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大学生の自己評価と授業評価に関する認識の分析

石野レイ子 二重作清子

広島県立保健福祉短期大学看護学科

抄録

大学生が授業終了後に自己評価や授業評価を行うことの教育的意味を明らかにするために， H県立短期大学3

年次の選択科目「看護学特論IIJを受講した看護学科学生67名に対し，東海大学式Minute Paperを参考に作成

した質問紙と自由記載を用いて調査した。その結果から，学生が自己を振り返ることにより思考する習慣を形成

できたこと，自己の課題を明確にできたこと，教員とのコミュニケーションを深めたことなどの教育的意味が明

らかになった。また，授業終了時の自己評価や授業評価の導入では，学生が自己を客観的に対象化できる能力が

前提条件であることや，授業概要を充実させることなどを通して学生に到達目標を明確に提示することの必要性

が示唆された。
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はじめに

大学生の学習意欲を促し，理解を深める効果的な教

授活動については，かなり以前から心理学や教育学の

分野で論議されている。主として，学生の積極的な受

講態度と教員の効果的な教授活動を志向して，大学教

育に関する提言や実践報告が重ねられている。授業中

の質問に対して学生に思考させ 3色のカードによる

挙手回答で授業への参加意識をもたせ，学習意欲を高

める実践報告や1) 多人数講義における双方向コミュニ

ケーション手段として，毎時間毎の授業コメントの提

出と返却に関する実践から，学生は講義に集中できて，

教員は学生の反応や理解度を把握して，前回の講義を

振り返り次回の講義内容の展開に関連させることがで

きるなどの効果を明らかにしている2)。筆者の看護学実

習における学生の主体性に関する先行研究では，学生

の自己評価と教員のフィードパックの重要性が明らか

になった3)。フィードパックの活用に関しては，園屋は，

授業内容やVTR視聴後の学生の感想や意見の結果を

次回授業にフィードパックして，学生とのコミュニケー

ションを図り，学生が学習内容に関心を高めたことを

明らかにしている4)。教員の過剰な負担にならず，かっ

有効なフィードパックの仕方としては，授業感想カー

ド，電子メールの活用，一言メモを活用した工夫がな

されている。

他方，森田らは大学における全学の全科目について

学生による授業評価制度の取り組みが，授業方法の改

善と向上に役立つた報告をしている5)。看護系大学にお

ける効果的な教授活動の研究としては，教育目標の達

成という授業の成果のみでなく授業過程に着目して，

学生を評価主体とした授業過程評価スケール(講義用

と演習用)の開発が報告されている6)7)。

以上の研究の概観から分かるように，効果的な教育

活動は学生の学習意欲という学生側の要因と，教員の

教育力という教授者側の要因が相互関係して成立する

ダイナミックなものであると考える。学習の主体であ

る学生が，自己の学習過程や学習目標に対する到達状

況に関心をもって主体的に学習に取り組み，かっ教員

は指導上の参考にしていくことから，学生を評価主体

とした授業評価の導入が必要であると考える。しかし，

田中は大学教育の実践研究では，授業の工夫と学生の

学習意欲との関係を細かく検討したものは少ないこと

を指摘して，教員自身が自分の授業を振り返り，向上

させようという気持ちを持つことが大切であると提言

している8)。

今回，選択科目の授業で学生による自己評価や授業

評価を採り入れて，評価内容を次回の授業にフィード

パックする教育活動を実践した。そこで学生が自己評

価や授業評価をした経験が，教育的にどのような意味

があったかを検討するために，本研究に取り組んだ、。

自己評価は日常の学習活動で常に行われていることで

あるが，ここでは学生が自己の学習活動を振り返って

学習態度や理解の程度を評価する活動を行うことを自

己評価と規定した。授業評価は，教員の教育方法や教

育技術および教育者としての評価を意味し，学習者や

同僚教員など授業に関係する人々の評価を受けること

であるが，ここでは授業に関する学生の意見，要望，

感想を含めて授業評価と規定した。

教育活動の概略

授業は，前期開講の選択科目「看護学特論 II (1単

位15時間)Jで講義と演習による学習形態である。開講

1回目で教員の授業評価を実施し 3固と 4回目の講

義では，本日の学習内容，感想，要望，教員の授業評

価， 6回と 7回の講義では，本日の学習内容，授業に

関する一言を記名で自由記載してもらった。記載内容

については，次回の授業で学生全体にできるだけフィー

ドパックし，かっ授業内容の組み立ての参考にして実

践し授業を終了した。

目的

自己評価や授業評価を採り入れた教育活動において，

学生が評価の経験をしたことの教育的な意味を明らか

にする。

調査対象及び研究方法

1 .対象

H県立短期大学看護学科3年生で，看護学特論豆(15

時間)を選択し同意が得られた67名の学生である。

2.研究期間

1999年4月14日から同年9月30日

3.研究方法

看護学特論Hは選択科目であることから，学生の科

目選択行為も評価の対象とするために 1回目の授業

終了時に「科目選択の根拠」と本講時を受講して選

択したことをどう思うか」について多肢選択回答及び

「その理由」について自由記載をしてもらった。終講

時は授業概要に沿った内容であったか」の多肢選択

回答と学習の理解の程度J r授業態度J r教員の授業

評価」について10点法評価と授業評価や一言を書い

たことについての苦痛の有無及び書くことのメリット

の有無」について二肢選択回答とした。各質問項目で

は，学生の「評価の根拠」については自由記載をして
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もらった。「教員の授業の特徴」については，東海大学

式MinutePaper9lを参考に10項目(内1つは自由設定項

目)について「良い」か「悪い」の二肢選択回答とし

た。

4.分析方法

自由記載回答については，調査対象者の記載内容を

データとしてまとめ過ぎないように配慮して，各調査

項目ごとにカテゴリーに分類し分析した。選択回答の

データは要因問でカイ二乗検定した

結果

1 .科目選択の根拠と授業概要の関連

看護学特論Hを選択した根拠は授業概要を見て」

61名 (91%)，r先輩に聞いて」の該当者は無く，その他，

看護婦として必要だと思う，興味があった，日常生活

で役に立つなどが 6名(9%)であった。第1回目を受

講した結果選択を取り消したい」該当者は無く引

き続き受講したい」が62名 (92.5%)，rもう一度受講し

て成り行きを見極めたい」が4名 (6%)， rその他」受

けてみたいが忙しいが1名(1.5%)であった。「引き続

き受講したい」理由は，表 1に示したように，<必要

性と効用><学習成果>く教員の印象と雰聞気>の 3

カテゴリーに分類できた。

表 1 受講の継続理由

カテゴリー 具体的内容

必要性と効用 救急医療の大切さを学びたい

地域に根づく活動を学びたい

救急看護について学びたい

興味深い分野である

授業概要を見て興味を持った

看護婦になるにあたって必要

技術を身につけたい

希望していた内容だから

将来救急救命を希望している

日常生活に役に立っと思う

学習成果 具体例が分かりやすい

経験談が面白い

教員の印象と 授業に退屈しない

雰囲気 進め方が好き

話し方が気に入った

いろな話しが聴ける

先生の人柄が好き

話しが楽しい

授業が面白くなりそうだ
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学生は受講に際して将来役に立つ学習内容を求めて

いる。そして，受講後の学習の成果や，教員の印象と

雰囲気など，学生の感覚も受講継続を決める要因になっ

ていることが分かる。このことは「もう一度受講して

見極めたしり理由として，いまいち理解できなかった，

もう少し内容を見て考えたい，技術は身につけたいが

知識だけなら考える，などの記述内容からも分かる。

終講時の「授業概要に沿った授業であったか」の結果

はそう思う J 41名 (61.2%)， rまあまあ思う J 25名

(37.3%)， rあまり，思わないJ 1名(1.5%)で思 わ

ないJは皆無で授業概要に沿った内容であったと思

う」の評価が有意であった (p<O.Ol)。以上の結果で

は，学生の科目選択のよりどころが授業概要であるこ

とから，教育目標が学習内容として詳細に説明された

授業概要の充実が不可欠であることが分かる。

表2 理解の程度・授業態度・教員の授業評価の10点

法による評価の各人数

点 数 1 2345678910  平均 SD 

理解の程度 o 0 0 0 11 15 24 15 1 1 6.7 1.1 

授業態度 o 0 1 8 7 16 18 14 2 7.3 1.5 

授業評価 o 0 0 0 0 4 17 33 12 8.8 0.9 I 

2.理解の程度の自己評価

授業全体を通して，学生の理解の程度を10点法で自

己評価した内訳は表2に示したように 5点の評価が

11名(16.4%)，6点以上は56名 (83.6%)，平均6.7点，

S D1.1である。授業態度や教授評価に比較して最も低

く評価している。

理解の程度の自己評価根拠として，学生が記載した

内容を分析し類型化した結果，<学習成果の充足感と

不充足感><学習の動機づけ><出席状況と集中度><

教材活用の適否>の4カテゴリーに分類できた(表3)。

理解の程度を評価する学生の根拠は，理解できた・身

についた・深まった・役に立ったなどの充足感と，唆

昧だ・不安が残る・無理・できないなどの不充足感で

示している。学習の効用があると判断した学習内容は

反復して学習し，自己の学習活動を振り返って思考し

た結果，予習復習をしなかった・見直さなかった，し

かし技術習得には反復学習が必要で，これからは練習

する・見て思い出すなど今後の学習に動機づけをして

いる。授業に出席して集中して学習することや，教材

活用の適否が自己の学習内容の理解に関連することを

認識している。理解の程度の自己評価結果では，教育

目標に沿った到達目標を学生の評価基準として明確に

提示する必要性が示された。
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表3 理解の程度の評価根拠

カテゴリー| 具体的内容

学習成果の l必要性や目的は分かった

充足感と |人工呼吸法は自信を持ってできる

不充足感 |救急医療概念や歴史は理解できた

家族心理が学べた

蘇生技術が分かった

救急時の対応の流れは理解できた

演習することで理解できた

学習が更に深まった

演習で工夫の仕方が学べた

実際に演習して身についた

臨床実習に活用し役立った

根拠が分かるものと分からないものもある

演習では分かったが実践となれば多分無理

頭では理解できたが実際の場面で対応は無理

唆昧なままに終わった

自信がなく説明はできない

時聞がかかる

技術面の不安が残る

実技が上手くできなかった

正しくできたか分からない

学習の動機 l将来役立つ知識や技術は何回もプリントを読んだ

づけ l確実に身につけるには繰り返しが必要

演習ではできても復習しなかった

人間 1回だけでは理解できない

復習が伴なわなかったのでプリントを見て思い出す

理解不十分なことはこれから練習する

出席状況と 1出席した日は集中して聞いた

集中度 |授業の後半に出席しなかった

実習記録や援助について考えていた

」ーー

教材活用の |プリントは分かりやすかった

適否 IOHPが見えにくかった

VTRだけではよく理解できなかった

3.授業態度の自己評価

授業全体を振り返っての授業態度の自己評価の根拠

は表2に示したように 3点と 4点が各 1名 5点が

8名で， 5点未満が10名(14.9%)，6点以上が57名(85.1%)，

平均7.3点， S D1.5で，理解の程度や授業評価に比較

してばらつきが大きい。

授業態度の評価根拠の記載内容は，<出席状況><

居眠り・私語・内職><積極的な関わりの姿勢><教

授法>の4カテゴリーに分類された(表4)。学生は自

己の授業態度を振り返って，出席状況と集中度を評価

し，出席していても授業にどのように関わるか，そし

て予習復習をして授業に臨むことも態度として重要で
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あると認識している。欠席欠課や私語・内職，関わり

の姿勢などについての記載は，結果だけではなく回数

や理由を具体的に述べていることから，授業態度の評

価としては授業に出席して積極的に関わる姿勢が重要

であることも認識していることが分かる。具体的な理

! カテゴ、リー I 

出席状況

表4 授業態度の評価根拠

具体的内容

皆勤できた

頑張って出席した

実習レポートに追われて欠席

一回欠席し内容の把握が今いち

私用で早退した

2回遅刻した

居眠り・ |たまに眠ってしまった

私語・内職 l皆勤したが居眠りした

半ばの授業で私語した

演習で私語しだらだらした

実習レポートの内職をした

積極的な !プリントを読みノートを取り努力した

関わりの |質問して積極的に理解した

姿勢

教授法

OHPや板書をノートに取り望んだ

出席した日は積極的に受けた

演習は自分の為になるので意欲があった

興味があって自分なりに頑張れた

進んで仕方を覚えた

一生懸命取り組んだ

積極的に行えた

真面目に授業を受けた

実習疲れで積極的に取り組めなかった

演習で蘇生するまで努力しなかった

疑問に思うことを消化し切れなかった

予習復習をしなかった

事前学習をしなかった

復習しなかった

家でプリントを読み返さなかった

実習記録を考えていた

実習を考えてボーっとしていた

実習第ーで授業に集中しなかった

面白かったので苦痛無く出席できた

面白い話しの説明で眠くなかった

飽きることなく聞けた

ポイントが分からなかった

内容を把握できないことがあった

興味ある内容で退屈しなかった

板書の文字が見えにくかった

演習時聞が無かった

授業が楽しく興味深い

先生がユニークなので頑張れた



由としては，実習レポートや実習の事を考えたり，実

習が第一優先で授業を欠席したり，内職したりして授

業に集中できていない事実を述べている。 10点法の評

価のパラつきが大きいのはそのような理由による個人

差の現われである。臨地実習も学内の講義も授業であ

ることに変わりはないが，そのことを暖昧なままに評

価している。教授法のカテゴリーは，授業態度は学生

側だけの要因で判断するのではなく，教員の教授法と

学生の授業態度は相互関係していることの認識を示し

ている。

4.教員の授業評価

授業全体を通しての教員の授業評価は表2に示した

ように，平均8.8点， S DO.9で学生自身の理解の程度

や受講態度の評価に比較すると最も高い評価点であっ

た。

教員の授業評価をした根拠に記載された内容は，<

学習状況と授業展開><進行速度の適否や起伏><教

材の活用度と活用方法><教員と話し方><授業観と

学生観><演習の評価><教育活動の受け止め>の 7

カテゴリーに分類できた(表 5)。教育目標の達成に向

けて学習内容が理解できるように，抽象と具象の連関

した授業展開や，話し方や進行速度，教材の活用度や

活用方法など，教育技術に関しては詳しく説明した・

分かりやすかった・良かったなどの評価と，授業ベー

スが早い・時間配分のまずさ・ノート記載時聞が確保

されないなど，授業改善の具体的指針を示している。

また，テーマによっては講義と資料だけではなくグ、ルー

プワークで話し合いをしたかったと，意欲的な提言が

あった。学生の質問や意見を採り入れるのは演習では

できていたが，講義の中では教員の一方的な話になっ

ていたことが分かる。話し方では，くだらないしゃれ

を言う・雑談が多いといった評価や，もうちょっと磨

けばより一層素晴らしい授業になると教員に対して教

育的に指摘している。看護技術の教育として比重が大

きい演習については，ポイントや根拠を明確に，良い

タイミング、で、モデ、ルを示し，学生が実践する場面では

正確にできているか否か評価をして，学生が指導や評

価を必要とする時にはいつでも教員に質問できる体制

を求めている。演習では，理論と実践が結びついてい

るという実感ができることから，学問の面白さを感じ

探求心が生まれることからも，演習の授業をより良く

していく必要がある。授業では教員の授業観や学生観

を明示し，学生と一緒に授業を作った成果を実感して，

教育活動に自ら参加したことを受け止め評価している。
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表5 教員の授業評価の根拠

カテゴリー| 具体的内容

学習状況と |技術や目的根拠など詳しく説明した

授業展開 l簡潔で分かりやすかった

内容は分かりやすかった

日常生活で役に立つ内容が良かった

概念や最初の頃の内容が難しかった

グループワークで討論したかった

実例・経験談が分かりやすかった

教科書そのままの講義ではない

新聞の切り抜きなど楽しかった

もっと経験談が聞きたかった

進行速度の |授業の構成や流れは良かった

適否や起伏 l内容やテンポは良かった

聞きやすかった

スピードが早くついていくのが大変

ペースが速く分からない時があった

ハイベースの分多くのことを学べた

展開早く聞き取り難く記述できない

講義の時間配分が少しいけなかった

最初ゆっくり間際で大雑把になった

授業観と |授業に対する考え方を明示した

学生観 !先生が一生懸命だと学生も真剣

評価の価値観にこだわらない

全体的に見た評価でうれしい

学生一人一人をちゃんと見ている

個人のやる気の尊重

主体性に任せたのでやる気が出た

教育活動の l学生の要望を摂り入れた

受け止め l学生の意見でプリントや演習の工夫をした

授業評価を参考に改善しているのが分かった

学生と一緒に授業を作っているのが分かつた

初オの活用度と lプリントやVTRの活用が良かった

活用方法 |復習しやすいプリトの配布が良かった

プリントでその日の学習内容が分かった

プリントのサイズが不揃い

OHPは後ろの方では見えなかった

OHPの変換が速くノートできなかった

教員と話し方|せっかちである

雑談は面白いが少し多い

たまにくだらないしゃれを言う

面白おかしく聞く気になれた

ユーモアでユニークな授業

教え方が上手く眠気がなかった

もう少しゆっくり話してほしい

早口で分からない

人間的にも信頼できる
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カテゴリー l 具体的内容

演習の評価 |演習のポイントの説明が良かった

手技を細かく分かりやすく指導した

演習時傍で教えた

演習の際何度も説明した

演習の内容・量が多い

実践的に詳しく説明してほしい

演習は皆に同じ説明がされなかった

そデルをしっかり示してほしかった

演習の暇な時間を無駄に過ごした

聞きたくても聞けず消化不良

演習は先生一人では質問できない

演習を多くしてほしかった

5.授業全体を振り返っての教員の特徴

教員の特徴は表6に示したように，全員が良いと評

価した項目は情熱である。95%以上が良いと評価した項

目は，授業の質，授業の分かりやすさ，将来役に立つ，

学生との関係である。悪いの評価が二桁に達している

のは，授業の量(18.2%)，資料の使い方(17.2%)，話

し方(12.1%)，授業に刺激されたか・興味が持てたか

(10.8%)の項目である。学生が自由設定する r10.あ

なたが評価したいと思う教員の特徴」で悪い評価は，

言葉が早い，話をするスピード，ゼスチャーを使って

いるか，たまにび、っくりする言葉を使う，などが特徴

としてあげられた。専門用語ゃなじみのない用語は説

明をすることや，使用する適否を考えて話すことが必

要であることが分かる。教員の特徴で「悪い」と示さ

れた項目は，各評価の根拠として自由記載された内容

とほぼ一致している。効果的な教授活動は情熱だけで

は成立しない。学生の授業評価が教員そのものを的確

に評価していることが分かる。

表6 教員の特徴

良い 悪い

項 目 人数比率 人数比率

1.話し方は上手か 58 87.9 8 12.1 

2.情熱はあるか 66 100 。O 

3. 学生との関係は良いか 63 95.5 3 4.5 

4.授業の質は良いか 66 98.5 1.5 

5.授業の量は適当か 54 81.8 12 18.2 

6.授業は分かりやすいか 65 98.5 1 1.5 

7. 将来役に立つ授業と思うか 65 97 2 3 

8. 授業で刺激・興味を受けたか 58 89.2 7 10.8 

9. 資料の使い方は良いか 53 82.8 11 17.2 

10.評価したいと思う特徴 46 92 4 8 

6.教育活動の認識

1 )自己評価や授業評価を書くことの苦痛の有無

自己評価を書くことは「苦痛でしたか」の問いに「は

い」は21名 (32.3%)，rいいえ」は44名 (67.7%)で，

「いいえ」の方が有意に多かった (p<0.05)。

「書くことが苦痛でなかった根拠J として記載され

た内容は，<気楽・戸惑>の感覚で受け止めているカ

テゴリーと，<授業作りの関与><学習の振り返り><

自己の振り返り><教員と学生のコミュニケーション>

など，自己評価を書くという行為の意味としてとらえ

ているカテゴリーに分類できた(表 7)。自己評価を書

くことを，感動や感じたこと・学習内容・思ったこと

などを時間内に気楽に，時には戸惑いながら感覚で捉

えて済ませているから苦痛ではないと回答している。

自己評価を書くことを初めての体験として興味を持っ

て，思考し反省し今後の学習の課題を見出して取り組

めば，学生の学習成果である。興味は，学生と教員を

結び、つける役割を果たす学習の必要な要素である。授

業評価を書くことが授業作りに関与していることや，

自己を客観的に対象化して思考し，自分を評価する機

会になったと解釈して，自己をみつめ，学習内容の復

習・確認・整理ができることで学習に意識的，積極的
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表7 自己評価・授業評価を書くことが苦痛でなかっ

た根拠

カテゴリー| 具 体 的 内 容

気楽・戸惑い|感動や感じたことを簡単に書いた

その日の学習内容を書くだけだった

どれだけ書くという条件がない

思ったことを素直に書いた

かしこまった感じではなかった

出席すればすらすらと書ける

授業時間内で書けた

大きな紙だと書〈量に戸惑った

授業評価がはじめてで戸惑った

教員と学生の|直接先生にいえないことが書けた

コミュニケー |先生とのコミュニケーションができる

ション l先生に聞いてほしく書くのが楽しみ

授業作りの関 l次回の授業の参考にしてという期待

与 |意見を授業に取り入れてくれる

学習の振り |初めての体験で興味を持った

返り |時間内に書き質問内容が明確化した

資料を見なおす契機

良かったこと反省を振り返る

学習内容の確認ができる

自分の学習の整理が出きる

自己の振り |自己の振り返りができる

返り |自分の評価をする機会になった



表8 自己評価・授業評価を書くことが苦痛だった根拠

カテゴリー 具体 的 内 容

分からない・嫌 l分かった内容を書き出すのが難しい

い |自分の中から引き出すのが難しかった

面倒・難しい|内容を整理できず何を書くか分からない

論文や作文が大嫌い

書くのは好きじゃない

ちょっと面倒くさかった

授業終了頃は集中力が切れ始める頃

読み直す必要があったりしてあせった

内容を考えるのに時間がかかる

2聞に1度で良いのでは

文章表現が苦手で好きじゃない

自分以外の評価は難しい

自己の対象化|後から読んで変な文章になる

の未熟さ l良いことを書かないとと思う

感じたり内容を上手く表現できない

他人が沢山書いていると気になる

自己の悪い点を自覚させられていや

自己評価は理由付けができる

に取り組む経験として学習態度を変容している。また，

教員に口頭で言えないことを紙に書くことことでコミュ

ニケーション手段として活用するなど，自己評価を書

く体験で感覚した内容を思考し，反省し自分の評価に

なったと受け止めて認識していることが分かる。

「書くことが苦痛だった」根拠に記載された内容はく

分からない・嫌い・面倒・難しい>といった感覚とし

て反応しているカテゴリーと<自己の対象化の未熟さ>

に分類できた(表8)。授業評価や自己評価をまとめて

書くことに対して，分からない・難しい・嫌い・面倒

など，不快な感覚として捉えている。物事を思考する

のではなく極めて表面的に手っ取り早く，感じたり思っ

たりした感覚の事実を記載している。これは思考でき

ないからという理由と，自己評価や授業評価そのこと

に対する学生なりの否定的な反応の両側面の表現を示

している。自己評価は，自分を対象化する作業であり，

より客観的に自己を対象化しようという態度が備わっ

ていることが重要である。評価するにあたって他人と

比較したり，上手く書くことや，よい事を書くことに

とらわれていると客観的な評価はできない。自己評価

を感覚として捉え，自己を対象化できなくて，書くこ

とが苦痛だ、った学生にとっては，教育活動そのものが

苦痛を強いたことになり，非教育的で、あった事になる。

2) 自己評価や授業評価を書くことのメリットの有無

「書くことのメリットがありましたか」では r1 . 

はい」が61名 (92.4%)， r 2 .いいえJ が5名 (7.6%)

であった。
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表9 自己評価・授業評価を書くことはメリットがあっ

た根拠

カテゴリー 具 体 的 内 容

学習の振り返り|授業内容や資料を見なおす

頭の中を整理できた

自分の考えがまとめられる

もっと知りたい項目が見つかった

思考する習慣の|短時間で考えをまとめる機会になった

学び |前より少しまとめられるようになった

自分の思いをまとめ伝える練習ができた

課題の明確化|反省したことを活かして取り組みたい

文章力・表現力がないことを痛感した

これから生かしていこうと思えた

自己の振り返り|自分の評価をする機会になった

自分を振り返られた

査定して改善の為の努力をし成長する

人任せであった自分を実感させられた

社会に出れば自己評価は苦痛でも必要

教員と学生の関|更にコミュニケーションを深めたい

係 l先生とコミュニケーションできた

先生に意見が言えてよかった

自分の思いを伝えることができた

自分の意見が述べられた

口頭で言うより角が立たない

書面で伝えることができる

授業作りの関与|書いた意見が取り入れられた

書いた内容を基に授業改善した

最初よりも良くなっていた

授業にとりいれられてうれしかった

授業を教員と一緒に作った

分からないことを質問できた

メリットがあったと評価した根拠に記載された内容

は<学習の振り返り><自己の振り返り><思考する

習慣の学び><課題の明確化><授業作りの関与><

教員と学生のコミュニケーション>の 6カテゴリーに

分類できた(表 9)。書くことは苦痛ではなかった評価

根拠のカテゴリーに<思考する習慣の学び>と，思考

した結果自己の中で<課題の明確化>がされたカテゴ

リーがプラスされている。学習内容や自分の学習態度

そして教員の授業を振り返り，思考しでまとめ記載す

る，それも制限された時間内で行うことは簡単なこと

ではないが，まとめる機会となった・まとめて伝える

練習ができたと捉えて，回を重ねることで前と比較し

て少しできるようになったと，自己の成果を振り返っ

て思考する習慣を学習している。そして思考した結果，

学びや気づきを自己の課題として後の学習に対して意

識的，積極的に取り組む姿勢として動機づけている。
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授業作りの関与では，学生が授業評価に書いた内容が

採り入れられて授業改善していることが分かつて感動

し，自分も授業作りに関与していることを実感してメ

リットがあったことを記載している。教員と学生のコ

ミュニケーションでは，教員に意見が言える・思いを

伝えることができること，そして，口頭ではなく角が

立たない書面で伝達できるメリットを活用する手段を

知って学生の人数が多いからちょっと無理でしょう

けど，もっとコミュニケーションがとれたらいいです

ねJ，とさらに教員とのコミュニケーションを求め期待

していることが分かつた。

「書くことのメリットは無い」の根拠の記載内容は

表10に示したように<書きっぱなし・上手くまとめら

れない・無駄>など，感覚した内容で有ることは苦

痛の有無」の回答と同じ傾向である。「後ででも返して

もらえればこんなこと学習したと役に立つので，メリッ

トが有るともないとも言えない」としながらも，書い

たものを返却することを期待するような記載があった。

学生の記載内容を授業の中で全体的にフィードパック

した教育活動であったが，記載された内容に対して学

生個々にフィードパックすることの効果を検討する必

要性が示された。

表10 自己評価・授業評価を書くことのメリッ卜がな

かった根拠

カテゴリー 具体的内容

書きっぱなし・ 時間がたつと忘れてしまったので書きっぱなしになっ

上手くまとめら ている

れない・無駄 上手にまとめることができなかった

いつもと同じようになってしまっている

自分には特に無い

その日のことなので何をしたかは書かなくてもよい

考察

自己評価や授業評価を採り入れた教育活動に関する

学生の記載内容を分析した結果受講の継続理由Jr理

解の程度J r授業態度J r授業評価J r自己評価や授業評

価の苦痛の有無及びメリットの有無」の各質問項目か

ら抽出されたカテゴリーについて，デ、ューイの反省的

思考の概念を用いて教育的に意味があったと考えられ

るかについて考察を加える。

早川は，デ、ューイの教育理論のなかでデ、ューイに

とって，教育とは生涯にわたるたえざる成長をめざす

ものであり，その成長の根底には経験の意味をたえず

豊かにするという課題が流れているのである。」と述べ

て暖昧で不明確な経験をより知性的な経験へと変容

する手段がデ、ューイのいう反省的思考である」と分析

している 10)。同じく早川はつまり，反省的思考は経
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験を知性的にすることにより，意味豊かな経験を創造

する有効な方法であり，デ、ューイにとっては，反省的

思考は教育によって育成されるべき目的でもあり，子

どもに反省的思考の習慣を育成することの大切さを指

摘している」と述べている 11)。

抽出されたカテゴリーでは，学生が自己評価や授業

評価の経験を知的な経験へと変容する手段として，反

省的思考ができていたかどうか，ということである。

今回の教育活動では，授業の中に自己評価と授業評価

を採り入れた。学生は授業全体を振り返って評価を書

くために，自己の授業状況を振り返ることになる。そ

して，受講の継続理由や自分の授業態度はどうか，学

習内容は理解できたのか，教員の授業は学習理解にど

のような役割をしていたのか，などと思考することを

始める。自己の学習経験を振り返る時，分からない・

難しい・面倒だなどと感じ，戸惑ったりしながらも，

気楽に受け止めて，思ったことを書いたり，様々な対

応をしている。第 1回目の授業後も「引き続き受講す

る理由」として，教員の印象と雰囲気などの学生の感

覚だけではなく，将来役に立つ学習内容を学び、たいと

意欲的な態度で科目選択を考えていることが分かつた。

自分の学習の理解の程度を評価するにあたっても，調

査内容として明確な評価基準を示していなかったから，

「理解の程度を評価する」とはどういうことかと思考

して，授業態度を振り返って，理解できた・分かつた・

自信を持ってできる・説明はできないなど，手応えが

あれば<充足感>なければ<不充足感>で示している。

また，学習内容を理解するのには<出席状況>や<教

員の教材活用の適否>など<教授法>が影響すること

が分かつている。そして，自己の学習態度を振り返っ

て出席状況や居眠り・私語・内職などを反省したり，

肯定しながら<学習の動機づけ>にしていることが分

かった。加えて，自己評価行為を総体的に振り返って，

苦痛の面からと自己にとってのメリットの面から思考

した結果，自己評価や授業評価をはじめての経験とし

てく戸惑い・気楽>を感覚しながら<授業作りの関与>

や<学習の振り返り>として学習効果を認め，さらに<

自己の振り返り>になったことを評価している。

自己にとってのメリットの有無については苦痛の

有無」のカテゴリーに加えて，振り返りの結果く課題

の明確化>ができて，更に自己評価を学習する経験と

して捉えて，自己の考えをまとめて伝える練習ができ

て，少しずつ上達したことを実感してく思考する習慣

の学び>として，思考することを学習に転移させてい

る。以上のことは，授業態度の評価根拠で<出席状況>

だけではなくて，学生の<積極的な関わりの姿勢>が

必要なこと，加えて，<教授法>が学習態度の影響要

因になっていることなどにも現われている。教員の授

業評価における評価の視点も的確であることが分かつ



た。今回の教育活動の結果，自己を振り返って思考す

ることで，自己の嫌な面を発見したり，学習態度を改

めたり，自己の課題として意欲的に取り組む姿勢が見

られるなど，学習の動機づけとしたり，学習を進化す

る行為へ変容している。自己評価や授業評価の経験が

感情的な記述にとどまっている学生もあったが，デ、ュー

イの「反省的思考」として学習成果があったと考える

ことができる。

早川は反省的思考の特徴を解明したデ、ューイの探

求理論では，反省的思考を教える教師は，自らが反省

的思考をする人間，いわゆる『反省的探求者』でなけ

ればならないことを指摘している 11)J と述べている。

思考や探求は，人と人との相互関係によって織りなさ

れる対人関係状況のなかで発生し展開されることから

考えると，教師と学習者という関係では探求するのは

学習者だけでなく，教師も学習者の探求に呼応して探

求を展開することが必要である。早川は，反省的探求

を rr相互成長』の母胎である」と述べている 11)ことか

ら考えれば，教員も学生から授業評価を受けて，反省

的探求者として学生と一緒に相互成長をしていくこと

が重要である。

以上のことから今回の教育活動における自己評価や

授業評価の経験が，学生にとって教育的な意味があっ

たと結論づける。ただし，書くことが苦痛だった根拠

として，他人と比較したり，上手く書くことや，良い

ことを書く事にとらわれているような<自己の対象化

の未熟さ>のカテゴリーが抽出できたように，自己評

価や授業評価を導入するうえでは，学生がより客観的

に自己を対象化できる態度が前提にあることが示唆さ

れた。

まとめ

大学生の授業において自己評価や授業評価を採り入

れた授業で，学生が評価することの教育的な意味があ

ることが明確になった。そして，自己評価や授業評価

を導入するにあたっては，学生が客観的に自己を対象

化しようとする態度の育成や，適切な評価基準を提示

するうえで授業概要の充実が不可欠であることが示唆

された。加えて，学生の授業評価や自己評価などを学

生個々にフィードパックできる方法の検討が課題であ

ると考える。
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おわりに

研究の限界として，記載内容の分析であって，デー

ターをまとめた段階で学生に妥当性を確認していない

ことや，内容分析の手法が未熟なことがあげられる。

今後も学生と共により効果的な授業のあり方について

追求していきたいと思う。

最後に教育活動で協力し，適切な授業評価をしてく

れた学生諸氏に感謝する。
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Abstract 

Educational significance of self-evaluation and 
lecture-evaluation for nursing students 

Reiko ISHINO and Kiyoko FUT AESAKU 

Department of Nursing， Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 

In this study， our students were asked to do self-evaluations and evaluations of our lectures， and these evalua 

tions were analyzed to determine if there was an educational significance in administrating these Questionnaires. 

This investigation was conducted by Questioning 67 third-year nursinεstudents of the Hiroshima Prefectural 

College of Health and Welfare， while they were studying nursing care and advanced nursing courses. They were 

asked to write their opinions freely and fill out the Questionnaires， which were based on the Minute Paper Question 

naire from Tokai University. 

As a result， it was noted that the students became able to reflect on their behavior， to identify their own study 

objectives， and， also， to improve communication with the lecturers. Furthermore， it is suggested that the students 

should have a better chance to look at themselves objectively， and that they should be given clear and concrete out 

lines of the courses. 

Key words: self-evaluation， lecture-evaluation， educational significance， nursing students 
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