
経済学Ⅰ授業アンケート結果10年間の推移とその考察
―１つの教育記録として―

上久保　敏
知的財産学部知的財産学科
（2009 年 9 月 28 日受理）

A report on a transition of questionnaire results 
in the classes of EconomicsⅠfor 10 years

by
Satoshi KAMIKUBO

Department of Intellectual Property,
Faculty of Intellectual Property

（Manuscript received September 28, 2009）

Memoirs of the Osaka Institute
of Technology, Series B

Vol. 54, No. 2（2009）pp. 27〜53



− 27 −

経済学Ⅰ授業アンケート結果10年間の推移とその考察
―１つの教育記録として―

上久保　敏
知的財産学部知的財産学科
（2009 年 9 月 28 日受理）

A report on a transition of questionnaire results 
in the classes of EconomicsⅠfor 10 years

by
Satoshi KAMIKUBO

Department of Intellectual Property,
Faculty of Intellectual Property

（Manuscript received September 28, 2009）

Abstract

　I executed questionnaires in the classes of Economics I continuously for ten years and made prints about the 
questionnaire results with the intention to leave my own educational record rather than faculty development. 
This report describes a transition of questionnaire results of Economics I from 2000 to 2009 as an educational 
record at the Osaka Institute of Technology, and makes a sequential analysis of mean values of each item in the 
questionnaires.
　The rating mean values of the questionnaire results mostly rose from 2000 to 2004 because an initial effect 
worked by improving blackboard writing, prints, and lecture content. However, the values reached a peak in 
2004 and fell from 2005 to 2007. This was because the initial effect was lost and I did not take effective measures 
to counter the students’ change. The mean values were mostly unchanged or slightly rose in 2008 and 2009.

キーワード； 授業アンケート，授業評価，FD，教育記録
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はじめに
　大阪工業大学工学部で学内の自己評価委員会に

よって初めて授業アンケートが試行的に実施された

のは2000年度前期であった．以後，本学では授業ア

ンケートは担当者による任意実施から原則全授業で

の実施と，その位置づけが変わっていき，この間，

自己評価委員会によるアンケートの質問項目の見直

しも行われた．

　授業アンケートは受講者による授業評価を通じ

て，授業の現状をまず把握して問題点を見つけ出し，

次年度以降の授業改善に繋げるというFD（Faculty 

Development，教育能力開発）活動の一環として今

や日本国内のほとんどの大学で実施されている．一

方で，ただ授業アンケートを行うだけではFDとは

言えず，授業アンケート結果をいかにして授業改善

に繋げていくか，そのための仕組みや方策を構築し

ていくことが課題とされている１）．

　授業アンケートは最終回授業の出席者数（＝アン

ケート回答者数）や質問ごとの回答割合，評定平均

値，標準偏差といった数字で自分の授業の概況を把

握できるとともに，自由記述欄への回答から受講者

の生の声も聞くことができる．FDのツールとして

だけでなく自己の教育の歩みを振り返る基礎資料と

しても授業アンケートは有益である．

　筆者は担当する工学部共通科目・経済学Ⅰで任意

実施の時期も含めて10年間継続的に授業アンケート

を行い，FDという観点よりはむしろ自分の教育記

録を残すという意図で授業アンケート結果を独自に

まとめ，受講者に還元してきた．本稿は大阪工業大

学における１つの教育記録として，筆者が担当する

経済学Ⅰの授業アンケート結果10年間の推移を示

し，その考察を行う．

１．経済学Ⅰの授業内容とアンケートの実施方法
（１）経済学Ⅰの位置づけと授業内容

　経済学Ⅰは工学部共通科目（一般教育科目）の中

の総合人間学系人文社会科目として原則２年次以上

の学生を対象に開講されている．工学部では卒業の

ために４年間で134単位の修得が必要である．この

うちの40単位は共通科目でなければならず，更にこ

の40単位のうち30単位は総合人間学系の共通科目で

なければならない．

　工学部各学科の２年次以上の時間割には専門科目

が配当されているとともに共通科目選択枠が設定さ

れている．総合人間学系共通科目のうち人文社会科

目は，哲学，倫理学，美術史，文学，言語の世界，

法学，経済学，歴史学，心理学などであり，それぞ

れ前期にⅠ，後期にⅡが開講されている．多くの学

生は共通科目選択枠でこれらの科目を履修するが，

工学部の履修制度では専門科目が配当されている時

限であっても，その時限に開講されている共通科目

を履修することが可能である．

　経済学Ⅰは昼間の授業としては毎年度前期に週６

〜８コマが時間割表の共通科目枠で開講されてお

り，年度によって違いはあるが非常勤講師を含む２

〜３名の教員で担当している．筆者は1998年度に着

任して以来，毎年度経済学Ⅰを担当してきたが，授

業アンケート導入以後の期間については2000〜2007

年度が週４コマ（４クラス），2008・2009年度が週

３コマ（３クラス）の担当であった．選択科目のた

め，年度によって，また，クラスによって履修者の

学年・学科構成は全て異なる．

　経済学Ⅰ（上久保担当分，以下同様）の授業計画・

授業内容は表１−１の通りである．経済理論そのも

のよりも現実経済への接近法を習得させることを科

目の狙いとしている．成績評価は試験（100点満点）

とレポート点（３回分を50点満点に換算）が中心で

ある．平常点に関しては授業中適宜こちらが出した

質問に対して挙手して正答を述べた受講者に10点を

与えるというやり方を採っているだけで，いわゆる

ミニッツペーパーの類は使っていない．経済学Ⅰの

授業では2007年度まで出席を取っておらず，2008年

度に本学の全授業で学生証を教室のICカードリー

ダーにかざすことによって出欠情報が登録されるシ

ステムが導入されたが，出欠状況は成績評価には反

映させていない．
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　工学部共通科目の経済学Ⅰ・Ⅱ以外に，筆者は現

在，人文社会入門Ⅰ・Ⅱ（工学部１年次対象共通科

目），マクロ経済学（知的財産学部３年次対象専門

基礎科目），ミクロ経済学（同），経済学（知的財産

学部１年次対象基礎教育科目）などを担当している．

知的財産学部の開学は2003年度であり，同学部で担

当している授業はいずれも工学部の経済学Ⅰと内容

は異なる．また，人文社会入門Ⅰ・Ⅱは前期，後期

ともにそれぞれを前半，後半に分けて２人で担当す

る共同担当科目であり，経済学Ⅱは経済学Ⅰの続編

に相当する科目である．このため今回は，経済学Ⅰ

と筆者担当他科目との授業アンケート結果の比較は

一切行わず，経済学Ⅰのみを考察対象とした．

（２）経済学Ⅰの授業アンケート実施方法

　大阪工業大学では授業アンケートの実施時期（各

学期終盤の何回目の授業で実施するか）は授業担当

者の裁量に委ねられ，アンケート用紙の配布，回収

も担当者が行うことになっている．経済学Ⅰの授業

アンケートは毎年度前期最終回の授業終了20分前か

らの10分間に無記名方式により実施した．最終回授

業ではそれまでたびたび欠席していた履修者も試験

に関する情報を得るために出席することが多く，そ

の点で授業アンケートの信頼性に影響を及ぼす可能

性はある．しかし，①できるだけ多くの回答を得た

い，②初回から最終回までその期の授業全体を評価

してもらいたい，③欠席が多かった学生の評価，意

見・感想も掴んでおきたい，という理由により最終

回に実施している．

　なお，自由記述欄への率直な意見の記入を促すた

めにも，アンケート導入数年後から（記録は残って

いないが遅くとも2004年度から）アンケート実施中

は教室を離れることにした２）．2003年度の自由記述

が少なかったことを反省し，2004年度からは授業改

善のための意見だけでなく，授業に関する率直な意

見や感想などをできるだけ書くよう，アンケート用

紙配布時に協力を呼びかけている．

　自己評価委員会で授業アンケートの質問項目の見

直しが行われたため，経済学Ⅰの授業アンケートで

は2004年度以降と2003年度以前とでは質問項目がい

くつか異なる．2004年度以降の授業アンケートの質

問項目は表１−２の通りである．問１「出席状況」

と問16「総合評価」以外は，５「強くそう思う」，

４「ややそう思う」，３「どちらとも言えない」，２

「あまりそう思わない」，１「全くそう思わない」の

５つの選択肢から該当するものに○を付けさせる５

段階の評定尺度法による設計となっている３）．問１

〜16に続いて自由記述欄があり，ここに授業をより

よくするための意見，改善して欲しい事項を記入さ

せる．アンケート用紙の最下段は所属学科・学年を

○で囲む欄である．

　アンケートは学内の授業アンケート担当部署（教

表１−１　経済学Ⅰの授業計画・授業内容
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務課）に回送する前に，所属学科事務室（人文・語

学事務室）のアルバイト学生に入力作業を要請して

独自に集計し，その結果をB4サイズのプリントに

まとめて定期試験時に配布している４）（本稿末の附

録参照）．定期試験時に受講者に配布するアンケー

ト結果のプリントはB4表側左半分にアンケート結

果の総括を書き，右半分に全質問項目の回答割合と

当該年度までの各年度の評定平均値を記載した総括

表，開講曜日時限別（クラス別）の評定平均値のグ

ラフなどを付けている．B4用紙の裏面は自由記述

欄にあったすべての意見・感想・要望等を大雑把に

グループ分けして掲載し，担当者からの簡単なコメ

ントをグループごとにつけている．2004年度からは

自由記述欄への記入が増えたため，更にB4用紙１

枚分（両面印刷）を追加．B4用紙都合２枚を１セッ

トとして受講者に配布するようになった．

　授業アンケート結果を定期試験時にプリントで配

布するのは，①アンケート協力者である受講者への

結果還元，②アンケート結果の公表（単に数字だけ

でなく自由記述も含めた公表）を約束することで自

由記述欄への記入を促す，③自分が行った評価と全

受講者による平均的な評価との違いや自分が書いた

意見・感想以外にどのような意見・感想があるか（批

判的意見・好意的意見それぞれ）を受講者に確認さ

せる機会を与える，④（前述の通り）担当者自身の

ために記録を残す，という目的からである．

２．直近2009年度の経済学Ⅰ授業アンケート
結果の概況

　まず，直近2009年度の経済学Ⅰ授業アンケート結

果について，①各質問項目の回答割合，②評定平均

値と標準偏差，③自由記述，の３点から概況をみて

いく．

（１）各質問項目の回答割合

　各質問項目に関して５段階の評定（１〜５）の各

回答数を全回答数で割って回答割合を算出した．以

下では，各質問項目をグループ分けし，この回答割

合に基づいて結果の概況をまとめてみた．

①受講者の授業への取組に関する質問

図２−１　問１　この授業におけるあなたの出席状
況は良かったですか

　問１「この授業におけるあなたの出席状況は良

かったですか」をみると，出席率80％以上の受講者

は回答者数（＝最終回授業の出席者数）の66.5％，

出席率60％以上まで合わせると91.3％となり，最終

4

表１−２　経済学Ⅰ授業アンケート質問項目
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回に出席した受講者に関する限りはほとんどが全14

回の授業中９回以上出席したという結果になった

（図２−１）．

図２−２　問２　勉学意欲をもってこの授業に取り
組みましたか

　問２「勉学意欲をもってこの授業に取り組みまし

たか」に関しては70.5％の受講者が「強くそう思う」，

「ややそう思う」と回答している（図２−２）．問３「私

語や居眠りをせずにこの授業をまじめに受講しまし

たか」については62.3％が肯定的に回答している一

方で，そう思わないを選んでいる受講者も13.4％い

た（図２−３）．

②受講者の授業理解・興味

図２−４　問５　この授業の内容は十分理解できま
したか

図２−５　問６　この授業の到達目標を達成できま
したか

　問５「この授業の内容は十分理解できましたか」

は「強くそう思う」，「ややそう思う」を合わせて

61.4％であり（図２−４），問６「この授業の到達

目標を達成できましたか」は同じく58.1％であった

（図２−５）．内容理解や到達目標達成に関しては６

割程度の受講者しか肯定的な自己評価をしていな

かった．

5

図２−３　問３　私語や居眠りをせずにこの授業を
まじめに受講しましたか
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　問７「この授業を受ける前に，この分野に興味を

もっていましたか」は「強くそう思う」，「ややそう

思う」を合わせて55.7％にとどまった（図２−６）．

問８「この授業により，この分野に対する興味が増

しましたか」については興味が増したと思う割合は

62.1％であったが，一方で受講者の11.8％が「全く

そう思わない」，「あまりそう思わない」を選択した

（図２−７）．この結果より，授業担当者として2009

年度の経済学Ⅰはもともと経済学に興味をもってい

る学生がそう多く受講しなかったとはいえ，受講者

の興味喚起の点で今一歩であったと受け止めてい

る．

③担当者の授業の進め方

　問４「この授業はシラバス等の内容に沿って行

われましたか」は「強くそう思う」が50.6％，「や

やそう思う」が34.0％で，85％近い肯定的評価を受

講者から得られた（図２−８）．問９「この授業の

6

図２−６　問７　この授業を受ける前に，この分野
に興味をもっていましたか

図２−７　問８　この授業により，この分野に対す
る興味が増しましたか

図２−８　問４　この授業はシラバス等の内容に
沿って行われましたか

図２−９　問９　この授業の教員の声や言葉は明瞭
で，聞き取りやすかったですか

図２−10　問10　この授業で黒板やOHPなどの文
字は見やすかったですか
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教員の声や言葉は明瞭で，聞き取りやすかったで

すか」は「強くそう思う」が57.3％，「ややそう思

う」が31.4％（図２−９），問10「この授業で黒板

やOHPなどの文字は見やすかったですか」は同じ

く49.8％，34.0％であった（図２−10）．問15「配付

資料は教材として有益でしたか」は76.6％がそう思

うという評価であった（図２−11）．

　問11「この授業は学生の理解度を配慮しながら進

められましたか」は「強くそう思う」，「ややそう思

う」を合わせて71.2％であった（図２−12）．問12「こ

の授業では勉学をする雰囲気が保たれていました

か」は同じく67.9％であったが，他方で「全くそう

思わない」，「あまりそう思わない」も合わせて9.2％

の割合に昇った（図２−13）．

　授業の進め方についてはシラバス準拠，声，板書

の字で80％以上の肯定的評価を得ているが，一方で

教室の秩序を保てていないなど反省すべき点も浮き

彫りになった．

④受講者の満足度・総合評価

　受講者の満足度を示す問13「この授業を受講して

よかったと思いますか」は「強く」，「やや」合わ

せて78.8％の受講者がそう思うとしている（図２−

7

図２−11　問15　配付資料は教材として有益でした
か

図２−12　問11　この授業は学生の理解度を配慮し
ながら進められましたか

図２−13　問12　この授業では勉学をする雰囲気が
保たれていましたか

図２−14　問13　この授業を受講してよかったと思
いますか

図２−15　問14　この授業はあなたの将来に広い意
味で役に立つと思いますか
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14）．問14「この授業はあなたの将来に広い意味で

役に立つと思いますか」は受講者の71.7％が肯定的

な回答であった（図２−15）．

　問16「この授業の総合評価を５段階でして下さ

い」は４を選んだ受講者の割合が48.7％で最も高く，

５は34.8％であった．83.5％の受講者が４以上の評

価を与えているが，一方で２，１を選んだ者もそれ

ぞれ1.7％，1.9％いた（図２−16）．

　総合評価では８割以上から４または５の評価を得

ているものの，担当者が個人的に最も重視している

「受講してよかったか」については，そう思う受講

者の割合は８割にとどいておらず，受講者の満足度

向上に向けもう少し努力を重ねていく必要があると

認識している．

（２）評定平均値と標準偏差

　評定平均値に関しては何点以上あれば大学の授業

として標準的であるといった絶対的基準がないた

め，各質問項目の評定平均値のみから授業の良し悪

しを簡単に判断することはできない．合理的な理由

はないが，経済学Ⅰでは評定平均値が全頁目で４以

上になることを１つの目標としている．

　表２−１を見てみると，2009年度の評定平均値が

最も低い質問項目は問７「受講前に興味があったか」

の3.52で，次いで問６「到達目標達成」の3.63であっ

た．問５「授業の内容理解」が3.64で問６とほぼ同

じ低い評価であり，問３「受講態度」が3.68，問８「授

業で興味が増したか」が3.69，問12「勉学する雰囲

気」が3.82と続く．この他，問２「勉学意欲」（3.87），

問14「将来役立つか」（3.91），問11「学生の理解度

への配慮」（3.92）が目標の４を下回った．

　一方，評定平均値が最も高いのは問１「出席状況」

の4.55で，問９「教員の声や言葉」が4.42，問４「シ

ラバスに沿った内容か」が4.34でこれに続いた．

　2009年度は問３「受講態度」が過去最低の評定平

均値を記録した他，問２「勉学意欲」，問７「受講

前に興味があったか」，問８「授業で興味が増した

か」，問12「勉学する雰囲気」の評定平均値が過去

２番目に低い値となった（この点については後述の

３．（２）③も参照せよ）．

　以上を総括すると，評定平均値からみた2009年度

の経済学Ⅰは受講者の内容理解や到達目標達成が相

対的に低く，また受講態度や勉学する雰囲気に大き

な課題が残るという結果になった．

8

図２−16　問16　この授業の総合評価を５段階でし
て下さい

表２−１　2009年度経済学Ⅰ評定平均値と標準偏差
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  なお，開講曜日時限別（クラス別）に評定平均値

を見てみると（図２−17），水曜２時限と同３時限

の間で各質問項目とも0.2〜0.4ポイントの差が出て

いる．この「クラス間格差」については４．（２）で

考察する．

図２−17　開講曜日時限別（クラス別）にみた2009
年度経済学Ⅰの評定平均値

　また，評価のばらつきを示す標準偏差（表２−１

参照）は，問７「受講前に興味があったか」が1.13

と最も大きく，続いて問８「授業で興味が増したか」

の1.08，問３「受講態度」の1.05，問12「勉学する

雰囲気」の1.02となっている．反対に評価のばらつ

きが最も少ないのは問１「出席状況」で標準偏差は

0.75であった．問４「シラバスに沿った内容か」が

0.80，問９「教員の声や言葉」が0.81，問５「授業

の内容理解」が0.85，問16「総合評価」が0.86でこ

れに続いている．総じて興味喚起や受講態度につい

ては受講者間の評価のばらつきが大きく出た．

（３）自由記述

　2009年度はアンケート全回答数424件中自由記述

欄への記述が240件あった（図２−18）．2009年度は

３コマ開講であったが，自由記述欄への記入件数は，

４コマ開講で過去最高であった2005年度（248件）

に次ぐ多さとなった．また，アンケート全回答数に

占める自由記述欄への記入件数の割合は56.6％で過

去最高となった（この点については後掲の表３−８

も参照せよ）．

　授業全般への好意的感想や担当者の趣味（扇子収

集や宝塚歌劇），プライバシーなどに関する意見・

質問等がある一方で，授業内容や担当者に対する苦

情や不満，要望が多数書き込まれている．具体的に

は「口が悪い」，「へりくつを言い過ぎる」，「無駄な

話をし過ぎである」，「扇子はいらない」など担当者

に関する苦情が26件と多く，その他「難しい」，「面

白くない」，「眠たくなる」など授業内容への不満・

要望が19件，「プリントの図表があちこち前後して

見にくい」，「配布資料の枚数が多い」など配付資料

に関する意見・要望が15件，「レポートを簡単にし

て欲しい」，「レポートの回数を減らして欲しい」な

どレポートに関する意見・要望が９件と目立った．

図２−18　2009年度経済学Ⅰ授業アンケートの自由
記述（240件）の分類

３．経済学Ⅰ授業アンケート結果10年間の推移
（１）10年間通しでみた評定平均値の質問項目間比較

　経済学Ⅰ授業アンケートの2000年度から2009年度

までの10年間を通した評定平均値を問１〜16の全質

問項目間で比較してみると（表３−１），評定平均

値が最も高いのは問１「出席状況」（2003，2004，

2006〜2009年度）もしくは問９「教員の声や言葉」

（2000〜2002，2005年度）であり，その次は2000〜

2007年度が問10「黒板やOHPの字」，2008・2009年

度が問４「シラバスに沿った内容か」であった．

　一方，10年間を通して評定平均値が最も低いのは

2000〜2003年度は問５「授業の内容理解」であった

9
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が，2004年度以降は問７「受講前に興味があった

か」であり，問５「授業の内容理解」（2005，2007，

2008年度）もしくは問６「到達目標達成」（2004，

2006，2009年度）が続いた．問５・６に次いで評価

が低いのは問８「授業で興味が増したか」であった．

　この他，評定平均値が目標の４を下回る質問項目

がここ２，３年増えてきている．具体的には，問２「勉

学意欲」，問３「受講態度」，問11「学生の理解度へ

の配慮」，問12「勉学する雰囲気」，問14「将来役立

つか」といった項目である．

　この10年間の経済学Ⅰに対する授業評価を総括す

ると，声の明瞭さや黒板の字といった授業技術の基

本的なところでは一定の評価を得ているものの，受

講者の理解度を高められているか，興味を喚起でき

ているか，といった観点からみた場合は十分な評価

が得られていないという結果になっている．

（２）10年間にわたる評定平均値の推移

　経済学Ⅰ授業アンケート結果の10年間にわたる

評定平均値の推移を見てみると（表３−１），各質

問項目とも2000〜2004年度は概ね上昇しているが，

2004年度にピークを迎え，2005〜2007年度は低下し

た．2008，2009年度については大半の質問項目で横

這いないしやや上昇となった．この10年間で2004年

度と2007年度が経済学Ⅰに対する授業評価の転換点

であると考えられる．そこで以下では2000〜2004年

度，2005〜2007年度，2008・2009年度の３つの期間

に分けて考察していくことにする．

①2000〜2004年度 ―「初期効果」による改善―

　授業アンケートが導入された2000年度については

多くの項目で評定平均値が４を切っており，総じて

低い評価からのスタートとなった．その分，2001年

表３−１　経済学Ⅰ授業アンケート2000〜2009年度の評定平均値

10
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度からは結果が改善していくことになった．2000年

度と2004年度を比較した具体的な改善状況は表３−

２の通りである．改善幅が大きいのは問５「授業の

内容理解」（改善幅0.57ポイント），問１「出席状況」

（同0.51ポイント），問16「総合評価」（同0.46ポイン

ト）である．問15「配付資料」についてはそれなり

の改善（同0.27ポイント）となったが，問９「教員

の声や言葉」，問10「黒板やOHPの字」はアンケー

ト開始年度の2000年度から高めの評価になっていた

こともあり，それぞれ0.18ポイント，0.19ポイント

と小幅な改善にとどまっている．以下，2000〜2004

年度の評定平均値の目立った動きについて簡単に整

理しておく．

＜出席状況＞

　「出席状況」については2001年度に低下してから

一転して2002年度は前年度比0.48ポイントの大幅改

善となった．2000年度から2001年度にかけて低下し

たのは比較的出席状況の良い夜間授業の担当コマ数

が１コマ減り，代わりに出席状況の悪い昼間の水曜

４時限を担当することになったのが影響したためと

思われる．

　2002，2003年度と出席状況の良い夜間授業を担当

しなくなったにもかかわらず出席状況が大幅に改善

した理由は，レポート回数を2001年度までの期中１

回から2002年度に３回に増やしたためである．５〜

７月に毎月１回ずつレポートが出ることになり，自

主的な出席が自然と増えることになった．更に2003

年度はレポート３回のうち２回以上の提出を単位取

得の必要条件と設定したことで，履修者に一段と出

席を促す形になった．

＜授業の内容理解と配付資料＞

　授業アンケート開始の2000年度は自由記述欄に

「板書の量が多い」，「書くのに必死で説明を聞けな

い」といった意見が多く寄せられた．このため，

2001年度から配付資料を活用するなどの方法で板書

の量を少し減らすように試みた．しかし，前述の通

り2002年度はレポート提出数を１回から３回に増や

したため，出席状況の改善に伴って嫌々ながら出席

する理解度の低い受講者が増えたせいか，「授業の

内容理解」は悪化することになった．

　こうした点を反省し，2003年度は①板書を取る時

間を前年度より長めに確保するよう心掛け，②習得

が不十分であった経済指標のグラフの見方について

資料を配付して丁寧にポイントを説明するように

し，③レポートの解説・講評のプリントを配布した

結果，「授業の内容理解」は前年度比0.40ポイント，

「配付資料」は同0.29ポイント上昇した．

＜授業の満足度・総合評価＞

　授業の満足度を示す「受講してよかったか」は

2000年度の評定平均値が3.69ともともと低い評価か

らのスタートであったこともあり，受講者の反応を

表３−２　2000年度から2004年度までの評定平均値
の改善幅

11
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より意識した授業を行うようになった2001年度は上

昇したが，2002年度は一転低下した．これは前述の

通り，レポート回数を増やした結果，嫌々ながらも

とりあえず出席する受講者が前年度までよりも増え

たためと考えられる．2003年度からは授業の内容理

解の向上に伴う形で授業の満足度も上昇した．総合

評価も授業の満足度と同じように推移した．

　以上，2000〜2004年度の評定平均値の動きから言

えることを簡単にまとめておく．授業アンケートの

導入によって初めて受講者の授業に対する受け止め

方を知ることができ，改善すべき点が多いことに気

付かされた．全く手つかずの所から始まった分，授

業改善の余地が大きく，改善効果は出やすかった．

アンケート導入後数年間はスタート時の評定平均値

が低かったお陰で，わずかな改善（小さな努力）だ

けでも評価の上昇につながりやすく，「初期効果」

とも呼ぶべきものが働いたと考えられる．

②2005〜2007年度 ―「初期効果」の剥落と「受

講者層の変容」への未対応―

　表３−１で明らかな通り，経済学Ⅰにおけるほと

んどの質問項目の評定平均値は2004年度にピークを

迎え，2005年度からは一転低下し始めた．2004年度

と2007年度を比較した具体的な悪化状況は表３−３

の通りである．

　全項目が悪化する中で特に悪化幅が大きかったの

は問12「勉学する雰囲気」（悪化幅0.59ポイント），

問８「授業で興味が増したか」（同0.56ポイント），

問３「受講態度」（同0.53ポイント），問14「将来役

立つか」（同0.47ポイント），問７「受講前に興味が

あったか」（同0.47ポイント），問２「勉学意欲」（同

0.46ポイント）である．

　一方，評定平均値が0.3ポイント未満の悪化にと

どまった質問項目は問１「出席状況」（悪化幅0.15

ポイント）と問９「教員の声や言葉」（同0.28ポイ

ント）のみであり，あとは全て0.3ポイント以上の

悪化となった．

　この期間における評価悪化の背景としてはまず前

述の「初期効果」の剥落が指摘できる．すなわち，

手を付けやすいところから授業の改善を始めていっ

た結果，次第に授業改善を行う余地が小さくなって

いったことが評価伸び悩みの一因である．受講者か

ら要望があっても，担当者としては教育上の理由等

により譲れない点もある．このため，受講者側の不

満はそのまま継続的に発生することになった．

　また，授業担当者自身の問題として2005年度から

は着任して７年以上が経過し，授業そのものがマン

ネリ化していた可能性を指摘できる．更に教室の空

気をあまりに張り詰めたものにしたくはなかったた

め，時々発生する私語に対して特段厳しい態度を取

らなかったことが「勉学する雰囲気」の悪化につな

がった．しかし，こうした「初期効果の剥落」や「授

業のマンネリ化」はそれまでの評価の改善基調を頭

打ちにする要因や少しの低下をもたらす原因となっ

ても，数年で評価を0.3ポイント以上も低下させる

要因としては機能しないと考えられる．

　授業評価の悪化の原因を担当者側以外の要因にも

表３−３　2004年度から2007年度までの評定平均値
の悪化幅
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求めることは，自らの授業の拙さを棚上げして他に

責任転嫁することになりかねず，慎重であらねばな

らない．しかし，ほとんど全ての質問項目で評価が

0.3〜0.6ポイントも低下したことについては，担当

者側以外の要因も検討せざるを得ない．特に１，２

年で悪化するとは考えにくい「教員の声や言葉」，「黒

板やOHPの字」まで低下していることを踏まえる

と，担当者側の要因だけで説明し尽くすのは困難で

ある．

　評価が最も悪化した問12「勉学する雰囲気」の

評定平均値は低下しつつも2006年度は4.26と４を上

回っていた．それが2007年度には一気に４を割り込

み3.91まで低下した．この背景を探るために受講者

側の授業への取組を示す質問項目をみてみよう．問

３「受講態度」は2005年度以降年々悪化し，2007年

度は４を大きく下回る3.72まで大幅に低下した．同

様に問２「勉学意欲」も2007年度に3.76まで大幅に

低下している．また，授業への取組ではないが，問

７「受講前に興味があったか」は2007年度に3.24ま

で低下し，2004年度比で0.47ポイント悪化している．

つまり2005年度から2007年度にかけて，「勉学する

雰囲気」の悪化と軌を一にするように，受講者の授

業への取組姿勢が明らかに悪くなり，履修前から経

済学に興味を持っている受講者が減ったということ

を確認できる．2007年度はこのような「受講者層の

変容」が一気に現れた年度であったと考えられる．

　このように経済学Ⅰにおける受講者層の変容が

徐々に進行していながら，授業そのものは2004年度

とほとんど同じ内容，やり方で行っていた．結局，

受講者層の変容に担当者が十分に対応しなかったこ

とが「勉学する雰囲気」をはじめとする評定平均値

の大幅悪化を招いた主因である．

　もう一点，2007年度における問12「勉学する雰囲

気」の大幅悪化の背後には「クラス間格差」もあっ

た．2007年度の問12の評定平均値を開講曜日時限別

（クラス別）にみてみると，水曜２時限，同３時限，

木曜１時限クラスがそれぞれ4.15，4.23，4.04であっ

たのに対して木曜４時限クラスは3.49と他のクラス

に比べ著しく低い値となった．この時の木曜４時限

の履修登録者数は190名，最終回授業出席者数（＝

回答者数）は151名であった．履修登録者数，出席

者数が多いことや（疲れが出やすい？）４時限目の

授業が教室内の秩序を悪化させる原因かといえば，

必ずしもそうではない．表３−４は2000〜2007年度

における最終回授業出席者数が130名以上のクラス

だけを抜き出して問12「勉学する雰囲気」の評定平

均値を一覧表にしたものである．また，表３−５は

同期間における４時限開講クラスだけを抜き出した

問12の評定平均値の一覧表である．これらの表から

明らかな通り，授業の出席者数が多いことや４時限

開講が「勉学する雰囲気」を大きく悪化させる主因

であるとは考えにくい．2007年度の木曜４時限クラ

スは例年の傾向から大きく外れており，少なくとも

2004年度時点のクラスとは質的に大きく異なってい

ると言わざるを得ない．

③2008・2009年度 ―持ち直し？―

　経済学Ⅰの授業アンケート開始以来ほとんどの項

目で評定平均値が最低となった2007年度に比べる

と，2008，2009年度は一部質問項目を除けばわずか

ながらではあるが改善もみられる．例えば，直近の

2009年度は2007年度比で問８「授業で興味が増した

表３−４　最終回授業出席者数が130名以上のクラ
スの「勉学する雰囲気」の評定平均値

表３−５　４時限開講クラスの「勉学する雰囲気」
の評定平均値
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か」が0.25ポイント，問13「受講してよかったか」

が0.22ポイント，問５「授業の内容理解」が0.18ポ

イント，問11「学生の理解度への配慮」と問16「総

合評価」が0.17ポイントそれぞれ評定平均値が改善

した（表３−６参照）．

　これは授業内容や授業スタイルの抜本的見直しこ

そしなかったものの，授業内容の一部削減，配付

資料の図表にその特徴を示すコメントを入れるな

ど，受講者層の変容に合わせた現実的対応をある程

度行った結果とみられる．また，評価が低かった木

曜４時限の開講を2008年度からやめたことも一部影

響しているかもしれない．しかし，総じて2006年度

の評定平均値を回復するところまでには至っておら

ず，ピーク時の2004年度との隔たりは依然大きい．

　しかも，2009年度は2007年度と比べると，受講

者側の評価項目である問１「出席状況」が0.03ポイ

ント，問３「受講態度」が0.05ポイント，問12「勉

学する雰囲気」が0.09ポイントそれぞれ悪化した．

2008年度は問12「勉学する雰囲気」が，また2009年

度は問３「受講態度」がともに過去最低の評定平均

値となった．受講者の受講態度の悪化に歯止めが掛

かったとは言い難い結果になっており，経済学Ⅰに

対する全体の授業評価が持ち直していると断言でき

るかどうかは微妙である．

　客観的な説明データはないが，経済学や現実経済

そのものへの関心は薄いまま，とりあえず単位が取

れればそれでよいと考えて履修する受講者が年々増

えているように感じられる．こうした受講者層の変

容に気付きつつも，これを打開する有効な手段を見

つけられないまま今日に至っている．経済学Ⅰの授

業改善として，小手先の対応ではなく抜本的な対応

を取るべき段階にきていながら，拱手傍観のまま時

間が経過している点に経済学Ⅰの授業評価が低迷し

ている原因があろう．授業そのものへの熱意は失っ

ていないが，授業のやり方そのものを踏み込んで見

直す勇気が持てず，ここ数年は内心忸怩たるものが

ある５）．

（３）10年間にわたる標準偏差の推移

　表３−７はこの10年間にわたる経済学Ⅰ授業アン

ケート結果の標準偏差の推移である．回答のばらつ

きを示す標準偏差は10年間を通してみてみると総じ

て2004年度が相対的に小さく，2007年度が大きかっ

たことがわかる．この点でも2004年度と2007年度は

経済学Ⅰの授業アンケートにおける評価の転換点に

なっている．評定平均値のピークとなった2004年度

では５段階評定の４や５に回答が集中したのに対し

て，評定平均値のボトムとなった2007年度では評価

がバラバラになったと解釈していいだろう．

　2004年度から2007年度にかけて標準偏差はほとん

どの質問項目で拡大傾向にあった．2004年度から

2007年度までの期間で標準偏差の拡大幅が大きかっ

表３−６　2007年度から2009年度までの評定平均値
の改善幅
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表３−７　経済学Ⅰ授業アンケート2000〜2009年度の標準偏差

た質問項目は問12「勉学する雰囲気」（0.31ポイン

ト），問９「教員の声や言葉」（0.25ポイント），問３「受

講態度」（0.24ポイント），問12「黒板やOHPの字」

（0.22ポイント），問13「受講してよかったか」（0.21

ポイント）であった．逆にこの間の拡大幅が小さかっ

たのは問４「シラバスに沿った内容か」（−0.04ポ

イント），問１「出席状況」（0.10ポイント）であった．

　こうした標準偏差の拡大は経済学Ⅰの受講者層が

多様になってきていることを示唆しており，４．（２）

で考察する「クラス間格差」の拡大と同じ事情とみ

られる．特に問12「勉学する雰囲気」の標準偏差は

2009年度には1.02と過去最大になり，2004年度比で

0.36ポイントも拡大した．これは，教室の秩序が保

たれていると多くの受講者が感じるクラスもある中

で，一部クラスでは私語などによる教室内の秩序の

乱れから１や２の評価を付ける受講者が増えている

ことの現れである．

　また，問９「教員の声や言葉」や問10「黒板や

OHPの字」は総じて評定平均値が相対的に高い時

期であった2003〜2005年度にはそれぞれ0.57〜0.62，

0.64〜0.68と比較的低い値を示していたが，2007年

度以降はそれぞれ0.81〜0.85，0.89〜0.90に拡大した．

これまで４や５に集中していた評価が１や２にもば

らけるようになったことを示している．声や板書の

字は数年でそう簡単に悪化する評価項目とは考えに

くいだけに，授業全般への評価の低下に引きずられ

る形で下がった可能性がある．

（４）10年間にわたる自由記述の推移

　経済学Ⅰの授業アンケートにおける自由記述欄へ
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表３−８　経済学Ⅰ授業アンケート2000〜2009年度における自由記述欄への記入件数

表３−９　経済学Ⅰ授業アンケート2000〜2009年度における自由記述の分類（件数）

の記入件数とそのアンケート全回答数に占める割合

の推移を表３−８にまとめた．自由記述欄への記入

件数の全回答数に占める割合は2000年度から2003

年度までは10％台で推移していたが，2004年度に

29.1％まで跳ね上がった．更に2005年度は42.7％に

上昇し，2006年度以降は50％台となり，今や最終回

授業の受講者の半数以上が自由記述欄に記入してい

る．

　自由記述欄への記入件数が2004年度から大きく増

えた理由の１つは2003年度の記入件数が前年度より

も減少したことを反省し，アンケート用紙配布時に

授業改良意見・改善要望事項以外の感想や意見も自

由に書くよう受講者に呼びかけたことである．また，

着任７年目となり担当者自身が大学や授業そのもの

に慣れ，授業運営に余裕が出てきたことが，感想，

意見を書かせやすい雰囲気を作ることにつながった

のかもしれない．前述の通り少なくともこの2004年

度以降は，授業アンケート記入の10分間は受講者が

担当者の目を気にすることなく自由に書けるよう必

ず教室を離れるようにしている．

　表３−９は2000〜2009年度の自由記述の内容を大

雑把に分類，整理したものであり，表３−10はその

全体に占める割合を示したものである．授業アン

ケート導入当初の2000〜2002年度に関しては，板書

に関する意見・要望の割合が高かった．「板書の量

が多い」，「板書を写す時間がもっと欲しい」といっ

た不満がそのほとんどである．前述の通り，板書し

ていたことの一部を配付資料に移すとともに，特に

2003年度からは受講者が板書を写す時間を十分確保

するように努めたことから，2003年度以降は板書に

関する意見・要望はさほど高いウエイトを占めてい

ない．

　授業アンケート導入当初から意見・要望・不満が

コンスタントに出続けているのがレポートと配付資

料についてである．レポートに関しては「内容が難

しい」，「字数制限をやめてほしい」，「提出回数が多

い」といった不満が今日まで続いている．2003年度

からレポートの解説・講評のプリントを配布するよ

うにした以外は，レポートの難易度を下げたり，回

数を減らしたりするなどの対応はしていない．2008

年度からレポートに関する記述件数が減っているの

は，レポート提出用表紙に自由記述欄を設けたこと
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表３−10　経済学Ⅰ授業アンケート2000〜2009年度における自由記述の分類（割合，％）

により，レポートへの不満は授業アンケートよりも

先にレポート表紙に書かれることが多くなったため

である．

　配付資料については受講者からの意見を踏まえ，

資料に通し番号を付けたり，板書の中で参照資料

No.と図表番号を明記するなどの対応を取ってきた

が，枚数の多さやレイアウトの見にくさ，授業中の

説明に対して資料が前後することなどへの不満が続

いている．担当者のレイアウト能力上の問題や資料

作成にこれ以上時間をかけることに踏み切れないと

いう理由で不満を放置する形になっている．

　評定平均値の低下と軌を一にする如く，授業全般

への好意的感想・謝辞は2004年度をピークに割合が

低下しており，一方で2007年度以降は担当者の言動

への苦情が１割を超えている．2004年度以降は担当

者に関する記述が多くなっており，苦情と意見・感

想を合わせると20％を超える年度がほとんどであ

る．特に直近の2009年度では45％と半数近くを担当

者に関する意見・感想・苦情が占めることとなった．

　支持する受講者もいる一方で，特に2007年度以降

担当者に強い不満を持つ受講者が増えており，これ

が授業評価全般の低下に一部つながっていると思わ

れる．担当者に対する不満や苦情の記入それ自体は

以前からあったが，それまでなかった担当者を呼び

捨てにしたりお前呼ばわりする記入が2007年度以降

散見されるようになっており，ここにも受講者層の

変容を感じざるを得ない．

　受講者層の変容と関係があるかどうかは不明だ

が，2004年度以降，自由記述欄にイラストがちらほ

らと見られるようになった．2009年度は特に多く，

担当者の似顔絵やアニメキャラクターなどを中心に

15件のイラストが描かれていた．

４．経済学Ⅰ授業アンケートから得られた考察
（１）相関係数より得られた考察

　直近2009年度の経済学Ⅰ授業アンケートの全デー

タ424件から全質問項目の相関係数を推計した．表

４−１は各質問項目間の相関係数のマトリックスで

ある．いずれの質問項目も互いに正の相関を示して

いるが，問１「出席状況」や問３「受講態度」，問４「シ

ラバスに沿った内容か」では相関係数はいずれも0.5

を下回っており，特に強い相関は得られていない．

　ここでは，経済学Ⅰの授業に対する受講者の受け

止め方を中心に考察していくことにする．すなわち，

授業の総合評価や満足度，実践性，興味喚起，理解

度といった視点からみていく．

　まず，問16「総合評価」からみていこう．問１「出

席状況」を除く全ての質問項目で総合評価との相関

係数は0.3以上となったが，最も高い相関を示した

のは問13「受講してよかったか」の0.722であった．

以下，問８「授業で興味が増したか」（0.570），問９「教

員の声や言葉」（0.563），問11「学生の理解度への
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表４−１　2009年度経済学Ⅰ授業アンケート質問項目間の相関係数マトリックス

配慮」（0.561），問14「将来役立つか」（0.541）が続

いた．経済学Ⅰの授業をみる限りでは，総合評価は

受講してよかった，興味が増した，将来役立ちそう

であるといった受講者側の満足感と説明が明瞭でわ

かりやすい授業になっているかという担当者側の授

業技術に関係している．

　次に「総合評価」と最も高い相関を持つ問13「受

講してよかったか」については，「総合評価」を別

にすると問８「授業で興味が増したか」が0.662で

最も高い相関を示し，次いで問12「勉学する雰囲

気」（0.656），問11「学生の理解度への配慮」（0.651），

問14「将来役立つか」（0.591）であった．受講者にとっ

ての満足度が興味喚起，実践性だけでなく，教室の

秩序や教員の学生への配慮とも関わっていることを

示唆している．

　科目の実践性にも関連する問14「将来役立つか」

については，問８「興味が増したか」が相関係数

0.635と最も深い関わり合いを示し，「総合評価」を

除くと問13「受講してよかったか」（0.591），問11

「学生の理解度への配慮」（0.536），問14「配付資料」

（0.516）が続く．将来役立つと感じさせる授業であ

るためには，授業を通じた受講者の興味喚起だけで

なく，理解度への配慮や配付資料も無視できないと

いう結果である．

　問８「授業で興味が増したか」に関しては，これ

までみてきた通り，「受講してよかったか」や「将

来役立つか」が高い相関を有しているが，他に問７

「受講前に興味があったか」（0.577）や問11「学生

の理解度への配慮」（0.535），問９「教員の声や言葉」

（0.504）も相関係数が0.5を上回っており，もともと

の興味に加えて担当者側の配慮や授業技術が関係し

ていることがわかる．

　また，問５「授業の内容理解」と相関が高いの

は問６「到達目標達成」（0.667），問２「勉学意欲」

（0.557），問11「学生の理解度への配慮」（0.531）であっ

た．問９「教員の声や言葉」，問10「黒板やOHPの字」

とは相関係数が0.5を下回り，さほど高い相関は得

られていないが，受講者の理解度には受講者自身の

学習意欲とともに担当者がいかにわかりやすい授業

を心掛けるかが関連を持つのは確かである．
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（２）クラス間格差の拡大

表４−２　2002〜2009年度経済学Ⅰ授業アンケートの評定平均値のクラス間格差

　経済学Ⅰの同一年度授業における各質問項目の評

定平均値に関して最高のクラス（開講曜日時限）の

値から最低のクラスの値を引いたものをここでは簡

単に「クラス間格差」と呼ぶことにする．同じ担当

者が授業を行い，２年次以上のあらゆる学年・学科

の学生が履修する共通科目においてクラス間格差が

拡大しているとすれば，それは受講者の理解能力や

学問への関心，受講姿勢などに関して学年間格差，

学科間格差，あるいは同一学科内での個人間格差が

拡大していることを反映していると思われる．

　表４−２は昼間授業のみを担当するようになった

2002年度からのクラス間格差を「受講態度」，「授業

の内容理解」，「受講前に興味があったか」，「勉学す

る雰囲気」，「受講してよかったか」，「総合評価」の

６項目について一覧表にしたものである．

　「受講態度」と「授業の内容理解」についてはク

ラス間格差が縮小する傾向にあるのに対して，「受

講前に興味があったか」，「勉学する雰囲気」，「受講

してよかったか」，「総合評価」は反対に拡大する傾

向にあることがわかる．特にこの10年間で評価が最

低となった2007年度に関しては評定平均値が最高の

水曜３時限と最低の木曜４時限の格差が「受講態度」

では0.15しかないのに「勉学する雰囲気」では0.74，

「受講してよかったか」では0.65もあるという極端

な結果になった．受講者個人のレベルでは私語や居

眠りなどの受講態度に関してクラス間での大きな差

はないのに，クラス全体でみれば大きなクラス間格

差が生じているというこの現象は，経済学でよく出

てくる「合成の誤謬」現象（個々には当てはまるこ

とが全体には当てはまらない現象）を彷彿させる．

　2008，2009年度のクラス間格差は2007年度と比べ

ると大きくないものの2006年度よりは大きく，2007

年度までの４クラス開講から2008，2009年度は３ク

ラス開講になったことを考慮すると，依然としてク

ラス間格差は拡大基調にあるものと考えられる．

　こうした「クラス間格差の拡大」の原因として経

済学Ⅰの授業評価における学科間や学年間の格差の

拡大が考えられる．同じ授業であっても理解度や授

業への関心は学科によって異なると考えられるが，

学科間の格差が広がることで，理解度や関心の低い

学科からの受講が多い曜日時限（クラス）の授業評

価が他の曜日時限に比べて低く出てしまうというこ

とが起こりうる．こうした学科間や学年間の格差が

近年拡大していないか検討する必要があろう．本学

工学部は2006年度より３つの新学科を開学し，それ

までの７学科から10学科に編成替えが行われた．こ

のため，2007年度は新編成下で入学した学生が２年

生となり，経済学Ⅰを含む２年次以上履修の共通科

目を取りに来る最初の年度であった．また2009年度

は新設３学科の完成年度（１年次から４年次まで全

学年が揃う年度）となっている．工学部の編成替え

（学科増）に伴って経済学Ⅰの授業評価における学

科間の格差が拡大した可能性も考慮しなければなら

ない．

　そこで，2004年度（全７学科），2007年度（全10学科，

ただし新設３学科は２年次のみ），2009年度（全10

学科）について学科・学年別の集計を行ってみた．「受

講態度」，「授業の内容理解」，「受講前に興味があっ

たか」，「勉学する雰囲気」，「受講してよかったか」，

「総合評価」の６項目に関して①全学年合計でみた
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学科間の比較（学科間格差の算出），②全学科合計

でみた学年間の比較（学年間格差の算出）及び③各

学科を各学年ごとに集計した学科学年間の比較（学

科学年間格差の算出）を行ってみたのが表４−３で

ある．なお，ここでの「学科間格差」（「学年間格差」）

とは評定平均値が最高の学科（学年）の値から最低

の学科（学年）の値を引いたものである．また，「学

科学年間格差」とは評定平均値が最高の学科学年の

値から最低の学科学年の値を引いたものである．例

えば，評定平均値の最高値が○○学科３年の4.21，

最低値が××学科２年の3.64ということであれば，

「学科学年間格差」は4.21−3.64＝0.57となる．ただ

し，評定平均値の最高値，最低値ともに回答数が10

以上の学科学年のみを格差算出の対象とした．

　評定平均値のピークであった2004年度についてま

ず見てみよう．前記のどの質問項目についても学科

間格差は0.6を超えておらず，学年間格差も0.4より

小さい値となった．学科学年間格差は「受講前に興

味があったか」の0.86ポイント，「総合評価」の0.71

ポイント，「授業の内容理解」の0.64ポイントが目

立つが，１を超える項目は１つもなかった．

　しかし，授業アンケート開始以来ほとんどの質問

項目で評定平均値が最低となった2007年度につい

ては「授業の内容理解」と「受講前に興味があっ

たか」の２つの項目で学科間格差が1.00ポイントと

なった．そして学科学年間格差は「受講態度」，「受

講前に興味があったか」，「受講してよかったか」の

３項目で１を超えるという結果になった．2007年度

は2004年度と比べるとどの質問項目に関しても学科

間格差，学年間格差，学科学年間格差のいずれもが

明らかに拡大しており，これが2004年度から2007年

度へのクラス間格差の拡大につながった可能性があ

る．ここには３学科が新設された影響もあろう．

　直近の2009年度は「授業の内容理解」と「受講し

てよかったか」を除き，学科間格差は2007年度より

拡大しており，特に「受講前に興味があったか」は

1.14ポイント，「勉学する雰囲気」は1.06ポイントと

１を超えた．学年間格差は「受講態度」と「受講前

に興味があったか」を除いて2007年度よりも縮小し

ている．また，学科学年間格差は2007年度より縮小

している項目の方が多いが，「勉学する雰囲気」と「総

合評価」は2007年度よりも拡大しており，特に「勉

学する雰囲気」に関しては1.20ポイントの格差があ

り，学科学年によって評価に大きな差が出ているこ

とがわかる．

　2007年度から2009年度にかけてクラス間格差が拡

大基調にある背景として，学科間格差や学科学年間

格差の拡大があると表４−３だけから判断してよい

かどうかは微妙である．しかし，少なくとも特定の

学科学年がある曜日時限（クラス）に集中すること

により，そのクラス全体の授業評価に影響を与えて

いることは観察できる．実際に2009年度の授業アン

ケートでは水曜３時限の「受講してよかったか」が

水曜２時限や木曜１時限より低い評価となったが

（前掲図２−17参照），これはこの時限に多数が受講

している某学科２年の受講者による低評価が一因で

あった．2007年度と比べれば縮小している質問項目

もあるとはいえ，直近の2009年度に0.7〜1.2ポイン

トの学科学年間格差が存在していることは，今後の

授業アンケート結果を分析していく上でも大きな留

意点になると思われる．

　学科，学年の異なる学生が受講する共通科目の授

業アンケートはこうした学科間格差や学科学年間格

差の影響を専門科目より受けやすい．これは担当者

表４−３　2004・2007・2009年度の評定平均値の学科・学年の間における格差
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には如何ともし難い受講者側の要因であるだけに，

後述の通り，授業アンケート結果を活用する際には

注意が必要である．

　なお，参考までに表４−３のバックデータである

2004，2007，2009年度の学科・学年別評定平均値の

一覧表を注の前に添付した．本稿では詳論する余裕

がないため，一覧表を示すだけにとどめるが，全く

同一内容の授業でありながら学科学年によって評価

は大きく異なることがこの表より一目瞭然であろ

う．2004年度には高い評価をしていた学科学年が

2007年度には低評価に転じ，2009年度ではまた高い

評価になるといった例もあることを確認されたい．

５．授業アンケートの意義と限界
　ここでは10年間にわたる経済学Ⅰの授業アンケー

トを通じて感じた授業アンケートの意義と限界につ

いて私見を簡単にまとめておく．

（１）授業アンケートの意義

①授業認識の機会提供と教育記録のツール

　授業アンケートは授業の内容や方法，所属学科や

学年などの受講者の属性，受講者数（クラスサイズ）

などによって影響を受ける６）．このため，同じ担当

者が行う授業であっても受講者の属性が違えば，評

定平均値などの数値も大きく異なることになる．こ

うした点を踏まえれば，仮に同一名称の科目であっ

ても単純な授業間比較はあまり意味を持たないし，

ましてや授業内容，受講者の属性が異なる科目同士

での評定平均値の単純比較はほとんど無意味であろ

う．複数学科の学生による混成クラスとなる共通科

目と同一学科からの受講が圧倒的に多い専門科目の

授業アンケート結果を同列に論じることができない

のは言うまでもないことである．

　むしろ授業アンケートの一番の意義は評定平均値

などの数字によって自分の授業に対する評価をはっ

きり確認できる点にある．それはなかなか客観視で

きない自分の授業に向かい合う機会を与え，自分の

授業を相対視し，自己の授業認識を深める良い契機

となる．

　また，同じ質問形式でアンケートを続けることに

よって時系列分析が可能となることの意義は大き

い．授業改善の効果や受講者層の変容を感覚として

ではなく数字により把握できるからである．前年度

から授業の内容・方法や成績評価方法を変えた時に

それが受講者にどのように受け止められたか，ある

いは担当する授業に対する評価が変化した場合にど

こに原因があるかを知る手がかりを授業アンケート

は与えてくれる．アンケート結果を通じて受講者層

の変容を掴むことにより，逆に学部内で起こってい

る学科間，学年間の格差を認識するきっかけともな

りうる．

　このような視点に立つと，授業アンケートの最大

の長所は定期的に担当している科目における時系列

比較にあると考えられる．授業アンケートはFDの

一環として行われることが多いが，FD以前に担当

者による授業認識の機会，教育記録のツールとして

の意義を持っていると言えよう．

②自由記述欄の効用

　受講者から自由記述欄に直接書かれた意見・感想

の中には数字による評定では示せない具体性によ

り，来年度以降の授業を行う上で参考・ヒントとな

るものが含まれている．授業改善のための建設的な

意見だけでなく，謝辞や励ましの言葉も担当者の次

年度以降の授業に対する意欲を高めることにつなが

る．その意味で自由記述欄は次年度以降も授業を

行っていく上での道標・活力剤としての効用を有し

ている．

　自由記述欄には往々にして授業改善に無関係な意

見や感想，時には授業担当者に対する罵倒なども書

かれる．その全てを真に受ける必要は当然なく，授

業アンケート結果のプリントに受講者の悪ふざけや

暴言まで全てを記載することに対しては批判もあろ

う．しかし，毎年度の教育記録を残すという考えに

立てば，授業改善に無関係な自由記述もその時の授

業の雰囲気や受講者の反応を伝えるものとして必ず
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しも無意味なものとは言えない．一部書かれる罵倒

や私怨も受講者の内面を写す鏡として一定の意味を

持つと思われる．自由記述欄への記入は受講者から

担当者に対する直接的なメッセージに他ならない．

その記入件数は授業や担当者に対する反響を表す代

理変数でもあり，受講者と授業担当者の距離を測る

ものとも言えよう．

（２）授業アンケートの限界

①数字の一人歩きの危険性

　授業アンケートは授業担当者の能力や熱意とは無

関係に受講者側の要因（例えば共通科目の場合，受

講する学生の学年・学科，受講者数など）によっても

影響を受けるため，同一内容，同一スタイルの授業で

ありながら，開講するクラスによって評定平均値など

に大きな差がしばしば生じる．繰り返しになるが，授

業内容や受講者の属性が異なることを考慮に入れずに

評定平均値を科目間で単純比較するのは無意味であ

る．しかし，授業アンケート結果を全科目一斉に公開

した場合に，この点が考慮されぬまま評定平均値の

単純な科目間比較などが行われてしまいがちである．

特に必ずしも授業アンケートの特性を理解している

とも思えない学生がアンケート結果を見る際に，評

定平均値などの数字の単純な科目間比較を履修の判

断材料とするような場合は危険である．

　また，受講者側の要因によってたまたま低い評価

が出た場合に，評定平均値などの数字が一人歩きし

て，当該授業やその担当者が不当に低く評価されて

しまう危険性もある７）．その意味で，基本的に授業

アンケートはあくまで授業改善や担当者の自己評価

の手段として活用する方が無難であり，教員の教育

能力や教育実績を測るために利用するには相当に慎

重であらねばならない．

②評価の信頼性の問題

　授業アンケートの信頼性は回答する側の受講者が

どこまで真摯にその授業を評価するかにかかってい

る．授業がわかりにくい，教員が自分に合わないと

感じると，受講者によってはそれを全質問項目の評

価に反映させることがありうる．例えば，授業中の

注意の仕方が気に入らないといった理由で，板書の

字が見やすい授業であっても，板書に関しても（つ

いでに）最低の１の評価を付けてしまうということ

が起こりうる．経済学Ⅰの授業アンケートでも授業

の理解度や満足度が低い年度は声や言葉，黒板の字

まで評価が低く出る傾向があった．受講者層の変容

に伴って発生する「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」式

の全面的低評価がアンケートの信頼性を下げてしま

う可能性に注意が必要である．

  また，授業アンケートそのものにそもそも受講者

がどの程度強い関心を持っているかということも評

価の信頼性に関わってくる．全科目で授業アンケー

トを行うことが多い現在では，受講者がアンケート

慣れして，適当に回答をしたり，回答を面倒に感じ

ることも多くなる．受講者が授業アンケートに関心

がない場合は尚更であろう．

　2007年度から定期試験終了直後の教室で経済学Ⅰ

のノートやコピー，配付資料などで不要となった物

があれば教壇に置いたカゴに入れるよう呼びかけて

いる．大量のノートや配付資料に混じって，試験開

始前に配布した授業アンケート結果のプリントもカ

ゴの中にかなりの数が投棄される．全受験者が試験

直前にアンケート結果のプリントを一読していると

も思えず，最終回の授業終了後２，３週間後に直接

受講者にアンケート結果を配布する授業にしてこう

であるから，一般の受講者が何週間も前に実施した

授業アンケートの結果に強い関心を持っているとは

とても思えない．単なるアンケート結果の公開では

なく，担当者としてアンケート結果をどう受け止め

たかを直接当該授業の受講者に示すなど，受講者に

対してアンケートへの関心・理解を深めさせる努力

をしないと，授業アンケートは面白くなかった授業，

気に入らなかった授業担当者に対する報復手段とし

て低評価を付けたり，罵詈雑言を書き連ねるだけの

ものに終わってしまう危険性がある．
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おわりに
　本稿では経済学Ⅰのこの10年間にわたる授業アン

ケート結果をFDという観点よりは１つの教育記録

として考察した．授業アンケートに対しては「学生

に自分の授業（の良さ）がわかってたまるか」や「同

じ教員同士の授業参観は意味を持つが，授業アン

ケートは無意味である」といった類の反発が教員の

間に隠然と存在する８）．しかし，全14回９）の講義中

たった１回だけを参観した同僚から得られる所見と

14回通して受講した学生からの評価・意見とを同一

次元で扱うこと自体に無理がある．授業アンケート

を絶対視する必要は全くないが，授業アンケートが

教員同士の相互授業参観よりも意味を持たないとま

で考えるとしたら，それは授業アンケートに対して

あまりに無理解な態度である．相互授業参観，授業

アンケートそれぞれの特性や長短所を踏まえて活用

すればよいだけのことであろう．

　言うまでもなく授業アンケートの質問項目は全て

が全て完璧なものではない．例えば「この授業を受

講してよかったと思いますか」という当アンケート

の質問項目に関しても「漠然としていてほとんど意

味がない質問である」というような批判をたびたび

仄聞する．確かにFDという観点に立てばそうした

批判の成り立つ面があるかもしれないが，毎年の評

定平均値の推移やクラス間比較で見れば，「受講し

てよかったか」という質問への回答結果からも授業

の受け止め方の変化や受講者層の変容など，見えて

くるものは決して少なくない．その意味で，同一の

質問調査を続けることの意義は大きく，教育記録と

しての授業アンケートについてもまさしく「継続は

力なり」である．
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注
1） この点については例えば山地弘起編著『授業評

価活用ハンドブック』（玉川大学出版部，2007年）

の２章「授業評価の諸機能」（田口真奈）を参

照せよ．

2） 授業の最後に配布する過去３年分の定期試験問

題を研究室まで取りに戻る時間としている．

3） 2008年度から自己評価委員会のアンケート用紙

では質問項目の大幅変更が行われたが，上久保

担当の経済学Ⅰではデータの継続性という立場

から2008，2009年度は2007年度以前と同じ質問

項目のアンケート用紙を用いた．

4） ただし，アンケート導入初年度の2000年度だけ

は，同年度後期開講の経済学Ⅱの第１回目授業

でアンケート結果のプリントを配布した．

5） 授業アンケート結果を踏まえ、熟慮の末，来た

る2010年度から経済学Ⅰの授業内容や評価方法

を大幅に見直すことにした．

6） この点については例えば前掲山地編著『授業評

価活用ハンドブック』の６章「授業評価アンケー

トの整理」（中村知靖）やＱ＆Ａ〔授業評価の

解釈について〕（大塚雄作）を見よ．

7） 授業評価の問題点やこれを教員の業績評価に活

用する場合の問題点については京都大学高等教

育研究開発推進センター編『大学教育学』（培

風館，2003年）３章「大学教育評価論」（大山泰

宏）を参照せよ．

8） 石浦章一『東大教授の通信簿—「授業評価」で

見えてきた東京大学』（平凡社新書，2005年）

の第５章には授業評価に対する東大教養学部の

教員の具体的な意見が出ており，興味深い．

9） 2010年度からは全15回となる予定である．
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