、調査票に回答する 1 割から 2 割は一貫的な回答をしない回答者が存在
するとされている。社会調査において回答者は、所得を答えるのを嫌がり、「セックスの頻
度」などの非常にプライベートなことを答えるのを嫌がることを除けば、事実に対する質
問に対しては概ね正確に答えているとされている。（そうでなければ社会調査の意味はな
い。）意見・態度はかなり非一貫的な回答傾向もあるが、それは人間の意見・態度というも
のに固有の性質であろうとされている。
　つまり、授業評価もそのようなものでしかない。まるっきりでたらめな回答ではなく、
ある程度の妥当性を有している。もちろんそれは調査票のデザインやワーディングが適切
なものであるということが前提である。本学の授業評価が適切なデザインやワーディング
であったかどうかは別問題であるし、十分な検討が今後も必要であろう。
　とはいえ、社会調査のみに頼って、社会現象を探究・解明することは到底できないので
ある。調査票に回答者が答える回答は、現実のひとつの側面であり、調査票調査でリアル
な現実がサーチライトに照らされるように明らかになるということはまず無い。社会調査
は現実を知るひとつの手段に過ぎない。授業評価で、教員の授業のすべてが手に取るよう
にわかるはずもないのである。しかし、ある情報は得られるし、学生とのコミュニケーショ
ンの数少ない限られた手段のひとつである。
　要は、その使い方が問題なのである。Aleamoni は以下のように彼の論文を結んでいる。

The disadvantages of gathering student ratings primarily result from how they are misinterpreted 

and misused. The most common misuse is to report raw numerical results and written comments 

assuming that the user is qualified to interpret such results validly. Without normative (or 

comparative) information, a faculty member will be tempted to place inappropriate emphasis on 

selected student responses.  If the results are published by the student government association, 

the biases of the editor(s) might misrepresent the meaning of the ratings to both students and 

faculty. If administrators use the ratings for punitive purposes only, the faculty will find ways to 

undermine their use and impugn their credibility.

 Aleamoni, Lawrence M. (2003).  P.6

　授業評価を教員評価の 1 元的な基準として用いることは危険であるし、副作用も大きい。
これは、後述するように学生からの指摘であるが、

満足とは「楽だった」「簡単に単位をくれるから」「プリントだけもらえばなんとかなる」
などの理由でも良いのか。満足の意味（筆者：体言止めで終わっているが、満足とい
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う定義が不明確であるという趣旨であろう）。

という疑問は当然である。すなわち、授業評価のもたらす情報には、バイアスやノイズが
あることをその利用者は十分に理解しなければならない。授業評価は、学生がどのように
授業を受けているかを知るひとつの手段であり、教員の授業に関する他の情報（例えば教
員による授業評価等）と一緒に検討されるべきなのである。
　我々は、これまで他の教員の授業に不干渉主義を貫いてきた。しかし、学生による授業
評価には限界があり、授業評価は教員相互に行う可能性を検討していく必要があるだろう。

2.2.1. 授業評価が測定しているもの
　筆者が、個人的に授業評価に最も疑問に感じることは、教育達成を学生に自己評価させ
ている点である。学生は簡単に「わかったつもり」になる。しかし、学生の自己評価ほど
当てにならないものはない。それは評価基準がそれぞれ異なり、自分に甘いものが多数だ
からである。
　授業評価が高い学生は高い成績を上げている―つまり授業評価と成績は強い正の相関関
係があると予想されがちであるが、無相関という研究や有意な正の相関ありという報告が
入り乱れてかなり論争的状況である（Aleamoni(1999)）。
　相関係数の有意性検定はまったく当てにならないが、筆者がこの現象を考えるに、授業
評価自体の固有の曖昧さも無視できない要因であるが、教員による成績評価と学生の自己
評価はそれほど一致しない場合が多い。また、教員が大多数に良い成績評価をすれば、相
関関係は簡単に消えてしまうのである。各科目の成績評価自体がそれほど高い精度でなさ
れているとも思えない。そのような大学教育の現状であれば、ある調査には相関関係が現
れたり、またある調査では消失したりするのであろう。
　つまり、米国の授業評価が必ずしも真剣にかつ科学的に管理されて行われているとい
う訳でもない可能性が大きい。The Dimensionality of Student Ratings of Instruction: What We 

Know and What We Do Not で著者の P.C. Abrami 等は以下のように皮肉交じりに語っている。

While the rating ritual ends quickly, the implications of the results can be far reaching, for 

student ratings are used for a variety of important purposes.  

The Dimensionality of Student Ratings of Instruction: What We Know and What We Do Not 

p.386

In The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education：An Evidence-Based 

Perspective

　さまざまな点で、米国の授業評価もかなり問題含みなのである。各教員は、授業評価で
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我々が学生に何を評価してもらっているのか、あらためて考えるべきであろう。簡単なこ
としか教えていなければ、容易にわかったと感じやすい。それを学修成果とすべきだろう
か。そもそも、教育達成は、「試験」で測定されるべきである。しかし、「試験」自体の難
易度も教員が任意に設定できるのであるから、病根は深いのである。「持ち込み可」の試験
で、学修成果を評価することができるのかが問われなければならないだろう。
　これまでの本学八王子キャンパスで実施されていた授業評価が測定しているものは、主
観的な価値や態度などであり、社会調査として質問紙で測定することが最も困難な類のも
のである。個人の属性や行動に比して、これらの回答は場当たり的であるし、揺らぎも大
きい。これらで学修到達度を測定するということが不可能な任務であったと感じざるを得
ない。
　このような授業評価の信憑性をめぐる議論を完全に飛び越えて、学修成果の把握のため
の各大学個別の努力を無意味化するような事態が米国では進行中なのである。

2.2.2. 標準テストによる学修成果の把握
　米国では、先に紹介したスペンリングス・レポートが推奨した、学生の学修成果の評価
手段としてコスト抑制的でかつ大学相互に比較可能なものとして CLA（Collegiate Learning 

Assessment）が広く用いられるようになっている。CLA の自称では、現在 700 を超える米
国内外の教育機関がそれを利用しているという。CLA の目的は同団体の Web ページには以
下のように宣言されている。

Students today can no longer rely solely on mastery of discipline-based information. They need 

to be able to analyze and evaluate information, solve problems, and communicate effectively. 

Beyond just accumulating facts, they must be able to access, structure, and use information.

 http://cae.org/performance-assessment/category/cla-overview/　より

　要するに、どこの大学が（グローバルな競争に勝ち抜くために）「情報を分析評価して、
問題を解き、効果的にコミュニケートできる」ようにしてくれるのか判るようにしてくれ
るというのである。
　この CLA は、SAT（大学進学時の標準テスト）との相関が非常に高いと指摘されており、
この SAT の機関ごとの平均点から CLA の 1 年次と 4 年時の期待値が計算され、それと実
際の CLA の得点との差が付加価値とされて、各機関の実績とされる（吉田　文「大学の学
習成果の測定をめぐるアメリカの動向」より）。
　一見合理的なこの CLA にも問題は多いし、実際、批判も多いそうである。吉田によると、
このような標準テストの分散は機関間より機関内のものがずっと大きい。すなわち、大学
間の差より大学内の差の方が大きいのである。どこの大学でも、勉強をしない学生とよく

− 42 −



高等教育開発センターフォーラム

できる学生がいて、その差の方が大学間の差よりずっと大きいのである。そのような状況で、
CLA の得点の機関間の差に実態的な意味があるのだろうか疑わしいと吉田は指摘する。
　更に、CLA は discipline-based information ではなく、知的能力を測定するように設計され
ているので、測定しているものは大学で教えていることの成果とは言い難いのではないだ
ろうかとも指摘されている。筆者は、CLA のような「情報を分析評価して、問題を解き、
効果的にコミュニケートできる」能力が、それ自体を目的として本当に教育できるものか
疑問に感じる。「情報を分析評価して、問題を解き、効果的にコミュニケートできる」よう
に見える学生を作り上げることはできるかもしれない。でも、その学生が事に及んで本当
に役立つかというとそうではないだろう。口のうまい見せかけ有能な学生が生産されるこ
とを危惧する。例えば使えるビジネス・エリートを教育するとして、ビジネス・スクール
があったが、果たして MBA は真に有能であったのだろうか。
　とはいえ、このままの状態で本邦の大学の学修成果の評価が推移すると、中教審への
CLA の影響等を考えれば、大学卒業時の統一試験によるランク付けや、米国の「教育機関
の効果をベンチマークするために、共通の評価調査を使用する州や大学が増加している。」
という状況へと移行せざるを得ないのではないかと憂慮する。本学がその状況に対応でき
るか甚だ心許ない。

3. 改変された授業評価票とそれへの事後調査

3.1.1. 授業調査の行き詰まり
　圓月勝博の ｢日本の大学における FD の現状と課題｣ によると、日本の FD は、3 つの段
階に分類されるという。彼は FD 第 2 期を次のように総括する。

　FD 第 2 期の成果は、学生による授業評価を日本の大学に定着させた点にある。研究
志向が強い日本の大学において、学生に対する関心を高めた点で、学生による授業調
査の定着は、日本の大学改革に多大の貢献を行ったが、学生により授業評価を FD の
主要活動として絶対視することによって、個別科目に対する学生満足度を教育評価の
唯一の指標と考える傾向も誘発し、FD の組織展開を袋小路に追い込んだという弊害も
ある。評価者である学生の学修活動の実態を包括的に調査するという視点が欠落して
いたのである。
　　 圓月勝博　｢日本の大学における FD の現状と課題｣　『大学教育を科学する：学生

の教育比較の国際比較』、p.238

　FD 第 2 期において、学生満足度を絶対視する立場に与しなかった本学の見識は評価され
るべきだと思う。そして、FD 第 3 期といわれる現時点で、本学も、理事会のリーダーシッ
プにより、圓月と同様の問題意識のもとで、授業評価票の見直しに着手したのである。し
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かしながら、もう少し教員が自発的に FD 活動をすべきではないかと筆者は感じる。実際、
高い評価を得ている ICU の FD 活動は有志教員の自発的な活動として始まった報告されて
いる。
　我々教員にもう少し現在の大学の置かれた状況にセンシティブであり自発的であってほ
しいと思うが、ともかく、授業評価から学生自身による学修の振り返りへという環境変化
により授業評価（通称授業アンケート）が改変されることとなった。

3.1.2. 主な変更点とその趣旨
　まず第 1 に、調査項目の数が 20 から 10 へと大きく減少した。これはある程度回答時間
の余裕を与えることを意図している。
　第 2 に、授業評価の項目が大幅に削減され、学生の学修の振り返りに関する項目が 3 つ
追加された。
　授業評価の項目は、本学の回答状況では相互に相関が非常に高いようで、ある項目に「大
いにそう思う」と答えるものは、他の項目にも「そう思う」と答える傾向が大きいので、
幾つか省くことができると思われる。これは、前出の Aleamoni が 15 番目の神話として指
摘している Myth 15: Student ratings on single general items are accurate measures of instructional 

effectiveness. の通りである。Aleamoni に拠れば、授業評価では各質問項目の一貫性は通常
は現れないとされている。本学では神話が本当に現実であるというのも悩ましい事態であ
る。おそらく、かなりの学生が適当に回答していることが原因で神話が現実化していると
思われる。
　授業評価の問題性はさておき、学修の振り返りや自学・自修を自己評価させる 3 項目と
教員が自学・自修を考慮した授業をしているかを問う「教員は、学生が授業時間外以外に
学修するように工夫をしていましたか」が新たに設問されている。
　第 3 に、学籍番号の記入が 2013 年秋に実施する調査には予定されている。これまでは匿
名での処理を原則としていたために、どのような学修をしている学生がどのように回答し
ているかを知るすべが無かったのである。授業評価と学生の成績や学修状況の把握がやっ
と始まるのである。授業評価の信頼性や妥当性を調べることも、回答者個人の把握が困難
な現状では検討することもできなかったのである。本学の授業評価の本格的な分析は漸く
開始可能となるのである。
　しかし、学籍番号の記入を行ってもらうからには、調査票の管理は十分に慎重を期さな
ければならない。担当教員に回収した調査票が読まれることが無い原則を完全に遵守する
ことが広く学生に周知されなければならないし、現実に守られなければならない。調査を
実施する側の意識の変革が必要であるし、教員にも十分な配慮が要求される。
　これらの予定される改変により、学生の学習状況の把握などが若干前進すると思われる。
これらの学習履歴は、教育データとして FD に活用されるのは当然であるが、回答者であ
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る学生自身にも開示して、自身の学修を振り返ってもらわなければならない。その為のシ
ステムを Web 上に構築する等、課題は尽きないと言えよう。

3.2．事後 Web 調査の実施とそのデザイン

　春期に大きな変更を行った授業評価を検討するために、学生を対象に授業評価変更に対
する評価を期して Web 上での調査票調査を実施した。

3.2.1. リサーチ・デザイン
　まずそのリサーチ・デザインを紹介する。回答の不偏性を目標として、各学部学科の各
学年に在籍者数を考慮して層化加重均等抽出（表 3-1）を行った（教務システムの高鹿 TL

には標本抽出でお世話になった。この場を借りてお礼申し上げたい）。
　この 590 名にはポータルを通じて配信して、Web 調査への協力を依頼している。ほぼ同
様の層化加重均等抽出を行い 509 名には入学時に記入してもらったメイル・アドレスにメ
イルを送信して Web 調査への協力を依頼した。つまり合計 1099 の無作為標本を準備した。
有効標本の不足をゲーリー土持先生と井上史子先生にご配慮いただき、両先生ご担当の授
業の受講者 117 を有意抽出標本として準備した。両先生にはあらためて感謝の意をともに
表します。
　回収状況は、93/1099 で 8.5％の回収率である（督促は一回も行っていない）。東京大学の
SSJ がリクルート・ワークスと共同で実施した研究「信頼できるインターネット調査法の
確立に向けて」では、懸賞メイリングリストからサンプリングした Web モニターでは一回
督促をして回収率が 7.0％程度であるから、調査専用のモニター対象ではない Web 調査と
してはやや高めであろうか。配信したメイル・アドレスは、既に変更されているものも相
当数存在し、SPAM メイルとして削除されたものもあると推測され、せいぜいで 2/3 程度

表 3－1 

1年 2年 3年 4年 計
経済 20 20 20 20 80
経営 20 20 20 20 80
観光 10 10 10 10 40
法律 20 20 20 20 80
日文 10 10 10 10 40
史学 10 10 10 10 40
社会 10 10 10 10 40
心理 10 10 10 10 40
外国語 10 10 10 10 40
教育 15 15 15 15 60
医療技術 10 10 10 10 40

0155大短

計 150 150 145 145 590
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が届いていると想定すれば、実回収率は 1 割以上になるだろうし、回答率を見ても、学生
の回答意欲はある程度高いと考えるべきではないだろうか。

3.2.2. 事後 Web 調査の集計結果
　回答者の性別は男性の方が多いが、経法の学生が男性に偏っていることから、このよう
な結果となった。有意抽出分も特に女性が多いという訳ではない。

　回答者の学年は 1 年生が 60％を超えた。
　これは有意抽出分のほとんどが 1 年生であることに依存した結果である。無作為抽出さ
れた標本では、1 年生が若干多く、4 年生が少ないという結果である。1 年以外の標本を収
集したという点では、無作為抽出の意義はあったと評価できよう。

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

男性 142 67.6 68.9 68.9

女性 64 30.5 31.1 100.0

合計 206 98.1 100.0

欠損値 システム欠

損値

4 1.9

210 100.0

有効

合計  

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

1年生 135 64.3 64.9 64.9

2年生 30 14.3 14.4 79.3

3年生 25 11.9 12.0 91.3

4年生 18 8.6 8.7 100.0

合計 208 99.0 100.0

欠損値 システム欠

損値

2 1.0

210 100.0

回答者の学年

有効

合計

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

1年生 27 29.0 29.7 29.7

2年生 24 25.8 26.4 56.0

3年生 24 25.8 26.4 82.4

4年生 16 17.2 17.6 100.0

合計 91 97.8 100.0

欠損値 システム欠

損値

2 2.2

93 100.0

回答者(無作為抽出分)の学年

有効

合計
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　授業アンケートの様式や設問の並び方等については、特に問題はないと回答する者が 9

割近くに達している。この回答には有意抽出標本と無作為抽出標本との差は観察されない。

　しかし、実際はかなりの注文が次の自由回答には寄せられている。以下にその回答を列
挙する。
 ・　回答の選択肢の数と答えを問題によって変えるべきである。
 ・　 選択肢が多い。選択をしてから自分の言いたいこと、主張したいこと意見を書く

よりも、先に書いてから選択の方が書きやすい。・また選択肢の後に空欄をつくり、
その項目（問い）の意見などをかけるようにしてほしい。

 ・　 4 択にした方がいいと思います
 ・　 どちらとも言えないは、適当に答えがちになるのでない方がいい。また、中間が

あると困ったときに逃げ道になってしまう。裏面のコメントは書くのか書かない
のか分からないのではっきりさせてほしい。

 ・　 どちらとも言えないはいらない
 ・　 回答欄の○が横長だとマークしづらい。
 ・　 丸印が横長だったが縦長の方がマークしやすい
 ・　 具体的でなかったり、直接記入するところがなかったりして、その授業がどのよ

うにいいか悪いかが書けないので、回答しづらかったです。
 ・　 出席は本当に必要なのか？
 ・　 選択肢がぎちぎちすぎて、分かりにくかったです。
 ・　 選択肢が統一されていて単純すぎる。具体的に説明させなければ良い改善点を見

つけられないと思う。

　選択肢に関するコメントが多い。中間選択肢をなくすようにと指摘する回答が目立つ。

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

特に問題は
なかった

188 90.4% 94.0% 94.0

回答しにく
かった

12 5.8% 6.0% 100.0

合計 200 96.2% 100.0

システム欠

損値

8 3.8%

208 100.0

授業アンケートの回答のしやすさについて（様式や設問の並び方等についてお尋ねます

有効

合計
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　個別の質問項目については、15％程が問題を指摘している。これも標本抽出による差は
見られない。以下、各質問について特に注目すべきと思われる自由回答を列挙する。

SQ4-1. 　問 1　あなたは、この授業にこれまでどの程度出席しましたか。
 ・　 5 回以上欠席は意見を聴く必要が無い。←他の学生に対して非常に厳しい態度
 ・　 公欠をした場合、どう答えてよいのかがわからない。←ワーディングの改善

SQ4-2. 　問 2　教員は、授業内容がよく理解できるように、丁寧に説明してくれましたか。 

 ・　 マークするだけで単純すぎて、ちゃんとした意見が出ない。そう思うと選択肢
でなく説明してくれたか、説明してくれなかった、どちらとも言えない、の 3

つで良いのでは？良い説明だったならばどこが良かったか書かせる
 ・　 理解については個人差が多少はあると思うので、教員に責任があるとは思えない。
 ・　 理解は、テストとかで定着がはかれていなくても、自分がその場で「分かった」

と思ったら理解したということなのか。

SQ4-3. 　問 3　教員は、学生の質問や発言などに対応してくれましたか。
 ・　 発言ができる環境となっているかどうかを先に問うべき。
 ・　または発言機会があったかなど。
 ・　 マークするだけで単純すぎる。これも対応したか、しなかったか、どちらとも

言えない、の 3 つの選択肢で良いのでは？良い対応がある場合はどんな対応
だったか書かせる。

 ・　 一方的な授業の場合は？元々質問・発言がない授業
 ・　 学生が質問をしているケースが希で判断しにくい。
 ・　 学生の質問や発言が出ない授業がほとんどなので、その場合の答え方が分から

ない。
 ・　 質問や発言をしていない科目があるので、つかいづらかった。

SQ4-4. 　問 4　教員は、学生が授業時間以外に学修するように工夫をしていましたか。

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

あった 33 15.7 16.2 16.2

なかった 171 81.4 83.8 100.0

合計 204 97.1 100.0

欠損値 システム欠

損値

6 2.9

210 100.0合計

回答しにくい設問のあるなし

有効
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 ・　 課題がでたかどうかなどの方が答えやすい。
 ・　 マークするだけで単純すぎる。これも工夫したか工夫してないか、どちらとも

言えない、の 3 つで良いのでは？工夫されていた場合はどのような工夫だった
か書かせる。

 ・　 指定図書があったので勉強できた。
 ・　 授業外学修を求めないものは「１」にマークしてよいのか迷った。
 ・　 授業時間内でのみしか出来ないこともある。教室から持ち出し禁止のものを使

う場合など。

SQ4-5. 　問 5　この授業は、シラバスの授業計画に沿って行われていましたか。
 ・　 Web 授業アンケートの内容が、自分が答えるべき所かどうかとか曖昧だった。

だから、ちゃんと回答できていたか不安なので、振り返りになったかは判断で
きない。

 ・　 アンケート回答時にシラバスが無いと授業内容との比較がむずかしい
 ・　 シラバスが分かっていないと答えられない。この質問をいれるなら、シラバス

を印刷すべき。
 ・　 シラバスにどのようにかいてあったかよく分からない
 ・　 シラバスに深くふれていないからわからない
 ・　 シラバスをしっかり把握していないので、このアンケート記入時には答えられ

ない。
 ・　 シラバスを帝京生が読んでいると思いますか？

SQ4-6. 　問 6　あなたは、この授業のねらいや目標を理解して授業に取り組みましたか。
 ・　 ねらいや、目標を提示していない人もいるので答えづらかった
 ・　 ねらいや目標の説明すらうけていないものの扱いはどうするのか。
 ・　 まず、知っているかどうかを答えてもらった方が具体性が出ると考えた。
 ・　 取り組んだか、取り組まなかったかの２つの選択肢だけで良いのでは？
 ・　 先生がねらいや目標を説明せずに授業をすることも多いので、答えられないこ

ともありました。

SQ4-7.  　問 7　あなたは、授業時間以外にこの科目の学修（課題やレポートの作成、予習、
復習など）を 1 週当りどのくらい行いましたか。

 ・　 土日や休日と平日の差がでるので、平日と土日・休日の 2 つに分けてアンケー
トを取るべきである。又、1 週当たりではなく 1 日の平均学習時間は何時間と
聞き、30 分単位で聞くべきである。
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 ・　 平均的な時間なのかどうか

SQ4-8.  　問 8　あなたは、授業を通じて、新しい知識や考え方、あるいは必要な技能を修
得できましたか。

 ・　 何を持って修得なのか分からない

SQ4-9. 　問 9　あなたは、総合的に見て、この授業を受けて満足していますか。
 ・　 満足とは「楽だった」「簡単に単位をくれるから」「プリントだけもらえばなん

とかなる」などの理由でも良いのか。満足の意味。

SQ4-10.  　問 10　あなたは、わからないことや疑問に思ったことについて、主にどのよう
に対応したかを選択肢から 1 つ選んでください。

 ・　 図書館に行って調べたよりもインターネットで調べた方が良いと思います
 ・　 PC で調べをつけたしたほうがよい。
 ・　 疑問がわかない授業もあったため、「疑問はなかった」という選択肢もほしかった
 ・　 選択肢から 1 つということは普通ない。主にといっても、例えば次のような解

決だったらどうする？（友達に聞いて解決せず、教員に聞いて解決とか）だか
ら（複数）すべて選択させ、数が多い順に順位をつけるようにしましょう。

 ・　 特にわからなかったことも、疑問に思うことも無い授業もあったため、『疑問
に思うことは無かった』という選択肢があると良かった。

 ・　 分からないと思ったことがないときの項目がなくて、どうして良いか迷った。

　学生の自由回答を見ると、インターネットでは調べられない課題を出さなければならな
いと切に感じる。また、学生が「疑問」を感じる授業を工夫しなければならないと反省する。

Q5. 　アンケートに回答することが自身の学修の振り返りにつながりましたか。

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

なった 179 85.2 89.9 89.9

ならなかっ

た

20 9.5 10.1 100.0

合計 199 94.8 100.0

欠損値 システム欠

損値

11 5.2

210 100.0

アンケートに回答することが自身の学修の振り返りにつながりました

有効

合計
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　授業評価に答えることが、学修の振り返りになったという者は 8 割を超える。つまり、
学修の振り返りとしては一定の効果があると思われる。とはいえ、回答せざる 9 割の学生
が学修をしているのか、そしてそれを振り返っているのかは不明なままである。
　「ならなかったと答えた方」に「SQ5-1. なぜ自身の学修の振り返りにつながらなかったの
ですか、具体的に以下の空欄にご記入ください。」と尋ねて返ってきた回答が以下のもので
ある。

 ・　 アンケートが先生に関するものが多かったから。また、自分に関する質問があっ
たとしても、授業に出たかとか意味はあったかとか形式を思い出させる質問ば
かりで、学んだ内容を振り返ることにはつながらなかったから。

 ・　 アンケートで学修を振り返るのは難しい
 ・　 アンケートに答えただけで学修の振り返りはしていないから
 ・　 アンケートに答えても答えなくても、自分の学習してきたことは変わらないし

自分で理解できているので、学修の振り返りにはなりませんでした。
 ・　 この項目でアンケートをしたことで振り返りになるとは思いません。そもそも

このアンケートの趣旨を、私は学生として「先生に匿名で言いたいことが言え
る場」と考えています。

 ・　 そこまで深く考えずに答えていたから
 ・　 その場の考えだけで終わり、反省までは至らなかった。
 ・　 そもそもつながるかどうか分からないです
 ・　 そんなに深く考えて答えてないので。
 ・　 そんなに真剣に書いていないので
 ・　 とくに自分自身への意義は感じなかった
 ・　 どんなことをしたかということばかりが過ぎり、自分がどう学んできたかを考

えるきっかけにはならなかったから。
 ・　 ふり返りにつながる項目が少なかった。印象に残った回はあるかなどを聞くと

より関連づけられる。
 ・　 次、同じ先生の授業を履修するか考える材料になった
 ・　 質問がざっくりしすぎていて、授業全体の振り返りをすることは難しい

Q6.  　あなたは平成 25 年度の授業アンケートに真剣に回答しましたか。という問いの結果
は次ページの結果である。

　ここでも、有意抽出の標本と無作為抽出した Web 回答グループの差は見られない。おそ
らく、回答に協力してくれた学生の特性がかなり同質的になった結果であろう。つまり、
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熱意のある学生が回答してくれたのではないだろうか。
　「いいかげんに回答した」を選択した回答者の理由については、必ずしも「いいかげんに
回答した」回答者ではない学生からも具体的な意見が寄せられた。

SQ6-1. 　それはなぜですか。できましたらその理由を具体的にお答えください。
 ・　 アンケートに協力していい結果になってほしかったから。
 ・　 アンケートをしっかり書きたい授業に限って回答時間がなかったから。Q7 に

20 分とあるが、実際どの授業でも 20 分もアンケート記入時間はありませんで
した。

 ・　 アンケートを行う授業とそうでない授業が発生し真剣にアンケートに答えたい
授業がなかった。

 ・　 どちらでも良かった。どちらとも言えないがあるから。
 ・　 教員や講義に対して何かしらの不満があるものがあったので、真剣に回答しな

ければ、それが改善されないと感じたため。
 ・　 今までも真面目にやってきたから
 ・　 自分が休んだ回数を正確には覚えていなかった為
 ・　 書いたところで反映しないと思ったから

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

真剣に回答

した

69 74.2 74.2 74.2

どちらとも

言えない

21 22.6 22.6 96.8

いいかげん

に回答した

3 3.2 3.2 100.0

合計 93 100.0 100.0

あなたは平成25年度の授業アンケートに真剣に回答しましたか。Web回答
グループ－無作為標本

有効

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

真剣に回答

した

147 70.0 75.4 75.4

どちらとも

言えない

44 21.0 22.6 97.9

いいかげん

に回答した

4 1.9 2.1 100.0

合計 195 92.9 100.0

欠損値 システム欠

損値

15 7.1

210 100.0

あなたは平成25年度の授業アンケートに真剣に回答しましたか。

有効

合計
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 ・　 真剣に書いたとしてもなにも変わらないと思うから
 ・　 当たり前だから
 ・　 与えられたものを真面目に取り組むことは当たり前だから
　我々は具体的に、学生による授業評価にレスポンスすることが求められているのであろ
う。それゆえ実施時期も、もう少し前倒しして実施し、学生に具体的に授業改善としてレ
スポンスできることが理想である。

Q7. 　回答時間（２０分）についてお尋ねします。回答時間は適切でしたか。

　これも明らかに、必ずしも時間が足りなかったと回答したものが、答えた訳ではない。（回
答の論理チェックをかけるのを筆者が手抜きをしたのである。）具体的には、実施時間を
25 分としたものが 4 人、30 分が 1 人いる。現行の時間が適切と言えるだろうか、それとも
若干の短縮が可能かもしれない。

3.2.3. 集計結果―自由回答概観
　ここであらためて自由回答全体を概観すると、自由回答には、回答してきた学生の「苛

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

時間が余っ

た

110 52.4 56.4 56.4

丁度良かっ

た

78 37.1 40.0 96.4

時間が足り

なかった

7 3.3 3.6 100.0

合計 195 92.9 100.0

欠損値 システム欠

損値

15 7.1

210 100.0

回答時間（２０分）についてお尋ねします。回答時間は適切でしたか。

有効

合計

有効 35

欠損値 175

13.14

10.00

10

6.427

25 10.00

50 10.00

75 15.00

パーセンタ

イル

最頻値

標準偏差

ではどれだけの時間が具体的に必要ですか（単位：分）
SQ7-1

度数

平均値

中央値
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立ち」や「ひそかな怒り」のようなものが感じられる。我々がどれだけ学ぶ意欲のある学
生と対話して、授業を改善できるのかが今なお課題であることは疑う余地が無い。この「授
業評価（アンケート）への調査」に協力してくれたすべての学生諸君に、この場を借りて、
深く感謝の念を表したい。
　授業評価から学生の教育達成度の把握へという移行が進行することは、基本的には正し
いことだと思われるし、時代の趨勢ともいえるだろう。しかし、授業評価は、学生と教員
のコミュニケーションのひとつの重要なチャネルであり、配慮して用いれば、教員にとっ
ても重要な資源であろう。
　然りながら、教員は授業アンケートの回答だけに一喜一憂する必要もないのである。お
愛想に喜んだり、極端な意見、悪口雑言や罵倒に真剣に向かい合う必要もないだろう。必
要なことは、よりよい授業の為に必要な情報を得ることなのである。

4．まとめと展望

　本稿では、今回の授業評価の変更とその背後にある変化動向を筆者の視点から考察を加
えた。続いて、今回の本学八王子キャンパスでの授業評価の変更点に関する学生の評価の
調査結果を紹介した。少数ではあるも知れないが、真摯な学びを欲している学生の声があ
ることを理解すべきであろう。
　授業評価から学生の学修成果の把握という変化の潮流は理解されたと思われるが、学生
の自己評価による学修成果の把握には限界がある。教師による学修成果の評価も、人それ
ぞれで当てにはならない。というと、統一的・普遍的な外部評価ということになりかねない。
我々はぬるま湯から叩きだされて、米国で実施されているような統一試験というような試
練の場へと引きずり出されかねないのである。
　1980 年代の米国の大学が、ベビーブームの終焉を背景として、受験生の減少に見舞われ、
そして FD 運動が生じたように、日本でも、結局は受験生の減少が、FD 活動や学修成果の
明確化が求められることの背景にある訳である。教員が好むと好まざるにかかわらず、大
学の生き残りをかけた教育力の競争が始まっているのである。

注
1）よく授業アンケートと呼ばれるが、これは正しい呼称ではない。筆者の専門は社会調査であるが、

元来、アンケート（enquete）とは、その分野の専門家に対して深い内容を尋ねる調査を指したも
のである。更に、質問紙（調査票）は questionnaire と呼ぶのが一般的である。我が国で授業アン
ケートと呼ばれているものは、米国では授業評価（Student Rating of Teaching）と呼ばれているこ
とが多い。授業アンケートはまったく妥当ではない呼称であるので、本稿では授業評価（Student 
Rating of Teaching）という呼び方で統一したい。

2）http://cae.org/performance-assessment/category/cla-overview/　 こ の Web ペ ー ジ に は Bill Gates の “I 
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think most people would agree that the skills like critical thinking, complex reasoning and writing – the 
skills the CLA+ does measure – are pretty important. ” という文が引用されている。

3）米国は最小値が低いのが顕著である。低学力グループが全体の平均点を押し下げている。それら
のものを除けば、日米に差はないのかもしれない。これらの学生が修士課程を修了したこと自体
が問題であろう。米国大学が極めて能力の低い修士課程入学者を受け入れて、終了させているこ
とは由々しき問題であろう。これらの回答者はひょっとしたらデイプロマ・ミルなのであろうか？

平成 24 年 7 月の中央教育審議会の委員は以下のメンバーである
会　長　三村　明夫　新日本製鐵株式會社代表取締役会長 
副会長　安西祐一郎　独立行政法人日本学術振興会理事長 
副会長　小川　正人　放送大学教養学部教授、東京大学名誉教授 

相川　　敬　社団法人日本 PTA 全国協議会顧問 
安彦　忠彦　神奈川大学　特別招聘教授 
五十嵐俊子　日野市立平山小学校長 
生重　幸恵　 特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長、一般社団法人キャ

リア教育コーディネーターネットワーク協議会代表理事 
石井　正弘　岡山県知事 
浦野　光人　 株式会社ニチレイ代表取締役会長、公益社団法人経済同友会幹事、　財団法人産業教育

振興中央会理事長 
衞藤　　隆　 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所所長、東京大学名誉教授 
大日向雅美　恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授 
岡島　成行　大妻女子大学家政学部教授、公益社団法人日本環境教育フォーラム理事長 
奥野　史子　京都市教育委員、スポーツコメンテーター 
貝ノ瀨　滋　三鷹市教育委員会教育長 
加藤　友康　情報産業労働組合連合会　中央執行委員長 
金子　元久　筑波大学　大学研究センター　教授 
北城恪太郎　 日本アイ・ビー・エム株式会社相談役、公益社団法人経済同友会終身幹事、学校法人

国際基督教大学理事長 
國井　秀子　リコーＩＴソリューションズ株式会社取締役会長執行役員 
篠原　文也　政治解説者、ジャーナリスト 
田村　哲夫　学校法人渋谷教育学園理事長、渋谷教育学園幕張中学校・高等学校長 
寺島光一郎　北海道乙部町長 
長尾ひろみ　広島女学院大学長 
橋本　　都　青森県教育委員会教育長 
濱田　純一　東京大学総長 
菱沼　典子　聖路加看護大学教授、看護学部長兼研究科長 
平尾　誠二　 神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー兼総監督、特定非営利活動法人スポーツ・

コミュニティ・アンド・インテリジェンス機構理事長 
宮崎　　緑　千葉商科大学教授、政策情報学部長 
無藤　　隆　白梅学園大学子ども学部教授兼子ども学研究科長 
村松　泰子　東京学芸大学長 
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付録 

授業評価調査（通称授業アンケート）後の調査の Web 調査票 

授業アンケートに関する調査

回答者であるあなたは、学籍簿より無作為抽出（くじ引きと同じ方法）されて決まったものであり、回答者の選択には如何

なる意図も存在しません。

この調査は、この春期に実施した「授業アンケート」の改善に利用する趣旨で実施するもので、如何なる意味でも他の目

的には利用しません。

Q1. あなたの性別は．  

男  

女  

Q2. あなたは何年生ですか。  

1 年生  

2 年生  

3 年生  

4 年生  

Q3. 授業アンケートの回答のしやすさについて（様式や設問の並び方等について）お尋ねします。  

とくに問題ない  

回答しにくかった  

回答しにくかったを選択した方にお尋ねします。  

− 57 −



授業評価の意義とその背景の変動―授業評価の評価

SQ3-1. 回答しにくかった箇所を具体的に記入してください。  

Q4. 回答のしやすさについてお尋ねします。設問内容で答えにくいものはありましたか。  

あった  

なかった  

あったを選択した方にお尋ねします。回答しにくかった設問について（幾つでも）なぜそのように思われたのか具体的に記

入してください。以下、各設問に即して空欄にご記入ください。  

SQ4-1.  問 1 あなたは、この授業にこれまでどの程度出席しましたか。  

SQ4-2.  問 2 教員は、授業内容がよく理解できるように、丁寧に説明してくれましたか。  

欠席無し
1回
欠席

2〜3回
欠席

4〜5回
欠席

6回以上
欠席

5 4 3 2 1
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SQ4-3.  問 3 教員は、学生の質問や発言などに対応してくれましたか。  

SQ4-4.  問 4 教員は、学生が授業時間以外に学修するように工夫をしていましたか。  

SQ4-5.  問 5 この授業は、シラバスの授業計画に沿って行われていましたか。  

大いに
そう思う

そう思う
どちらとも
言えない

そう
思わない

全く
そう思わない

5 4 3 2 1

大いに
そう思う

そう思う
どちらとも
言えない

そう
思わない

全く
そう思わない

5 4 3 2 1

大いに
そう思う

そう思う
どちらとも
言えない

そう
思わない

全く
そう思わない

5 4 3 2 1
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SQ4-6.  問 6 あなたは、この授業のねらいや目標を理解して授業に取り組みましたか。  

SQ4-7.  問 7 あなたは、授業時間以外にこの科目の学修（課題やレポートの作成、予習、復習など）を 1 週当りどのくら

い行いましたか。  

*「学修」とは、単位制度にもとづく大学設置基準上の用語であり、教室での授業と、事前・事後の準備学習・復習等を合

わせて勉学し、知識や技能等を主体的に学び修めることを言います。

SQ4-8.  問 8 あなたは、授業を通じて、新しい知識や考え方、あるいは必要な技能を修得できましたか。  

大いに
そう思う

そう思う
どちらとも
言えない

そう
思わない

全く
そう思わない

5 4 3 2 1

大いに
そう思う

そう思う
どちらとも
言えない

そう
思わない

全く
そう思わない

5 4 3 2 1

3時間以上〜
2時間以上
〜3時間未満

1時間以上
〜2時間未満

30分以上
〜1時間未満

30分未満

5 4 3 2 1
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SQ4-9.  問 9 あなたは、総合的に見て、この授業を受けて満足していますか。  

SQ4-10.  問 10 あなたは、わからないことや疑問に思ったことについて、主にどのように対応したかを選択肢から 1 つ選

んでください。  

Q5. アンケートに回答することが自身の学修の振り返りにつながりましたか。  

なった  

ならなかった  

ならなかったと答えた方にお尋ねします。  

大いに
そう思う

そう思う
どちらとも
言えない

そう
思わない

全く
そう思わない

5 4 3 2 1

大いに
そう思う

そう思う
どちらとも
言えない

そう
思わない

全く
そう思わない

5 4 3 2 1

教員に
質問した

自分で勉強
し直した

友達・先輩に
聞いた

図書館に
行って調べた

そのまま
にした

A B C D E
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SQ5-1. なぜ自身の学修の振り返りにつながらなかったのですか、具体的に以下の空欄にご記入ください。  

Q6. あなたは平成 25 年度の授業アンケートに真剣に回答しましたか。  

真剣に回答した  

どちらとも言えない  

いいかげんに回答した  

「いいかげんに回答した」を選択した方にお尋ねします。  

SQ6-1. それはなぜですか。できましたらその理由を具体的にお答えください。  

Q7. 回答時間（２０分）についてお尋ねします。回答時間は適切でしたか。  

時間が余った  

丁度良かった  

時間が足りなかった  

時間が足りなかったを選択した方にお尋ねします。  
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SQ7-1. ではどれだけの時間が具体的に必要ですか  

分  
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