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教育手法が学生の教育効果に及ぼす影響について
― 経済学関連講義の実践例 ―

辻  　   忠  博

（要旨）
　本稿の目的は､筆者が担当する講義の受講学生を対象にして､授業で実践する教育手法（パ
ワーポイントと配付資料を補助教材として活用した教育方法）が､ 学生の教育効果に対し
ていかなる影響をもたらすのかということについて､ 過去 5 年間の授業評価アンケート結
果を基にして､ 教育手法に関する何らかの示唆を導き出すことである。分析から明らかに
されたことは､ 学生の理解を促すためには､ 教員が講義内容に習熟し､ 余裕を持って講義
を行うことであり､ いくら講義のテクニックに凝ったところで､ それは学生の理解度に直
結しないことであった。さらに､ 学生に対して授業外での学修を促し､ 学問への動機付け
引き出すためには､ 予復習箇所を指導したり､ 追加的な学習機会を与えるなどしたりして､
教員は意識的にこれを実践しなければならない。さもなくば､ 学生が自発的に取り組むこ
とは難しいことも判明した。

（キーワード）
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1.　序論

　本稿は､ 筆者が専門科目として講義を担当している経済学関連科目で実践している教育
手法が､ 学生の教育にいかなる効果をもたらしているのかについて検討した実践報告であ
る。筆者が所属している大学の経済学部では､ 2005 年度より FD が開始され､ 学生による
授業評価アンケートが実施された。教員は授業評価アンケートの結果をフィードバックさ
れているが､ それを次年度の授業にいかに反映させるかについては全く個々の教員の判断
に委ねられている。また､ FD 活動自体が形式的なものに終始してきており､ 年 1 回､ 外
部講師から FD に関する大きなテーマの講演会を聞くことが中心となってきた。すなわち､
組織的な取り組みとして FD に関する諸施策が授業改善につなげられてこなかったのであ
る。筆者はそうした状況を甘んじて受け入れてきた訳であるが､ 2012 年度より所属学部の
FD 委員会委員長に任ぜられ､ さらに､ 全学 FD 委員会という全学組織の委員にも就任する
ことになり､ FD 関連の業務がこれまで以上に増すと共に､ FD 関連のワークショップに参
加する機会が相次いであり､ 本務校以外の教職員と FD に関する交流の輪が広がることに
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なった。このように筆者を取り巻く環境が変化したことが､ 自身の担当する講義について
改めて振り返り､ その教育効果について深く検討していく必要性を認識させるきっかけに
つながった。
　そこで､ 本稿では､ 筆者が担当する講義の受講学生を対象にして､ 授業で実践する教育
手法（パワーポイントと配付資料を補助教材として活用した教育方法）が､ 彼らの教育効
果に対していかなる影響をもたらしているのかということに関して､ 時系列に分析し､ 教
育手法の使用について何らかの示唆を導き出すことを目的とする。

2.　検討対象科目の特性

　まず､ 筆者が担当する専門科目について､ その科目の特性について明らかにしたい。表
1 に示されているとおり､「経済開発論」を履修することができる学生は､ 経済学の基礎理
論を既に修得した学生であり､ しかも､ 選択科目で開講時限が 1 限ということから､ 少な
くともこの学問に何らかの関心がある学生が履修することになる。本講義では､ ミクロ経
済学やマクロ経済学の講義に多用されるグラフや数式は余り使用しないが（全く使用しな
い訳ではないが）､ 当然のことながら､ 講義は経済学的思考を基にして展開されることにな
る。そのため､ 本講義の履修にあたって､ 経済学の基礎理論をしっかりと修得しているこ
と､ あるいは､ 不安なものは平行して基礎理論を復習しておくこととシラバスに明記して
いる。

表 1　講義科目の特性

科目名 経済開発論 履修対象学年 3 年次以降
科目の分類 専門選択科目 開講時限 金曜日 1 限
科目のレベル 展開科目 履修者数 100 名前後
講義形式 講義 主教材 教科書
講義方法 パワーポイントをスクリーン

に投影して講義
補助教材 パワーポイントのスライド資

料、ビデオ、YouTube
（注 ）科目のレベルについて，筆者の本務校では 3 段階に分類されている。すなわち，基礎科目，

基本科目，展開科目である。1 年次，2 年次は基礎科目及び基本科目を中心に履修し，基礎が
ある程度整った上で，展開科目を履修するように履修指導をしている。そういう意味で，展開
科目は応用科目でもある。

　それにもかかわらず､ 1 限の講義に 100 名前後の学生が履修するというのは､ 履修者数
は決して多いとは言えないが､ 意欲的な学生が受講する傾向があると推察することができ
る。授業評価アンケートでは､ 科目選択の理由を問うている。それによると､ 年によって
変動するが､ おおよそ 4 割から 6 割がシラバスを読んで､ あるいは､ 元々関心があったか
ら履修したという回答をしている。その他の理由として挙げられているのは､ 時間帯の都
合が良かった､ 将来役に立つと思った､ 単位が取りやすいからという回答である。時間帯
の都合が良いというのは､ 2 限､ 3 限､ 4 限といういわゆるゴールデンタイムやゼミなどと
重ならないという意味で都合が良かったと言うことであろう。将来役に立つかどうかは筆
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者には判断できないが､ 学生がそう考えていることは有り難い限りである。単位がとりや
すいというのは､ この講義の担当者である筆者からすると完全な誤解であるが（毎年合格
率は 7 割程度である）､ 学生の間で流布している噂には誤りも多々あるということである。

3.　授業評価アンケートの実施要領と質問項目

　本学（経済学部）では､ 2005 年度の FD 活動開始以来､ 学生による授業評価アンケート
を実施している。まず実施要領について概説し､ 次いで､ アンケートのねらいについて明
らかにする。
　授業評価アンケートは基本的には本学で開講されている全ての科目が対象である（ゼミ
ナールは対象外）。ただし､ 当初は毎年全科目を対象としてアンケートを実施していた訳で
はなく､ 履修者数 100 名を境にして､ それ以上の講義とそれ未満の講義に二分して､ 隔年
で実施してきた。本稿での検討対象科目である「経済開発論」について 2008 年度の結果が
ないのはそのためである。しかし､ 2010 年度より毎年全科目に対してアンケートを実施す
る方針に変更になっている。
　質問項目については必要に応じて見直しを行っている。今回の対象期間中､ 2010 年度の
アンケート項目に比較的大きな加除修正が加えられ､ それまでの 15 項目から 20 項目（そ
れに加えて､ 各科目で独自に設定できる設問が 2 つ追加されている）に増加している。質
問内容は､ ①授業環境（私語､ 設備など）､ ②教授法（話し方､ 教材､ 講義時間の厳守など）、
③学生本人（出席割合､ 予復習など）､ ④講義の意義（有益か､ 総合評価など）の 4 つの分
野に集約できる。2010 年の加除修正時には､ これまでになかった質問項目として､ 講義を
受講したことがさらなる学問への関心を促したかという学問への動機付けに関する項目が
追加されている。

4.　分析の視点

　本稿では､ 既述のように､ 教育手法が学生の教育効果にいかなる影響をもたらすのかに
ついて明らかにするのが目的であるため､ 授業評価アンケートの結果の中から､ 教育効果
を示すと考えられる質問項目をピックアップして､ それと教育手法との関係を考察する。
教育効果を表す指標は学問上､ 様々な定義があるものと考えられる。しかし､ 本学で実施
している授業評価アンケートに基づいて分析を行うことから､ 不十分なところもあると思
われるが､ 本稿では以下の質問項目に注目して検討する（表 2 を参照のこと）。
　さしあたって､ 分析の視点として､ 教育効果を表す項目を 3 点挙げる。すなわち､ ①分
かりやすい講義､ ②自発的な学修の促進､ ③さらなる学問への動機付け､ である。教育効
果を表す最も基本的な事項は､ やはり学生が理解できた､ あるいは､ 学生の理解が深まっ
たということであり､ それには､ 難解なことを難しく教えても意味がない。いかに平易に
教えて学生の理解につなげるのかということであるため､ 評価の第 1 の柱として､ 分かり
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やすい講義を行っていたかどうかに関するアンケート項目（具体的には 4 つの質問項目を
抽出した）の評価に注目した。次に､ 学習効果を表す指標として着目したのが第 2 の柱と
して位置づけている自発的な学修の促進である（2 つの質問項目を抽出した）。学生は毎週
講義に出席し､ 試験を受験して合格点をとれば単位が得られて､ それでその科目を理解し
たということには必ずしもならない。1 単位を獲得するには､ 1 時間の授業を 15 回受ける
ことに加えて､ その前後に合わせて 2 時間の予復習を行うことが大学設置基準で定められ
ている。したがって､ 学習効果が上がったことは授業外の学修も促進したことを担保しな
ければならない。これは単位の実質化の議論と関連するものである。第 3 の柱はさらなる
学問への動機付けである（2 つの質問項目を抽出した）。これは教育の目標をどこに置く
のかという議論の中で最近注目されている点である。すなわち､ 教育評価の目標が､ 学生
が何を学んだかに重点を置いてきた従来の目標から､ 学びを通じて学生のさらなる向学心
を引き出すことができたかという学問を自発的に行うことの動機付けに重きを置くように
変わってきていることである 1）。2 つの質問項目のうち後者がそれを測定する指標として
2010 年の質問項目の加除修正で追加されたものである。

表 2　注目するアンケート項目と教育効果を示す分野

教育効果の
分野 授業評価アンケートの質問項目 略称

分かりやす
い講義

この授業の教員は熱意をもって授業をしていた。 熱意
この授業の教員は教材（テキスト・プリント・AV 機器など）を適切に
用いた。 教材

この授業は理解しやすかったですか？ 理解
この授業の教員は理解させるための工夫をしていた授業をしていた。 工夫

自発的な学
修の促進

この授業 1 ケ月あたり、授業時間以外に予習復習等の学習にどのくらい
取り組みましたか。 予復習

この授業で指定された教科書 ･ 参考書等は読みましたか。 教科書
さらなる学
問への動機
付け

この授業の内容に興味が持てましたか？ 興味
この授業を受けて、より専門的な科目を受けようと思いましたか。 専門

総合評価 総合的に判断してこの授業に満足した。 満足

5．分析結果とそれに基づく含意

5.1．アンケート結果の概観

　検討対象科目である「経済開発論」の学生に対する学習効果に関する結果は表 3 の通り
である。数値がない項目は 2010 年の加除修正によって廃止ないし追加されたことによるも
のである。また､ 数値に下線があるものは､ 学部全体の平均値よりも低い値のものである。
　この結果から浮き彫りにできる特徴の 1 つは､調査対象期間中､初年度において学生の「総
合評価」が最も低いことである。その理由には様々な要因があったものと思われるが､ 今
回注目している学習効果を表す項目に限ると､学生は「教員の熱意を感じられない」や「講
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義自体が理解できなかった」と回答しており､ 分かりやすい講義を､ 心ならずも､ 心がけ
ていなかったことが原因の 1 つであることが浮き彫りになっている。2009 年度以降は､ 学
生の「総合評価」は改善し､それと連動して､教員の熱意と授業への理解度も回復している。

表 3　学生に対する教育効果の推移

教育効果の分野 質問項目
（略称） 2007 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度

分かりやすい講義 熱意 3.9 4.5 ― ― ―
教材 4.2 4.4 4.4 4.3 4.4
理解 3.5 4.0 4.2 3.8 3.8
工夫 ― ― 4.2 4.2 4.2

自発的な学修の促進 予復習 ― ― 2.2 2.1 2.0
教科書 ― ― 3.4 3.4 3.5

さらなる学問への動
機付け

興味 3.9 4.1 ― ― ―
専門 ― ― 3.9 3.5 3.7

総合評価 満足 3.8 4.1 4.3 4.1 4.0
（注 ）評価は 5 段階評価で行われている。（5：そう思う、4：おおむねそう思う、3：ふつう、2：

あまりそう思わない、1：そう思わない）。ただし、予復習については、5：2 時間以上、4：1
～ 2 時間、3：30 分～ 1 時間、2：30 分未満、1：取り組んでない、教科書については、5：ほ
とんど読んだ、4：ある程度読んだ、3：探した程度、2：全く読んでいない、1：指定されてい
ない、で評価されている。全体として、5 が最も良い結果を、１が最も悪い結果を表すものと
判断できる。

　　  下線は学部平均値を下回ることを意味する。

　しかし､ 2011 年度以降､ 再び講義に対する理解度が低下している。この期間は､「熱意」
に関する質問項目が廃止されたため､ 同じ項目で 2007 年度の場合と比較することができな
い。ただ､ 2010 年度に新たに追加された項目（予復習､ 教科書､ 専門）において学部平均
値を下回る評価になっている。2007 年度の総合評価が低かった際にも学部平均を下回る項
目があった。したがって､ 学習効果に関連する項目で､ 学部平均値を下回る評価がついて
いると､ 学生の理解度にマイナスの影響を及ぼすと推察することができる。
　以下では､ アンケート結果を教育効果に関する分野ごとに注目し､ 使用した教育手法と
関連づけて教育効果と教育手法との関連性について検討したい。

5.2．「分かりやすい講義」に関する検討

　まず､「分かりやすい講義」と教育手法との関連性である。図 1 には､ 表 3 の結果をグラ
フ化し､ それに講義で使用した補助教材との関係を示している。調査期間中､ 主教材であ
る教科書には何ら変更が加えられていない一方､ 講義で使用する補助教材であるパワーポ
イントのスライドは 2011 年度に変更されているので､ 補助教材を活用した教育手法と教育
効果との関係に注目して検討する。

− 171 −



教育手法が学生の教育効果に及ぼす影響について

5.2.1．補助教材の変更と継続使用の影響
　パワーポイントスライド 2007 年度版は､ 講義内容に大幅な変更を加えないで､ 過年度の
スライドに画像や図などを豊富に追加した微調整版である。とはいうものの､ 過年度のス
ライドがほぼ白黒といって良いほど単調なスライドであったことと比較すると､ 2007 年度
版は極めてカラフルになり､ その点で講義での説明方法は過年度と全く同じで済まされる
訳ではなく､ 若干の工夫が必要であった。
　その結果として､ 初年度である 2007 年度では､ 筆者自身がその新しいスライドに慣れて
いないことが､ 受講した学生の評価が低くなったことに表れていると考えられる。すなわ
ち､「熱意」および「理解」の 2 項目で評価が低かったことに加えて､「興味」についても
低評価である。
　しかし､ 基本的に同じスライドを継続して使用すると､ 教員のパワポスライドに対する
習熟度が上がることから､ 余裕を持って講義することができるようになる。そうすると､
そのことは学生の評価の改善につながっている。すなわち､「熱意」､「教材」､「理解」､「興
味」のすべての項目で評価が 4 に達し､ 総合評価も改善し､ 2010 年度には調査期間中最高
値を記録している。
　同様のことが､ 2011 年度にスライドを修正したことによる評価の全体的な低下の説明に
も当てはまる。パワーポイントスライド 2011 年度は内容こそ大幅な変更はないものの､ 内
容の理解を補助する手段として YouTube を利用した。これにより､ 以前とは授業の進度が

2
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4.5
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満足

熱意

教材

理解
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予復習

教科書

興味

専門

パワポスライド2007年度版 パワポスライド2011年度版

図1　学生に対する教育効果の推移
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異なり､ また､ YouTube の映像を講義と効果的に組み合わせて使用することが求められた
ため､ 以前と同じ調子で講義をすることができなくなった。しかし､ 2 年目には教育手法
に対する習熟度が上がったことから､ 若干ではあるが評価が改善した項目がある。

5.2.2．補助教材の工夫と学生の理解度
　教員は学生の理解向上を促進するために教材や教え方に様々な工夫をするものであると
いうのが一般的な理解であるといえよう。筆者もその例に漏れず講義をするにあたって板
書からパワーポイントに切り替え､ スライドをビジュアル化したり､ 画像を多用したり､
さらには､ ビデオや YouTube を活用し､ 教育手法に工夫している。教育手法を変更すると、
1 年目は多少不慣れなところもあるが､ 2 年目以降は習熟度が上がり､ スムーズな講義が次
第にできるようになっている。
　しかし､ このことは必ずしも学生の理解向上に一直線につながっているとは言えないこ
とが､ アンケート調査の結果からうかがわれる。それは､「教材」と「工夫」の項目の評価
が常に 4 点台前半という高水準を維持し続けているにも関わらず､ 学生の理解には波があ
るからである。特に､ 2010 年度と 2012 年度は「教材」の項目については共に 4.4 を記録し
ているが､「理解」については､ 2010 年度が 4.2 であったのに対して､ 2012 年度は 3.8 となっ
ており､ ギャップが顕著である。
　教材を適切に用いていたという学生からの高い評価にもかかわらず､ 講義が理解しにく
かったという評価に差が生じたのはいかなる理由であろうか。これは推測に過ぎないが､
学生は教員の教材に対する工夫については正当に評価しているといえる。しかし､ 教材に
対する工夫は必ずしも理解には直結しない。すなわち､ 教材や教え方に関するテクニック
は全くないよりはある方が望ましいであろうが､ それだけでは教育効果を上げるのに不十
分であるということのようである。要は､ テクニックを磨くことに終始せず､ 講義の内容
自体にも十分に注意を払う必要があるということを暗示しているようである。

5.3．「自発的な学修の促進」に関する検討

　自発的な学修については単位の実質化という観点からも極めて重要な項目である。学問
を修めるためには段階的な理解が求められるにもかかわらず､ 社会科学系の学問において
は､ 段階的な履修を経なくても現実にはなんとかなるということでこれまでは済まされて
きた。しかし､ 有為な人材を育成していく大学としての使命がある反面､ 学生の学力低下
という憂慮すべき事態が存在している現在､ 自発的な学修を促すことは極めて重要である。
　この点について､ 学生の評価をみると本講義は学生の自発的な学修を促進していないと
いう残念な結果になっている。「予復習」についてみると､ 1 ヵ月に割いた時間は平均して
わずか 30 分未満という結果になっており､そういう傾向がますます強くなっている。特に、
2011 年度と 2012 年度については学部平均値も下回っている。「教科書」については､ 探し
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た程度という結果であり､ 全く読んでいないよりは良いのかもしれないが､ これでは教科
書を指定している意味がほとんどないと言えるし､ 講義と主教材とが連動していないこと
になっている。
　こうした結果になった理由はある意味ではっきりしている。すなわち､ 予復習が必要と
されるように講義が進められていないことに主因がある。予復習を学生に勧めること､ 教
科書の特定箇所を予復習するように明確に指導するように､ 意識的に工夫することが求め
られる。

5.4．「さらなる学問への動機付け」に関する検討

　従来は講義を通じて何を学んだかという知識について重視してきたが､ 最近では､ それ
に加えて､ 講義を通じてさらなる学問への動機付けを促すことができたかという点も重要
視されるようになってきている。自発的な学修と同様に､ 学問の修得は授業のみで実施さ
れるのではなく､ 授業外でも学生が自発的に行っていくことが大切であると考えられるよ
うになってきているし､ それを促すような教育を行うことが求められるようになっている。
　それに関するアンケート結果が「興味」ないし「専門」で示されている。学問的な関心
を引き出すためには､ まず学問に興味を抱いてもらうことである。そういう意味では「興
味」の項目が 2007 年度から 2009 年度にかけて上昇しているのは望ましいと言える。ただ
し､この項目は廃止されたので､2010 年度から「専門」という新たな項目が追加されている。
この項目は､2010 年度及び 2011 年度については「この授業内容は他の専門科目と関連があっ
たか」という質問であり､ 2012 年度については「この授業を受けてより専門的な科目を受
けようと思ったか」という質問に変更されており､ 全く同じものとは言えない。この点を
配慮して検討する必要があるが､ 結果については高い水準とは言えない。他の専門科目と
の関連性でいえば､ 本講義は国際経済論､ 国際貿易論､ 人口経済論などとの関連性が高い
と思われ､ そのような講義にもなっているが､ 学生にはこの点が十分に伝わっていないよ
うである。
　ただ､もっと重要なことは､2012 年度の「専門」の評価が 3.7 と学部平均値 (3.8) を下回っ
ていることである。つまり､ 本講義は学生の学問的な発展・展開を十分に促すことができ
ていないのである。あるいは､ 展開科目という位置づけの経済開発論は基本科目である国
際経済論､ 国際貿易論の発展という形で履修するというカリキュラムになっているから､
この項目の評価が比較的低くなっているのかもしれない。この点については､ 今後質問の
仕方を工夫する必要があるかもしれない。

5.5．アンケート結果から導かれる教育手法と教育効果との関連性に関する含意

　上述の検討結果を踏まえて､ 教育手法と教育効果との関連性について次のような含意を
導き出すことができるのではないかと考える。
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　第 1 に､ 講義内容に習熟し､ 余裕を持って講義を行うことが学生の理解を促すといえる。
したがって､ 頻繁に講義内容を変更することは必ずしも学生の教育効果を上げるとは言え
ず､ むしろ引き下げるという逆効果になる場合もある。
　第 2 に､ 講義に対する工夫は必要であるが､ テクニックばかりに凝ったところで学生の
教育効果につながるとは限らないことである。学生の理解度を上げるためには､ 当然のこ
とながら内容にも十分な注意を払わなければならない。
　第 3 に､ 学修は授業内だけで済むのではなく､ 授業外でも行うことの重要性がますます
認識されている。これについては､ 学生に対して意識的に予復習を促し､ 関連文献の紹介
やさらなる学習機会を与えて､ 学生の学問への動機付けを奨励する必要がある。

6．おわりに

　本稿では､ 筆者が担当する講義の過去 5 年分の授業評価アンケートに基づいて､ 教育手
法と学生に対する教育効果との関係について分析した。その結果として浮き彫りにされた
課題は､ 本講義では何を教授するのかという従来型の知識偏重型に終始し､ 学生の学問的
動機付けを促すような講義にはなってこなかったということである。この点について､ 今
後の講義では意識的に取り組んでいきたいと感じている。
　なお､ 今回の検討は教材と教育効果に関する含意を導いてはいるものの､ 筆者個人の講
義とそれに基づく授業評価アンケートのみを調査の対象とした極めて限定的な分析に基づ
く一応の帰結である。そのため､ 一般的な適応性という点では極めて不適切であり､ 調査
対象科目のサンプル数を多くした本格的な研究では全く異なる結果が出ることが予想され
る。本稿の帰結はこの点を十分に勘案の上で受け入れるのが望ましいと考える。

（注）

1）佐藤（2012）及び山田（2013）による。
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