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平成 18年度「学生による授業評価」の集計結果報告 
 

長崎大学 教育改善委員会 

１． 概要 

本学では全授業科目を対象として「学生による授業評価」を実施している。「学生による授

業評価」の目的は，『学習に対する学生の自覚及び意欲を引き出すとともに，教員個人又は学

部等による教育改善を図り，もって本学における教育の質の向上に資すること』であり，『本

学の教育に関する説明責任を果たすため，この授業評価結果を適切な方法により学内外に公表

すること』と，「学生による授業評価の実施に関する申合せ」に定めている。 

平成 18 年度は 2,122 件(通期 47 件，前期 1,071 件，後期 1,004 件)の「学生による授業評価」

が実施されている。本学では「学生による授業評価」を総括的に捉えるため，表 1 に示す 7 つ

の全学共通項目を設けている。この集計結果報告では，全学共通項目を含んで実施された「学

生による授業評価」1,237 件を取り上げ，それらの集計を行った。表 2 はこれら 1,237 件につい

ての部局等別の実施状況である。表中の最小回答数，最大回答数，平均回答数は各授業評価の

実施規模の目安として付記している。 
 

表 1 「学生による授業評価」全学共通項目 

設問番号 設問内容 

1 シラバスは、授業の目標や計画及び評価方法を適切に示していた。 

2 授業は目標達成のため計画的に進められた。 

3 授業担当者の教え方は適切だった。 

4 授業担当者は、学生が質問や相談をしやすい環境・雰囲気作りを行った。 

5 自分は、シラバスに記載された授業目標を達成することができた。 

6 自分は、この授業によって学習意欲が喚起された。 

7 総合的にみて、この授業は自分にとって満足できるものであった。 

 
表 2 部局等別実施状況 

  実施数 総有効回答数 最小回答数 最大回答数 平均回答数 

全学教育 129 7,438 7 185 57.7 

教育学部 123 3,606 1 156 29.3 

経済学部 107 8,724 1 271 81.5 

医学部 医学科 78 3,975 1 99 51.0 

医学部 保健学科 143 6,234 2 103 43.6 

歯学部 60 2,822 31 90 47.0 

薬学部 49 3,211 3 88 65.5 

工学部 321 16,155 1 145 50.3 

環境科学部 91 5,007 2 130 55.0 

水産学部 136 5,798 3 133 42.6 

全 体 1,237 62,970 1 271 50.9  
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２． 全体集計結果 

全学共通項目を含んで実施された「学生による授業評価」1,237 件の集計結果を図 1 に示す。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(全体)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をしやすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ることができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 
図 1 「学生による授業評価」の集計集計（1,237 件） 

 

３． 部局等別集計結果 

ここでは部局等別の集計結果を示す。 

(1) 全学教育 

全学教育おける集計結果を図 2 に示す。実施数は 129 件である。 
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設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(全学教育)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をし やすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ること ができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 
図 2 全学教育における「学生による授業評価」の集計結果（129 件） 
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(2) 教育学部 

教育学部おける集計結果を図 3 に示す。実施数は 123 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(教育学部)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をしやすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ることができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 3 教育学部における「学生による授業評価」の集計結果（123 件） 

 

(3) 経済学部 

経済学部おける集計結果を図 4 に示す。実施数は 107 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(経済学部)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をし やすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ることができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 4 経済学部における「学生による授業評価」の集計結果（107 件） 
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(4) 医学部(医学科) 

医学部(医学科)おける集計結果を図 5 に示す。実施数は 78 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(医学部医学科)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をし やすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ること ができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 5 医学部(医学科)における「学生による授業評価」の集計結果（78 件） 

 

(5) 医学部(保健学科) 

医学部(保健学科)おける集計結果を図 6 に示す。実施数は 143 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(医学部保健学科)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をしやすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ることができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 6 医学部(保健学科)における「学生による授業評価」の集計結果（143 件） 

 



 5

(6) 歯学部 

歯学部おける集計結果を図 7 に示す。実施数は 60 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(歯学部)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をし やすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ることができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 7 歯学部における「学生による授業評価」の集計結果（60 件） 

 

(7) 薬学部 

薬学部おける集計結果を図 8 に示す。実施数は 49 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(薬学部)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をし やすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ることができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 8 薬学部における「学生による授業評価」の集計結果（49 件） 
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(8) 工学部 

工学部おける集計結果を図 9 に示す。実施数は 321 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(工学部)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をしやすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ること ができた。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 9 工学部における「学生による授業評価」の集計結果（321 件） 

 

(9) 環境科学部 

環境科学部における集計結果を図 10 に示す。実施数は 91 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(環境科学部)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をし やすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ることができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 10 環境科学部における「学生による授業評価」の集計結果（91 件） 
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(10) 水産学部 

水産学部における集計結果を図 11 に示す。実施数は 136 件である。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問1

設問2

設問3

設問4

設問5

設問6

設問7

平成18年度 学生による授業評価集計結果(水産学部)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

設問1 シラバスは、授業の目標や計画 及び評価 方法を適切 に示 していた。

設問2 授業は目標達成のため計画 的に進められた 。

設問3 授業担当者の教え方は適切 だった。

設問4 授業担当者は、学生が質問 や相談 をしやすい環境・ 雰囲気 作り を行った 。

設問5 自分は、シラバスに記載され た授 業目標 を達成す ること ができ た。

設問6 自分は、この授業によって学 習意欲 が喚起 され た。

設問7 総合的にみて、この授業は自 分にとって満 足でき るもので あった 。

 

図 11 水産学部における「学生による授業評価」の集計結果（136 件） 

 


