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はじめに 

東京未来大教育改善向上委員会  

委員長 小林久美 

                               

 平成 19 年の開学以来、教育改善向上（Faculty Development 以下、FD）委員会は、積

極的に FD 活動に取り組んで参りました。大学設置基準が求めている「研修会の実施」、「教

員相互の授業参観」、「授業評価アンケート」をはじめ、他にも紀要論文を含む FD 報告書の

作成、学士力（汎用的・専門的スキル）の策定、アクティブラーニングの導入、ベストテ

ィチャーの選出、ベストティチャー賞による授業研究・模擬授業など、さまざまな取組み

を行って参りました。 

平成 27 年に実施された調査「大学における教育内容等の改革状況について」に掲載され

ている数値をみると、教員の FD への参加率は、全員が参加した大学約 13％、４分の３以

上が参加した大学約 43％とあり、全教職員が参加している本学の状況がいかに優秀である

かが分かります。これも偏に教職員のみなさまのご支援・ご協力のおかげであることは言

うまでもありません。厚く御礼申し上げます。 

 今年度の FD 委員会は、例年の「研修会の実施」、「教員相互の授業参観」、「授業評価アン

ケート」に加え、「教職課程コアカリキュラム研修会」の企画、学生の FD 活動への参加の

一環として、授業評価アンケートに対する「学生への聞き取り調査」、「FD 年報論文の特別

号」発行などを実施して参りました。学生の授業評価アンケートについては、実施方法を

見直さざるを得ない問題もありましたが、次年度に向けて十分な対策を議論する中で、Web

による実施の検討が進みました。 

 さて、現在、小中高等学校では主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善が推進

されています。これから、ますますユニークな学習方法で主体的に学習してきた生徒が大

学に入学してくるでしょう。それに対応して、私たちも学生の深い学びによる満足度の上

昇を目指し、常に授業力を向上させる必要があります。 

今後も FD 委員会では、教職員の FD 活動を支援していけるよう委員一同で取り組んで参り

たいと思っております。これからも、どうぞ、ご協力の程、お願い申し上げます。 

 

平成 30 年 3 月 31 日 
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1．平成 29 年度教育改善向上（FD）活動記録 

月 日 活動内容  
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26 第 1 回教育改善向上(FD)委員会 

【報告事項】 

1．規定確認 

【審議事項】  

1. 平成 29 年度 FD 委員会方針および担当について  

2. 委員会資料の回覧について  

3. 委員会資料の保管方法について  

4. FD 活動年報の発行について  

5. その他 

◆平成 29 年度予算について  

◆非常勤講師の授業力向上に向けて  
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24 第 2 回教育改善向上(FD)委員会 

【報告事項】  

1. 平成 27 年度および平成 28 年度 FD 活動年報の発行  

2. 平成 28 年度秋学期授業評価アンケート所見の回収  

【審議事項】  

1. 研修会開催報告のお願いおよび様式  

2. 学生の FD 活動参加について（授業評価アンケートの見直し）について  

3. 平成 29（2017）年度年報論文の発行日  

4. 自己点検報告書および計画書（小林）  

5. 春学期の授業相互参観について  
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19 

 

21 

春学期授業相互参観（〜7/14 まで強化週間）  

 

第 3 回教育改善向上(FD)委員会 

【報告事項】  

1. 大学トップセミナー2017 について 

2. FD メーリングリストについて  

3．再課程認定審査に向けた学内紀要等の増巻（増号）等について  

4. 教職課程 FD 研修について  

5．授業評価アンケートのデータ入力・分析の進捗  

【審議事項】  

1. 平成 29 年度 FD 年報発行スケジュールについて 

2. 研究推進委員会発行「研究推進レターの原稿」について  

3. 授業評価アンケートに関する学生への調査  
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11 

 

19 

春学期授業評価アンケート（〜7/31） 

 

第 4 回教育改善向上(FD)委員会  

【報告事項】  

年報紀要エントリー一覧 

【審議事項】  

1. 年報紀要様式について  

2. 全体会議での研修会（教職課程 FD および FD） 

3. SPSS ライセンス契約終了に関する経緯の確認  



 

８ 
  

９ 

19 

 

 

27 

全体会議；教職課程 FD 研修会第Ⅰ部「教職コアカリキュラム」  

および教務委員会合同研修第Ⅱ部「学修評価」  

 

第 5 回教育改善向上(FD)委員会 

【報告事項】  

1. 年報論文進捗  

2. 春学期授業評価アンケートについて  

3. 春学期の授業相互参観の結果について  

4. 他大学の報告書の図書館設置について 

5. 大学トップセミナーの資料を頂くことの共有  

【審議事項】 

1. 年報論文予算について  

2. 春学期授業評価アンケートの所見提出について  

3. 前年度所見の整理（図書館閲覧用）  

4. 研修後のアンケートフォーム 

5. 秋学期の授業評価アンケート  

6. 秋学期の研修  

7. 秋学期の授業相互参観  
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第 6 回教育改善向上(FD)委員会 

【報告事項】  

1. 春学期授業相互参観の結果  

2. 春学期授業評価アンケートの分析  

3. 授業評価研修事後アンケート結果  

4. 年報論文進捗  

5. 次年度以降の授業評価アンケート見直しの進捗  

6. 通信授業評価アンケート配布について  

7. その他 

◆春学期授業評価アンケートの紛失について  

◆授業時における環境整備について  

【審議事項】 

1. 自己点検・評価・活動進捗状況（案）  

2. 春学期授業評価アンケートの所見提出について  

3. 秋学期授業評価アンケートについて  

4. 秋学期授業相互参観について  

 

授業評価アンケートについての意見のヒアリング 1 
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22 第 7 回教育改善向上(FD)委員会 

【報告事項】  

授業評価アンケート紛失についてのモチベーション行動科学部教授会から

の質問 

【審議事項】 

1. 授業評価アンケート紛失についての学生への公表  

2. 授業評価アンケート紛失に関わる個人情報流出について  



3. 自己点検・評価・活動進捗状況（案）  

4. 両学部共通の所見提出の方法について  

5. 秋学期の授業見学について  
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授業評価アンケートについての意見のヒアリング 2 

 

秋学期授業相互参観（〜12/22 まで強化週間）  

 

第 8 回教育改善向上(FD)委員会 

【報告事項】  

1. 次年度の授業評価アンケート Web 化に向けて  

2. 授業評価アンケートの学生への聞き取り  

3. 今年度予算支出状況について  

4. 春学期授業評価アンケート結果の分析  

【審議事項】 

1. 次年度予算について  

2. 秋学期の授業見学について  

 

平成 29 年度 教育改善向上(FD)年報 vol. 3 発行 

 

1 

16 

 

31 

春学期授業評価アンケート（〜2/2） 

 

第 9 回教育改善向上(FD)委員会 

【報告事項】  

1. 次年度予算申請  

2. FD 年報論文発行  

3. 授業評価アンケート紛失に対する学生告知  

4. 秋学期授業評価アンケートメディア授業については対象外  

【審議事項】 

1. 全体会議の研修について  

2. FD 活動年報および 2017 年度自己点検報告状況  
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28 第 10 回教育改善向上(FD)委員会 

【審議事項】 

1. 3 月全体会議での研修会について  

2. 「授業評価アンケート」（2017 年度春学期から）の活用について  

【報告事項】  

1. FD 研修会の授業評価アンケート結果報告の内容  
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26 

 

31 

全体会議；  FD 研修会 

 

平成 29 年度 教育改善向上(FD)活動年報 発行 

 

 

 

 

 



２．学生の授業評価について 

（１）平成 29 年度（春学期・秋学期）実施内容  

 

 東京未来大学では、「学生のための大学」という基本的理念に基づき、大学開設年度であ

る平成 19 年度から、自己点検評価改善委員会の指導の下、「学生による授業評価」を春学

期と秋学期に実施してきている。この評価は、授業および授業環境をよりよいものにして

いくことを目的としており、平成 29 年度は 11 年目にあたる。  

平成 27 年度において、従来の授業評価で用いていた調査票（以下、授業評価アンケー

ト）の内容について、大幅に改訂をおこなった。平成 29 年度も継続して改訂した調査票

を使用した。今年度の実施内容については以下に記載する。  

 

1）授業評価アンケートの内容 

授業評価アンケートは、マークシート式（資料 1）と自由記述式（資料 2）の 2 タイ

プであり、内容は以下のとおりである。  

 

① 項目数  

マークシートの項目数は 14 である。このうち、11 項目は「授業内容」、「授業方法」、

「教員」、「満足度」、「難易度」に関する質問であり、残りの 3 項目は「教員による

独自質問」であった。自由項目の設定により、各授業に応じた実態を把握し、後の

自身の教育に反映されることが期待される。  

 

② 質問項目の構成 

マークシート形式のアンケート用紙は、6 つの質問領域から構成されている。1 番目

は「A．授業内容」（4 項目）、2 番目は「B．授業方法」（2 項目）、3 番目は「C．教

員」（2 項目）、4 番目は「D．満足度」（2 項目）、5 番目は「E．教員による独自質問」

（3 項目）、6 番目は「F．難易度」（1 項目）である。「A．授業内容」から「E．教

員による独自質問」までの 13 項目に対して、5 段階評価（5．そう思う、4．ややそ

う思う、3．どちらともいえない、2．あまりそう思わない、1．そう思わない）で回

答を求め、質問項目の内容が当該授業にあてはまらない場合には「0．該当しない」

をマークするよう教示した。また、「F．難易度」については、回答の選択肢を変え

て 5 段階評価（5．難しい、4．やや難しい、3．ちょうどよい、2．やや易しい、1．

易しい）にて尋ねた。  

 



③ 記名式 

マークシート式では学籍番号と氏名を記す記名式とした。その理由は主に以下の 2

点である。まず、回答する学生に回答の責任を認識してもらうことを求め記名式と

した。また、今後の IR との連携も考慮し、データのマッチングを考慮し記名式とし

た。 

 

④ 自由記述 

自由記述アンケートの内容は，授業についての「よかった点」と「改善点」を問う内

容になっている。  

 

２）授業評価アンケートの実施内容 

 

① 実施期間 

 春学期は第 13回から第 15回、秋学期は第 14回から第 15回の授業内を目処に実施した。  

 

② 実施方法 

 授業評価アンケートは、専任教員および非常勤講師を対象に、東京未来大学こども心理

学部およびモチベーション行動科学部にて開講されている全教科において実施された。実

施にあたり、春学期は、授業を担当している専任教員および非常勤講師宛に、あらかじめ

「学生による授業評価アンケートの実施のお願い・実施要領」（春学期：資料 3，秋学期：

資料 4）をメール添付にて配布した。  

 

③ 回収と提出方法 

回答されたマークシート形式のアンケート用紙は、代表の学生によってエンロール・マ

ネジメント室（以下 EM 室）に運ばれた後、自己点検評価改善委員会によって回収された。  

 自由記述形式のアンケート用紙は、授業の良かった点と改善点を問う質問からなり、担

当教員によって回収された。 

 

３）授業アンケート（春学期）の紛失と対策 

春学期に実施したマークシート式の授業アンケート 13 科目分の紛失が、2017 年 8 月に

発覚した。今後、実施したアンケートを紛失することのないよう、秋学期の実施時には、

アンケート回収から提出にあたり、次のような対策を講じた。①アンケート回収は従来通

り受講生代表者に行ってもらい、授業後 EM 室まで届けてもらう。②その際、紛失防止のた

めに届け出た受講生代表者と受け取った EM 室担当者の双方が管理台帳に記名する。このよ

うな対策は、秋学期「学生による授業評価アンケートの実施のお願い・実施要領」（資料 4）



の実施要領中に記載され、実施時に教員に読み上げてもらった。 

なお、アンケートの紛失について、教員には教授会、学生にはコルズを通じ、報告がな

された。 

 

３）今後の予定 

 2019 年度春学期にはアンケートの WEB 化を予定している。WEB 化に伴い、アンケートの

配布・回収はなくなるため、アンケートの紛失は防げる見込みである。また、アンケート

を WEB 化することにより、教員はその場でアンケートの単純集計を確認できるようになる。

アンケート単純集計の即時化は、アンケート結果を受けて、教員が学生に授業内でフィー

ドバックを行うことを可能にする。そのため、現状では授業アンケート結果に対する所見

を数か月遅れて書面によって開示しているが、WEB 化によって教員から学生に対する対面

でのコメントも可能になる。アンケートの結果と所見の即時化することにより、授業にお

ける改善点や今後も継続してほしい点などがより明確になることを期待する。 

しかし、アンケートの WEB 化は、紙媒体での実施よりも回答率が下がることが報告され

ている。そのため、どのように実施すればできるだけ回答率を下げることなくアンケート

を実施することができるのかについて検討を要する。アンケート WEB 化に伴うメリット・

デメリットを精査しつつ、円滑なアンケートの実施に向けて実施方法の策定を目指す。 

 

（２）平成 29 年度春学期アンケート分析結果 

2017 年度春学期授業アンケートについて、下の「2017 年度授業アンケート分析一覧」（資

料 5）のとおり、項目１～10 と項目 14 の基本統計量およびクラスター分析による平均項目

得点を算出した。項目 11～13 は、科目担当教員による自由設問のため、分析対象から除外

した。項目 1～10（5 件法）は、評定値が高いほど「そう思う」を表す。表 2 の基本統計量

を見ると、いずれの項目も評価の平均値が４点を超えており、総じて質の高い授業が行わ

れたと考えられる。なお、項目 1 から 10 において「該当しない」と回答された場合は、分

析から除外した。また、項目 14（5 件法）は授業の難易度に関する項目であり、得点１が

低難度、得点５が高難度を表す。表 2 を見ると春学期・秋学期ともに 3.5 前後の評価であ

り、授業の難易度は適切であったと思われる。 

図 1-1 および図 1-2 のとおり、10 項目に対し、Word 法（平方ユークリッド距離）によ

るクラスター分析を行った結果、次の 4 つのクラスターが得られた。クラスター1 は、「教

員ははっきりとした声で説明をしていたと思いますか」、「教員は熱意をもって授業をして

いたと思いますか」など、4 つの項目から構成されており、教員の授業運営の在り方に関

する項目がまとまっていた（「教員」）。クラスター2 は、「準備された配布資料やビデオ、

スライドは十分だったと思いますか」、「授業の内容は授業のテーマに沿っていたと思いま



すか」の 2 つの項目から構成されており、授業内容と事前の授業準備に関する項目でまと

まっていた（「授業内容」）。クラスター３では、「準備された配布資料やビデオ、スライド

は十分だったと思いますか」、「あなたは、この授業を受けたことがない人に進めたいと思

いますか」の２つの項目から構成されており、学生自身の授業満足度に関する項目でまと

まっていた（「満足」）。クラスター4 は、「質問したり、ディスカッションをしたりする機

会は十分にあったと思いますか」、「課題が提示されるなど、自ら学ぶように促されたと思

いますか」の 2 つの項目から構成されており、能動的学習に関わる授業方法に関する項目

でまとまっていた（「授業方法」）。いずれのクラスターも、春学期と秋学期で同じ構造が得

られた。平均項目得点は 4 点を超える高評価であり、中でも「教員」と「授業内容」の評

価が高かった（表 3）。 

 

2017 授業アンケート分析一覧（資料 5） 

表 1 学年、学部・専攻、性別による回答件数（重複回答） 

表 2 各項目の基本統計量（全体） 

図 1-1 春学期アンケートのクラスター分析結果 

図 1-2 秋学期アンケートのクラスター分析結果 

表 3 クラスター分析に基づいた基本統計量（全体） 

表 4-1 学部・専攻別の基本統計量（春学期） 

表 4-2 学部・専攻別の基本統計量（秋学期） 

図 2-1-1～2-1-11 学部・専攻別の各項目の度数分布（％）（春学期）  

図 2-2-1～2-2-11 学部・専攻別の各項目の度数分布（％）（秋学期） 

表 5-1～5-3 講義形態と学部・専攻別の基本統計量（春学期） 

表 5-4～5-6 講義形態と学部・専攻別の基本統計量（秋学期） 

 

（３）通信教育課程におけるアンケートの実施内容  

 

 通信教育課程においても、授業評価アンケートの実施を継続している。ここでは、アン

ケートの「種類」、「実施内容」、「今後の予定」について述べる。  

 

１） 通信課程における授業評価アンケートの種類 

 通信課程において、授業評価アンケートは、その実施形態によって 3 つの種類が存在し

ている。3 種は以下のとおりである。  

・対面スクーリング  

・メディアスクーリング 



・テキスト 

 

 それぞれ、実施形態に合わせて授業評価アンケートの内容は異なっている。  

２） 通信課程における授業評価アンケートの実施内容 

 実施については、通信課程スタッフにより、指示等がなされ実施がおこなわれている。

先述のとおり、授業評価アンケートの内容はそれぞれ異なっており、また、それぞれの実

施形態に合わせて授業評価アンケートの実施がおこなわれている。基本的に、web 上での

回答を求め、データの収集がおこなわれる。  

 項目については、微細な修正がおこなわれたうえで、実施が続けられている。現状の項

目を通学課程の項目と対応させたものが資料 6 である。  

 

３） 今後の予定 

 現時点では、通学課程と通信課程の授業評価アンケートは、別個に実施されていること

もあり、通学課程と通信課程の比較検討などはおこなわれていない。また、通信課程のデ

ータに対する分析が十分ではない可能性もある。得られたデータを有効に活用する方法を、

今後検討していくことも重要といえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．学生の授業評価について 

（１）平成 29 年度（春学期・秋学期）実施内容  

 

 東京未来大学では、「学生のための大学」という基本的理念に基づき、大学開設年度であ

る平成 19 年度から、自己点検評価改善委員会の指導の下、「学生による授業評価」を春学

期と秋学期に実施してきている。この評価は、授業および授業環境をよりよいものにして

いくことを目的としており、平成 29 年度は 11 年目にあたる。  

平成 27 年度において、従来の授業評価で用いていた調査票（以下、授業評価アンケー

ト）の内容について、大幅に改訂をおこなった。平成 29 年度も継続して改訂した調査票

を使用した。今年度の実施内容については以下に記載する。  

 

1）授業評価アンケートの内容 

授業評価アンケートは、マークシート式（資料 1）と自由記述式（資料 2）の 2 タイ

プであり、内容は以下のとおりである。  

 

⑤ 項目数  

マークシートの項目数は 14 である。このうち、11 項目は「授業内容」、「授業方法」、

「教員」、「満足度」、「難易度」に関する質問であり、残りの 3 項目は「教員による

独自質問」であった。自由項目の設定により、各授業に応じた実態を把握し、後の

自身の教育に反映されることが期待される。  

 

⑥ 質問項目の構成 

マークシート形式のアンケート用紙は、6 つの質問領域から構成されている。1 番目

は「A．授業内容」（4 項目）、2 番目は「B．授業方法」（2 項目）、3 番目は「C．教

員」（2 項目）、4 番目は「D．満足度」（2 項目）、5 番目は「E．教員による独自質問」

（3 項目）、6 番目は「F．難易度」（1 項目）である。「A．授業内容」から「E．教

員による独自質問」までの 13 項目に対して、5 段階評価（5．そう思う、4．ややそ

う思う、3．どちらともいえない、2．あまりそう思わない、1．そう思わない）で回

答を求め、質問項目の内容が当該授業にあてはまらない場合には「0．該当しない」

をマークするよう教示した。また、「F．難易度」については、回答の選択肢を変え

て 5 段階評価（5．難しい、4．やや難しい、3．ちょうどよい、2．やや易しい、1．

易しい）にて尋ねた。  

 



⑦ 記名式 

マークシート式では学籍番号と氏名を記す記名式とした。その理由は主に以下の 2

点である。まず、回答する学生に回答の責任を認識してもらうことを求め記名式と

した。また、今後の IR との連携も考慮し、データのマッチングを考慮し記名式とし

た。 

 

⑧ 自由記述 

自由記述アンケートの内容は，授業についての「よかった点」と「改善点」を問う内

容になっている。 

 

２）授業評価アンケートの実施内容 

 

③ 実施期間 

 春学期は第 13回から第 15回、秋学期は第 14回から第 15回の授業内を目処に実施した。  

 

④ 実施方法 

 授業評価アンケートは、専任教員および非常勤講師を対象に、東京未来大学こども心理

学部およびモチベーション行動科学部にて開講されている全教科において実施された。実

施にあたり、春学期は、授業を担当している専任教員および非常勤講師宛に、あらかじめ

「学生による授業評価アンケートの実施のお願い・実施要領」（春学期：資料 3，秋学期：

資料 4）をメール添付にて配布した。 

 

③ 回収と提出方法 

回答されたマークシート形式のアンケート用紙は、代表の学生によってエンロール・マ

ネジメント室（以下 EM 室）に運ばれた後、自己点検評価改善委員会によって回収された。  

 自由記述形式のアンケート用紙は、授業の良かった点と改善点を問う質問からなり、担

当教員によって回収された。 

 

３）授業アンケート（春学期）の紛失と対策 

春学期に実施したマークシート式の授業アンケート 13 科目分の紛失が、2017 年 8 月に

発覚した。今後、実施したアンケートを紛失することのないよう、秋学期の実施時には、

アンケート回収から提出にあたり、次のような対策を講じた。①アンケート回収は従来通

り受講生代表者に行ってもらい、授業後 EM 室まで届けてもらう。②その際、紛失防止のた

めに届け出た受講生代表者と受け取った EM 室担当者の双方が管理台帳に記名する。このよ

うな対策は、秋学期「学生による授業評価アンケートの実施のお願い・実施要領」（資料 4）



の実施要領中に記載され、実施時に教員に読み上げてもらった。 

なお、アンケートの紛失について、教員には教授会、学生にはコルズを通じ、報告がな

された。 

 

３）今後の予定 

 2019 年度春学期にはアンケートの WEB 化を予定している。WEB 化に伴い、アンケートの

配布・回収はなくなるため、アンケートの紛失は防げる見込みである。また、アンケート

を WEB 化することにより、教員はその場でアンケートの単純集計を確認できるようになる。

アンケート単純集計の即時化は、アンケート結果を受けて、教員が学生に授業内でフィー

ドバックを行うことを可能にする。そのため、現状では授業アンケート結果に対する所見

を数か月遅れて書面によって開示しているが、WEB 化によって教員から学生に対する対面

でのコメントも可能になる。アンケートの結果と所見の即時化することにより、授業にお

ける改善点や今後も継続してほしい点などがより明確になることを期待する。 

しかし、アンケートの WEB 化は、紙媒体での実施よりも回答率が下がることが報告され

ている。そのため、どのように実施すればできるだけ回答率を下げることなくアンケート

を実施することができるのかについて検討を要する。アンケート WEB 化に伴うメリット・

デメリットを精査しつつ、円滑なアンケートの実施に向けて実施方法の策定を目指す。 

 

（２）平成 29 年度春学期アンケート分析結果 

2017 年度春学期授業アンケートについて、下の「2017 年度授業アンケート分析一覧」（資

料 5）のとおり、項目１～10 と項目 14 の基本統計量およびクラスター分析による平均項目

得点を算出した。項目 11～13 は、科目担当教員による自由設問のため、分析対象から除外

した。項目 1～10（5 件法）は、評定値が高いほど「そう思う」を表す。表 2 の基本統計量

を見ると、いずれの項目も評価の平均値が４点を超えており、総じて質の高い授業が行わ

れたと考えられる。なお、項目 1 から 10 において「該当しない」と回答された場合は、分

析から除外した。また、項目 14（5 件法）は授業の難易度に関する項目であり、得点１が

低難度、得点５が高難度を表す。表 2 を見ると春学期・秋学期ともに 3.5 前後の評価であ

り、授業の難易度は適切であったと思われる。 

図 1-1 および図 1-2 のとおり、10 項目に対し、Word 法（平方ユークリッド距離）によ

るクラスター分析を行った結果、次の 4 つのクラスターが得られた。クラスター1 は、「教

員ははっきりとした声で説明をしていたと思いますか」、「教員は熱意をもって授業をして

いたと思いますか」など、4 つの項目から構成されており、教員の授業運営の在り方に関

する項目がまとまっていた（「教員」）。クラスター2 は、「準備された配布資料やビデオ、

スライドは十分だったと思いますか」、「授業の内容は授業のテーマに沿っていたと思いま



すか」の 2 つの項目から構成されており、授業内容と事前の授業準備に関する項目でまと

まっていた（「授業内容」）。クラスター３では、「準備された配布資料やビデオ、スライド

は十分だったと思いますか」、「あなたは、この授業を受けたことがない人に進めたいと思

いますか」の２つの項目から構成されており、学生自身の授業満足度に関する項目でまと

まっていた（「満足」）。クラスター4 は、「質問したり、ディスカッションをしたりする機

会は十分にあったと思いますか」、「課題が提示されるなど、自ら学ぶように促されたと思

いますか」の 2 つの項目から構成されており、能動的学習に関わる授業方法に関する項目

でまとまっていた（「授業方法」）。いずれのクラスターも、春学期と秋学期で同じ構造が得

られた。平均項目得点は 4 点を超える高評価であり、中でも「教員」と「授業内容」の評

価が高かった（表 3）。 

 

2017 授業アンケート分析一覧（資料 5） 

表 1 学年、学部・専攻、性別による回答件数（重複回答） 

表 2 各項目の基本統計量（全体） 

図 1-1 春学期アンケートのクラスター分析結果 

図 1-2 秋学期アンケートのクラスター分析結果 

表 3 クラスター分析に基づいた基本統計量（全体） 

表 4-1 学部・専攻別の基本統計量（春学期） 

表 4-2 学部・専攻別の基本統計量（秋学期） 

図 2-1-1～2-1-11 学部・専攻別の各項目の度数分布（％）（春学期）  

図 2-2-1～2-2-11 学部・専攻別の各項目の度数分布（％）（秋学期） 

表 5-1～5-3 講義形態と学部・専攻別の基本統計量（春学期） 

表 5-4～5-6 講義形態と学部・専攻別の基本統計量（秋学期） 

 

（３）通信教育課程におけるアンケートの実施内容  

 

 通信教育課程においても、授業評価アンケートの実施を継続している。ここでは、アン

ケートの「種類」、「実施内容」、「今後の予定」について述べる。  

 

４） 通信課程における授業評価アンケートの種類 

 通信課程において、授業評価アンケートは、その実施形態によって 3 つの種類が存在し

ている。3 種は以下のとおりである。  

・対面スクーリング  

・メディアスクーリング 



・テキスト 

 

 それぞれ、実施形態に合わせて授業評価アンケートの内容は異なっている。  

５） 通信課程における授業評価アンケートの実施内容 

 実施については、通信課程スタッフにより、指示等がなされ実施がおこなわれている。

先述のとおり、授業評価アンケートの内容はそれぞれ異なっており、また、それぞれの実

施形態に合わせて授業評価アンケートの実施がおこなわれている。基本的に、web 上での

回答を求め、データの収集がおこなわれる。  

 項目については、微細な修正がおこなわれたうえで、実施が続けられている。現状の項

目を通学課程の項目と対応させたものが資料 6 である。  

 

６） 今後の予定 

 現時点では、通学課程と通信課程の授業評価アンケートは、別個に実施されていること

もあり、通学課程と通信課程の比較検討などはおこなわれていない。また、通信課程のデ

ータに対する分析が十分ではない可能性もある。得られたデータを有効に活用する方法を、

今後検討していくことも重要といえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．教員の授業相互参観について 

本学は、教員の授業力向上を目指して、専任教員、非常勤教員ともに授業相互参観を実

施している。この授業相互参観により、他者の授業の参考になる点を取り入れ、自らの授

業実践を省察することを年に 2 回行っている。今年度は、数多くの授業を参観できること

を保障するために、昨年度と比べ授業相互参観の期間を長くした。原則春学期、秋学期と

もに各教員 2 つ以上の授業相互参観を推奨している。  

授業参観後は、自由記述形式のアンケートを実施し、①参観した授業の科目名・教員名、

②参観日時、③参観した授業において参考になったことについて Web アンケートを行った。 

 

（１）春学期 

春学期の実施期間は、2017年 6月 19日(月)から 7月 14日(金)の約１か月間であった。 

授業相互参観後のアンケート締め切りは、2017 年 8 月 18 日(金)であり、回答者は、35

人（EM 局 17 名、心理 4 名、保育・教育 10 名、モチベ 4 名）、回答数は 64 件であった。 

 春学期の感想例としては、下記のような内容が示された。 

 

＜環境設定＞ 

・タイマーを全員が見える位置に配置しており、時間に対する意識への工夫がなされてい

た。 

＜教員の話し方＞ 

・授業冒頭でメモの促しを行っており、参加意欲を掻き立てていた。  

・先生の快活なテンポの良い話し方に加え、今朝のワイドショーで取り上げられていた最

新の時事ネタにからめて授業を進められており、学生が飽きることなく話を聞いていた。 

・話し方に「間」があり、聞き取りやすかった。  

＜授業方法＞ 

・アクティブラーニングを取り入れ、受講生が興味を持ち、自ら考える、まさに学生が能

動的に授業に参加する授業形態が参考になった。  

・グループごとに取り組み、先生方が念入りにフィードバックされ、かつ個人指導されて

いたので、学びがいのある内容だと感じた。  

・ペア決めの際に、学生を起立させていて、大人数の授業では効果的だなと思った。  

・先生が話しているときは学生が静かにしており、カウンセリングのロールプレイになる

ときちんとやっていたので、授業として統制がとれていて良いと思った。  

・映像資料を効果的に用いている。  

 



＜授業構成＞ 

・授業の最初に教科書的な要点が強調して扱われ、後半には実際に子どもに向かい合う際

の心構え、態度にまで言及しており、1 回の授業の中の流れがすばらしいと感じた。  

・授業内で取り上げている様々な幼稚園・保育園の特色を羅列しながら、どの方針や保育

方法も否定しなかいところがよかった。また、写真が多く、情報が伝わりやすかった。  

・充分に授業計画を練ることの大切さを学びました。全体と部分の動き、動と静のバラン

スと順序、実技とその後のフィードバックが緻密に計画されていた。 

・まとめの前に今日の目標を思い出させる質問がとてもよかったので、取り入れたい。  

・曲に合わせた身体活動は、授業を展開する際の取り入れる場面（アイスブレイク、2 人

組、集団等）の見極めが難しいため、観察した授業の取り入れ方が参考になった。  

 

（２）秋学期 

春学期の実施期間は、2017 年 12 月 4 日(月)から 12 月 22 日(金)の約 3 週間間であった。  

授業相互参観後のアンケート締め切りは、2018 年 2 月 8 日(木)であり、回答者は、24

人（EM 局 13 名、心理 4 名、保育・教育 3 名、モチベ 4 名）、回答数は 47 件であった。  

春学期の感想例としては、下記のような内容が示された。  

 

＜環境設定＞ 

・遅刻学生が多い中、必ず遅刻理由を確認してから出席カードを渡していた。  

・授業開始時に、静かな環境になるまで、穏やかに待ち、静かな環境になってから号令

をかけた。 

＜教員の話し方＞ 

・出欠の際に学生 1 人ひとりと顔を合わせるように意識されていた。  

・一人ひとり呼名で出席確認をされていることが新鮮でした。学生に近づいて行って質

問されるなど，学生と距離の近い授業を展開されていました。  

・聞き取りやすい声量とリズムで終始説明と学生とのやり取りを行っていた。  

＜授業方法＞ 

・個人の意見を答える機会をたくさん提供しているのが印象的でした。発表機会をもっ

と与えてみたいと思いました。また、発表順もランダムにしておりメリハリにつながっ

ていると感じました。  

・スライドの巧みな使用法、発問をうまく取り入れた授業のあり方  

・学生の発表時に発表を聞く学生にも課題を与えており、発表者も受講者も学びの場に

なっていた。発表（模擬授業）に関しても、評価基準が明確で、学生も主体的に取組む

ことができていた。  



・学生の発言に対するフィードバックの方法が的確かつウィットに富んでいる。事前に

説明資料を作成しており、進行がスムーズだった。  

 

＜授業構成＞ 

・前回の授業内容と関連付けて講義をされているため、学生の知識の定着につながる

と感じました。  

・クラスの学生が子ども役となり、発表するようにしていて、実践的な授業を展開し

ていました。また、学生が様々な指導案を挙げ発表し FB をし合う姿を見て実習や働

いた際の注意点などに気づけるとすごく思いました。・まとめの前に今日の目標を思い

出させる質問がとてもよかったので、取り入れたい。  

・ビデオ教材を導入し、それをもとにテキストや配布資料を活用しながら、自身の感

想と学びを繋げていく展開となっていて、とても興味深かった。  

・次の授業のテーマについて，事前の意見を出させ，回収していらっしゃいました。

意見を分類して提示し，人の考え方にどのような特徴があるのかを講義していく題材

にされるとのことです。受講生の興味関心をひく手立てだと思いました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．学内の研修について 

（１）全体会議での研修 

今年度、FD 委員会で企画した研修は①教職課程コアカリキュラム、②学修評価、③

授業向上に向けての 3 テーマで行った。 

 

①教職課程コアカリキュラム 

日時：2017 年 9 月 19 日(火) 13：45-14：25 

目的：教職課程コアカリキュラムについて全教職員が理解を深めること。 

背景：教員養成課程の全国的な水準を担保するため、教職課程にコアカリキュラムが導入

されることとなった。本学も教職課程を有する大学として、コアカリキュラム導入の背

景やその内容を理解し、適切に実践する必要があるため本研修を開催した。 

なお、教職科目を担当しているかどうかにかかわらず、本学全体でコアカリキュラム

について理解しておくべきであるとの認識から、全教職員対象の研修で本内容を取り上

げることとした。 

内容：所澤教授より、教職課程コアカリキュラム導入の背景として、高等教育改革・教職

課程の質向上という課題があること。全国の教職課程に共通部分をつくることで、その

水準を担保しつつ、大学独自の内容を加えることでよりよい教職課程を目指すものであ

ることなどが解説された。 

  越智ＥＭ局員(教務課)から、コアカリキュラムの具体や、今後の再課程認定における

留意点などが説明された。 

 

②学修評価  ※本研修は、教務委員会との共催である。  

日時：2017 年 9 月 19 日(火) 14：25-16：10(休憩 15 分を含む) 

目的：学修評価、特に大学における新しい評価方法を理解すること。 

背景：本学では、アクティブラーニング型授業や、プロジェクト型の学び、反転学習、ポ

ートフォリオの活用など様々な教育方法を研修し実践してきた。今回は、評価に焦点を

当て、ルーブリック評価を中心に様々な評価方法の理解を深め、各々がさらに授業実践

を改善するのに資する内容を研修することとした。 

内容：田澤准教授より「中教審が大学に求める改革の方向性とルーブリック評価の本学へ

の導入可能性の検討」と題し大学教育改革の動向と、学修ポートフォリオやルーブリッ

ク評価の活用が期待される背景の解説、本学においてこれらをどのように導入していく

ことができるかについて提案がなされた。その上で、実際の授業実践における評価方法

について以下の 3 実践が報告された。 



  須田准教授から「心理学領域における評価－「心理学実験基礎」のレポート評価を中

心に―」と題して、複数教員で担当している「心理学実験基礎」において、採点票を用

いてレポートを採点していることが報告された。この採点票により、採点者による評価

のブレが少なくなること、学生自身が「何が出来ていないのか」「何を修正すればよい

のか」が分かりやすいことがメリットであることなどが報告された。 

  小林(久)教授から「家庭科の技能評価の演習―布を用いた製作の評価規準と基準―」

と題して、「家庭科教育法」における授業において、評価「基準」「規準」とは何かを理

解させた上で、学生自身が、裁縫技能の評価基準(ルーブリック)を作成することなどか

ら、評価についての理解を深めていることが報告された。 

 真家講師から、「体育実技における「態度」の評価」と題して、体育実技の授業では

運動技術の習得・向上よりも運動に対する態度や運動に親しむ資質を養うことを目的と

していることから、教員による観察評価、学生による自己評価と相互評価を実践してい

ることが報告された。また、教員による観察評価において使用しているルーブリックが

紹介された。 

  以上の実践報告を基に、後藤講師より、大学における学修評価改善への示唆としてま

とめが行われた。従来、（特に大学では）評価とは最後に行われるものであるとされて

いたが、３実践では、目標と関係が深く、学生が目標をもつことができる評価、今(授

業前・中・後)の自分の位置を確かめることができる評価、受講終了後、他の科目にも

活用できる評価が実現されていること。従来、評価は教師のみが行うものでああったが、

３実践では、学生を巻き込んでの評価、学生の納得感がある評価が実現されていること。

従来、最後にどれだけでの知識を身に付けたか、何が出来るようになったかが評価され

ていたが、３実践では、態度や過程、パフォーマンス(発表)も評価されていること。こ

れらが、３実践の意義であり、今後の授業改善に大いに参考となる。 

  以上の全体研修を基に、教職員それぞれが授業においてどのような評価の工夫をして

いるか、また、研修を通して今後どのような学修評価に取り組みたいかについて、グル

ープでの意見交流が行われ、活発な議論がなされた。 

事後アンケート結果 : 

今回の「学修評価」の研修

について（％） 

 内容はわかりやす

かった 

 内容に興味を持てた  これからの授業計画など

に活かせそうだった 

1 そう思う 53.8 56.4 41.0 

2 ややそう思う 48.7 38.5 41.0 

3 どちらでもない 5.1 12.8 17.9 

4 あまりそう思わない 0 0 5.1 

5 そう思わない 0 0 0 



③授業向上に向けて 

日時：2018 年 3 月 26 日(火) 14：05-15：35(休憩 10 分を含む) 

目的：教員の授業力向上 

内容：学生の授業評価とベストティーチャーの授業から、各教員が工夫できる授業方法な

どを考える。 

本学の学生にあった授業の工夫や充実を目指すため、まず、岩崎講師が分析した春学期の

学生授業評価アンケートを基に、日向野准教授が学生の授業に対する満足度が上昇する要

因や学部専攻による差異が報告された（以下のスライド参照）。次に、ベストティーチャー

の中から『保育原理』担当の今井講師、『認知心理学』担当の小林（寛）講師がそれぞれの

授業実践の紹介や工夫についての報告を行った。 

以上を踏まえて、グループ毎に、本学学生の特徴やそれに合った授業づくりについて意見

交流が行われた。意見交流により、各自が新年度からの授業実践に向けて活用できるエッ

センスを得ることができた。 

学生授業評価アンケート結果報告のスライド 

１ ２ ３ 

4 5 6 

7 8 9 



10 11 12 

 

意見交流の内容：  

【専攻・学生の特徴について】  

・専攻によって学生の特徴が異なる傾向にあるので、それに合わせる。  

・内容によっては緊張感がある方がいい授業もある。  

・本学の学生は素直である。  

【教員の工夫について】 

・話を聞いてもらえるかなと学生が思えるような雰囲気を出す。  

・人数に合わせて工夫する必要がある。  

・授業内容によって良し悪しあるが、作業を入れる。  

・授業の流れ、学習の手順をきちんと提示する。  

・リアクションペーパーの活用、オンオフのスイッチの明確化、メリハリを付けた授業  

・ペアワークを取り入れる（話さないといけない、参加できる環境を作る。）  

・メリハリをつけた授業。（話していい部分と、聞く部分を明確にして授業をする。）  

・このワークが何につながるか、どこを評価するかなどの動機付けが大事。  

事後アンケート結果 : 

【事後アンケートの感想から】  

・実際の授業を見ることができ非常に勉強になりました。  

・授業中のテクニックなど、大変参考になる部分が多かった。  

・授業評価アンケートのデータ分析に基づく全体的な話から個別の授業事例への展開が良

いと思った。全体と個をおさえられるので。  

今回の「授業向上に向けて」

の研修について（％） 

 内容はわかりやすか

った 

 内容に興味を持

てた 

 これからの授業計画など

に活かせそうだった 

1 そう思う 45.5 48.5 39.4 

2 ややそう思う 51.5 42.4 48.5 

3 どちらでもない 3.0 9.1 12.1 

4 あまりそう思わない 0 0 0 

5 そう思わない 0 0 0 



（２）その他の研修 

 上記は、専任の教職員や非常勤講師を含めた東京未来大学全体の研修会であるが、これ

以外にも教育向上や職務の質の向上を目的にたくさんの研修会が実施されている。その一

覧を表にした。  

平成29年研修一覧（１）

日　時 目的や概要 講　　師 開催場所 主　　催 対　象 参加人数

4/19（水）

13:30-14:30

2017年度東京未来大学

通信教育課程における教

職員の課程運営の理解と

協力・要請

加藤　望（通信教育部

長）

清野　渓（通信教育部

主任）

満田　拓（通信教育部

広報入試担当）

佐藤　冬香（通信教育

部教務担当）

本学B棟

225教室
EM局　通信教育部

専任教員

特任教員（任

意）

59名（専任教

員）

1名（特任教

員）

4/26（水）

13:00-14:30

学生募集活動に関する研

修

入学定員及び収容定員の

確実な充足にむけ、高校

生や高校教諭に本学の特

徴や魅力、入試情報の適

切な伝達方法等に関する

研修を行った。

杉本　純哉（EM部長）

松葉　美渚（EM部）

尾栢　英明（EM部）

水谷　亮太（EM部）

谷口　来夢（EM部）

本学B棟

225教室
EM局　EM部

専任教員

職員

85名

（陪席4名含

む）

5/24（水）

9:30-10:00

CA力向上を目指した研修

勉強会（他大学のCA事情

を知る）でおこなった職業

理解・やりがいの情報共有

や意見交換をもとに、CA

の価値について考え、東

京未来大学にとってのCA

の価値について再認識し

た。

中村　結衣（EM部）
本学本館

会議室1

EM局　EM部

カレッジサポート

チーム

EM部CA

26名

（陪席3名含

む）

6/28（水）

11:30-12:00

CA力向上を目指した研修

学生の成長促進を目的

に、効果なフィードバック手

法について実践を通して

学んだ。また、知識習得前

の実践および研修内後半

の再実践によって研修内

でのスキルアップを目指し

た。

萩元　智子（EM部）

行本　奈津美（EM部）

本学本館

会議室1

EM局　EM部

カレッジサポート

チーム	

EM部CA

25名

（陪席3名含

む）

8/2（水）

9:30-10:00

CA力向上を目指した研修

「CAは学生の成長を促進

する存在である」ことにつ

いて再度共通認識を持

ち、自己理解と他者理解を

照らし合わせることで自身

の強みを確認した。また、

2017年度春学期のCA業

務の振り返りを行い、秋学

期の目標立案に繋げた。

萩元　智子（EM部）

小島　唯（EM部）

本学本館

会議室1

EM局　EM部

カレッジサポート

チーム

EM部CA

21名

（陪席2名含

む）

7/5（水）

13:00-14:30

学生募集活動に関する研

修

入学定員及び収容定員の

確実な充足にむけ、高校

生や高校教諭に本学の特

徴や魅力、入試情報の適

切な伝達方法等に関する

研修を行った。

杉本　純哉（EM部長）

松葉　美渚（EM部）

尾栢　英明（EM部）

水谷　亮太（EM部）

谷口　来夢（EM部）

本学B棟

421教室
EM局

専任教員

職員

85名

（陪席4名含

む）

EM：エンロールメント・マネジメント、CA：キャンパスアドバイザー

（次ページに続く）

 



 

日　時 目的や概要 講　　師 開催場所 主　　催 対　象 参加人数

8/9（水）

16:30-17:30

高校生対応を想定したコ

ミュニケーション研修

導入部分における良好な

関係性形成に役立つポイ

ントを学び、高校生と効果

的な対話の習得を目指し

た。心理学の観点から高

校生との1対 1のコミュニ

ケーションを想定し、ノン

バーバルコミュニケーショ

ン の ポ イ ン ト 等 の レ ク

チャーが行われた。

磯　友輝子

（モチベーション行動

科学部 准教授）

本学本館

会議室1
EM局 EM部CA

26名

（同席2名含

む）

10/18（水）

13:30-14:10

2017年度秋学期、東京未

来大学通信教育課程にお

ける教職員の課程運営の

理解と協力要請

2017年度春学期の振り返

りと2017年度秋学期の情

報共有（2017年度春学期

の卒業率、単位習得率の

把握）、2017年秋学期学

生募集の報告と共有（こど

も心理学部入学者数・在

籍者数の把握）、2017年

度目標数値の共有（2017

年度春学期の募集結果の

共有と2017年度秋学期以

降の協力要請）

加藤　望（通信教育部

長）

石川　祥子（通信教育

部広報入試担当）

川井　初美（通信教育

部教務担当）

関　厚美（通信教育部

教務担当）

本学B棟

225教室
EM局　通信教育部

専任教員

特任教員（任

意）

57名（専任教

員）

4名（特任教

員）

11/22（水）

10:50-11:00

日本学生支援機構「全国

障害セミナー」の研修内容

共有

障害学生の対応方法の知

識を増やし、本学学生支

援における活用を図った。

中村　結衣（EM部）
本学本館

会議室1

EM局　EM部

カレッジサポート

チーム

EM部CA

24名

（陪席3名含

む）

12/6（水）

11:40-12:00

CA力向上を目指した研修

CAが担当するCS/CDのク

ラスタイムにおける目的、

授業としての価値（効果）を

再確認した。また、疑似体

験を通して学生への働き

掛け、対処方法の選択肢

を広げ、柔軟な対応をとる

スキルの習得を目指した。

飯島　宏実（EM部）
本学本館

会議室1

EM局　EM部

カレッジサポート

チーム

EM部CA

24名

（陪席3名含

む）

12/13（水）

11:35-12:00

CA力向上を目指した研修

CAが担当するCS/CDのク

ラスタイムにおける目的、

授業としての価値（効果）を

再確認した。また、疑似体

験を通して学生への働き

掛け、対処方法の選択肢

を広げ、柔軟な対応をとる

スキルの習得を目指した。

飯島　宏実（EM部）
本学本館

会議室1

EM局　EM部

カレッジサポート

チーム

EM部CA

22名

（陪席3名含

む）

12/20（水）

11:00-11:10

障害学生支援に関する研

修

障害学生支援の充実を目

的とした、初等中等教育機

関から高等教育機関への

接続・連携の重要性、およ

び大学生の現状について

知ることで、具体的な支援

方法を考える機会とした。

中村　結衣（EM部）
本学本館

会議室1

EM局　EM部

カレッジサポート

チーム

EM部CA

23名

（陪席3名含

む）

EM：エンロールメント・マネジメント、CA：キャンパスアドバイザー  



５.学生の FD 活動について 

学生の FD への参画に関しては、今年度は限定的に実施した。すべての学生が参加できる

授業評価アンケートを学生がどのように感じているかを明らかにし、次年度以降に改善で

きるように、実施方法や質問項目などをヒアリング形式で聴取した。  

 

①調査時期：2017 年 10 月から 12 月 

②回答者：こども保育・教育専攻 3 年生 6 名・こども心理専攻 4 年生 2 名 

③学生の意見  

＊授業評価について 

保･教授業がかなり悪い先生については評価を低くするが、普通の先生には４・５をつけ

る。 

「かなり悪い」とは、具体的に？→教科書に線を引かせるだけ。教科書や資料通りで、

読めば分かる、見れば分かる。  

保･教面倒くさいので、上から下まで同じ数字を書いている人も多い。  

心  理５段階評定で面倒くさいため、全部５をつけている可能性がある（逆転項目が入っ

ていたら全く違う回答をしている可能性あり。要するに、まったく読まないで回答

している可能性もある。ななめ回答やギザギザ回答もある。この傾向は、学年が進

むにつれて高くなる。  

心 理やることに意味があるのかと思って回答しないこともあった。  

 

＊アンケートの方法（やり方）について 

保･教マークシートは面倒臭い。塗りつぶすのが大変だから、選択肢に丸を付ける方がい

い。 

心 理マークシートでよい／面倒だった  

心 理全科目やるのは面倒だけど、やる科目とやらない科目の基準はどうする？  

心  理必修の方が改善してほしい科目があったので、やるなら必修科目？（必修の方が厳

しく選択科目の方が緩かった→必修の授業内容・評価を緩めることはできない）  

 

＊項目の内容について 

保･教内容について、「シラバスを見ている（云々）」は要らないと思う。1 回目に配布の先

生が多いし、毎回、今回の講義は、このテーマだと確認できるわけがない。  

心 理そもそもシラバスを見てないから･･･。  

 

 



＊結果の公表について 

保･教結果の公表をしていることを知らない。  

保･教「図書館」に綴じてある→図書館にわざわざ見に行かないかも…。  

保･教コルズなら公表も見やすい。みんな見ているので選択科目を選択するときの材料に

もなる。アンケートもコルズから出来ればいいのに…。  

心 理知らなかった･･･。（4 年次 12 月時点） 

＊その他 

保･教自由記述はいらない。書かない人が多いので、紙の無駄。  

保･教授業評価が悪い人は、辞めさせられるって聞いている。  

保･教真剣に書いても、私たちが受けている間の授業では改善されないので、意味がない。  

 

一部の学生に不誠実な回答をしている可能性が示唆された。これは、マークシートが面倒

だと感じる学生や、自分が受けている授業が改善させるわけではないからのようである。

スマートフォンやパソコンを使い慣れている学生たちには、紙媒体のアンケートより、

WEB アンケートの方が答えやすいのであろう。この点に関しては、次年度切り替えるこ

とが決定している。ただし、自分が受けている授業が改善されないと意味が無いように感

じている傾向もあるので、授業評価アンケートが大学全体の授業向上に繋がっていること

を実施の前に強調して伝える必要がある。  

また、結果の公表について知っている学生はいなかったため、この点についても、次年度

実施の際に、学生にしっかりと伝えなければならない。  
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