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平成２８年度授業や教育課程に関する学生アンケート結果報告（全体） 

 

 北海道教育大学教員養成の３キャンパス 1,562 名の３・４年生（札幌校 557 名、旭川校 608

名、釧路校 397 名）を対象にアンケート調査を行った。 

 回収数は、1,058名（札幌校 234 名、旭川校 473名、釧路校 351名）で、回収率は 67.7％（札

幌校 42.0％、旭川校 77.8％、釧路校 88.4％）であった。 

 

１．対象者の概要 

 学年は、3 年生 50.7％（536 名）、4 年生 48.2％（510 名）、過年度生 1.1％（12 名）であり、

4 年生以上は 49.3％（522名）であった。性別は、男性 49.5％（524 名），女性 48.7％（515名）、

答えたくない者 9名（以下不明に含める）、不明 10名であった（表 1-1）。 

 免許種別は、小学校 49.7％（526 名）、中学校 43.9％（464 名）、特別支援 2.0％（21名）、養

護教諭 3.5％（37名）、不明 10 名であった（表 1-2）。 

 進路志望は、教師 68.4％（724名）、教師以外の教育関連の仕事 7.8％（82名）、教育関連以外

の公務員 14.4％（152 名）、教育関連以外の民間企業 6.5％（69名）、その他 2.6％（27名）、不 

 

  

名（％）
全体

札幌校 旭川校 釧路校
1,058 n=234 n=473 n=351
536 103 261 172

(50.7) (44.0) (55.2) (49.0)
510 128 207 175

(48.2) (54.7) (43.8) (49.9)
12 3 5 4

(1.1) (1.3) (1.1) (1.1)
524 88 259 177

(49.5) (37.6) (54.8) (50.4)
515 139 208 168

(48.7) (59.4) (44.0) (47.9)
9 5 1 3

(0.9) (2.1) (0.2) (0.9)
10 2 5 3

(0.9) (0.9) (1.1) (0.9)
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学
年
別

性
別

学校別

表1-1　対象者の概要
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名（％）
全体

札幌校 旭川校 釧路校
1,058 n=234 n=473 n=351

526 110 84 332
(49.7) (47.0) (17.8) (94.6)

62 62
(5.9) (13.1)
86 22 50 14

(8.1) (9.4) (10.6) (4.0)
77 21 56

(7.3) (9.0) (11.8)
49 49

(4.6) (10.4)
88 16 72

(8.3) (6.8) (15.2)
19 19

(1.8) (4.0)
30 4 26

(2.8) (1.7) (5.5)
18 18

(1.7) (3.8)
19 19

(1.8) (4.0)
16 16

(1.5) (3.4)
464 63 387 14

(43.9) (26.9) (81.8) (4.0)

21 21
(2.0) (9.0)
37 37

(3.5) (15.8)
10 3 2 5

(0.9) (1.3) (0.4) (1.4)
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以下の質問については、「非常にあてはまる」「あてはまる」「ややあてはまる」「ややあては

まらない」「あてはまらない」「全くあてはまらない」の 6段階で聞いている。「非常にあては

まる」「あてはまる」「ややあてはまる」を『あてはまる方』、「ややあてはまらない」「あては

まらない」「全くあてはまらない」を『あてはまらない方』とした。また、「非常にあてはま

る」を 1 点、「あてはまる」を 2点、「ややあてはまる」を 3 点、「ややあてはまらない」を 4

点、「あてはまらない」５点、「全くあてはまらない」を 6点として、平均値等を計算した。 

 

２．教育課程について 

 大学での教育課程は、「学校現場での学び」

（教育実践フィールド科目）と「大学での授

業」（教科指導科目など）とが往還した教育

課程であると、これまで十分に説明を受け

た。という質問に対しては、「非常にあては

まる」27.2％（288名）、「あてはまる」39.4％

（417 名）、「ややあてはまる」24.0％（254

名）、「ややあてはまらない」5.5％（58 名）、

「あてはまらない」3.1％（33名）、「全く

あてはまらない」0.7％（7名）であり、『あ

てはまる方』90.7％（959名）、『あてはま

らない方』9.3％（98 名）であり、平均値

は 2.20、標準偏差は 1.04であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 88.0％（206名）、旭川校 90.3％（427

名）、釧路校 92.9％（326名）であった（図 2-

1）。学年別でみると、3年生 90.1％（483 名）、

4 年生以上 91.2％（476 名）であった（図 2-

2）。性別でみると、男性 91.4％（479名）、女

性 90.3％（465 名）であった（図 2-3）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.17、標準偏差＝1.12）、旭川校（平均値＝

2.25、標準偏差＝1.04）、釧路校（平均値＝

2.15、標準偏差＝0.99）であった。学年別でみると、3 年生（平均値＝2.25、標準偏差＝1.06）、
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4 年生以上（平均値＝2.15、標準偏差＝1.02）

であった。性別でみると、男性（平均値＝

2.14、標準偏差＝1.02）、女性（平均値＝2.25、

標準偏差＝1.05）であった。 

 大学の教育課程は、「学校現場での学び」

（教育実践フィールド科目）と「大学での授

業」（教科指導科目など）とが往還した教育

課程であることを、十分に理解している。と

いう質問に対しては、「非常にあてはまる」22.2％（235 名）、「あてはまる」37.7％（399 名）、

「ややあてはまる」30.0％（317名）、「ややあてはまらない」6.3％（67 名）、「あてはまらない」

2.8％（30名）、「全くあてはまらない」0.8％

（8 名）であり、『あてはまる方』89.9％

（951 名）、『あてはまらない方』9.9％（105

名）であった-。平均値は 2.32、標準偏差

は 1.03であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 86.3％（202名）、旭川校 89.6％（424

名）、釧路校 92.6％（325 名）であった（図

2-4）。学年別でみると、3年生 88.6％（475名）、

4 年生以上 91.2％（476 名）であった（図 2-

5）。性別でみると、男性 90.1％（472 名）、女

性 90.3％（465 名）であった（図 2-6）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.32、標準偏差＝1.11）、旭川校（平均値＝

2.36、標準偏差＝1.00）、釧路校（平均値＝2.27、標準偏差＝1.00）であった。学年別でみると、

3 年生（平均値＝2.37、標準偏差＝1.06）、4 年生以上（平均値＝2.27、標準偏差＝0.99）であっ

た。性別でみると、男性（平均値＝2.27、標準偏差＝1.03）、女性（平均値＝2.36、標準偏差＝

1.00）であった。 
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３．学校現場に関する授業科目 

 学校現場に関する授業科目（教育フィー

ルド研究科目、実践教育科目、教科指導科

目、教科内容研究科目）について、これら

の科目を受講することで、教育実習の際に

必要となる以下の「実践力」の基礎を身に

つけることができたと思いますか。と以下

の 4点について質問した。 

１）「教材研究」の基礎を身につけることが

できた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」17.2％（182名）、「あてはまる」41.1％

（435 名）、「ややあてはまる」28.8％（305

名）、「ややあてはまらない」7.8％（82名）、

「あてはまらない」3.7％（39名）、「全く

あてはまらない」1.2％（13 名）であり、

『あてはまる方』87.1％（922名）、『あて

はまらない方』12.7％（134 名）であった。

平均値は 2.43、標準偏差は 1.06であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札幌校

76.1％（178名）、旭川校 93.0％（440 名）、釧

路校 86.6％（304 名）であった（図 3-1）。学

年別でみると、3 年生 89.7％（481 名）、4 年

生以上 84.5％（441 名）であった（図 3-2）。

性別でみると、男性 88.4％（463 名）、女性

96.6％（446 名）であった（図 3-3）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.75、標準偏差＝1.23）、旭川校（平均値＝2.26、標準偏差＝0.91）、釧路校（平均値＝2.46、標

準偏差＝1.06）であった。学年別でみると、3年生（平均値＝2.36、標準偏差＝1.00）、4年生以

上（平均値＝2.50、標準偏差＝1.11）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.34、標準偏差

＝1.05）、女性（平均値＝2.51、標準偏差＝1.04）であった。 

 

 



 5 

２）「学習指導案づくり」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

23.5％（249名）、「あてはまる」43.8％（463

名）、「ややあてはまる」24.3％（257 名）、「や

やあてはまらない」5.0％（53名）、「あては

まらない」2.1％（22名）、「全くあてはまら

ない」1.1％（12名）であり、『あてはまる方』

91.6％（969 名）、『あてはまらない方』8.2％

（87 名）であった。平均値は 2.22、標準偏

差は 1.00であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 83.8％（196名）、旭川校 95.1％（450

名）、釧路校 92.0％（323 名）であった（図

3-4）。学年別でみると、3 年生 92.9％（498

名）、4 年生以上 90.2％（471 名）であっ

た（図 3-5）。性別でみると、男性 92.7％

（486 名）、女性 90.7％（467 名）であっ

た（図 3-6）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.52、標準偏差＝1.14）、旭川校（平均値＝

2.07、標準偏差＝0.89）、釧路校（平均値＝

2.22、標準偏差＝1.01）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.16、標準偏差＝0.99）、

4 年生以上（平均値＝2.27、標準偏差＝1.01）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.13、

標準偏差＝0.97）、女性（平均値＝2.29、標準

偏差＝1.01）であった。 
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３）「指導技術（机間指導、ノート指導、発問など）」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

14.4％（152名）、「あてはまる」32.9％（348

名）、「ややあてはまる」33.3％（352 名）、「や

やあてはまらない」11.9％（126 名）、「あて

はまらない」5.3％（56名）、「全くあてはま

らない」2.1％（22名）であり、『あてはまる

方』80.5％（852名）、『あてはまらない方』

19.3％（204 名）であった。平均値は 2.67、

標準偏差は 1.15であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 68.4％（160名）、旭川校 83.7％（396

名）、釧路校 84.3％（296名）であった（図

3-7）。学年別でみると、3年生 81.2％（435

名）、4年生以上 79.9％（417 名）であった

（図 3-8）。性別でみると、男性 80.3％（421

名）、女性 81.2％（418 名）であった（図

3-9）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

3.11、標準偏差＝1.26）、旭川校（平均値＝

2.51、標準偏差＝1.07）、釧路校（平均値＝

2.59、標準偏差＝1.09）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.60、標準偏差＝1.15）、

4 年生以上（平均値＝2.74、標準偏差＝1.15）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.59、

標準偏差＝1.15）、女性（平均値＝2.74、標準

偏差＝1.12）であった。 
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４）「生徒指導」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

10.7％（113名）、「あてはまる」28.7％（304

名）、「ややあてはまる」35.0％（370 名）、「や

やあてはまらない」17.1％（181 名）、「あて

はまらない」6.0％（63名）、「全くあてはま

らない」2.2％（23名）であり、『あてはまる

方』74.4％（787名）、『あてはまらない方』

25.2％（267 名）であった。平均値は 2.85、

標準偏差は 1.14であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 64.5％（151名）、旭川校 75.9％（359

名）、釧路校 78.9％（277名）であった（図

3-10）。学年別でみると、3年生 75.9％（407

名）、4年生以上 72.8％（380 名）であった

（図 3-11）。性別でみると、男性 73.1％

（383 名）、女性 75.9％（391 名）であった

（図 3-12）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

3.15、標準偏差＝1.27）、旭川校（平均値＝

2.82、標準偏差＝1.09）、釧路校（平均値＝

2.70、標準偏差＝1.09）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.79、標準偏差＝1.11）、

4 年生以上（平均値＝2.92、標準偏差＝1.17）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.79、

標準偏差＝1.19）、女性（平均値＝2.91、標準

偏差＝1.08）であった。 
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４．同一名称・複数クラスで担当教員の異なる授業科目について 

 「同一名称・複数クラスで担当教員の異なる授業科目」（外国語（英語）、外国語コミュニケー

ション、情報機器の操作、日本国憲法など）について、「授業内容」「評価方法や評価基準」「指

導方法」について異なっていると感じたか、また授業について不満を感じたかについて質問した。 

 

１）同一名称・複数クラスの授業科目で「授業内容」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

19.7％（208名）、「あてはまる」25.0％（265

名）、「ややあてはまる」30.5％（323 名）、「や

やあてはまらない」12.2％（129 名）、「あて

はまらない」9.5％（100 名）、「全くあてはま

らない」2.8％（30名）であり、『あてはまる

方』75.2％（796名）、『あてはまらない方』

24.5％（259 名）であった。平均値は 2.75、

標準偏差は 1.30であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 79.1％（185名）、旭川校 77.6％（367

名）、釧路校 69.5％（244名）であった（図

4-1）。学年別でみると、3年生 75.7％（406

名）、4年生以上 74.7％（390 名）であった

（図 4-2）。性別でみると、男性 76.7％（402

名）、女性 74.0％（381 名）であった（図

4-3）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.59、標準偏差＝1.30）、旭川校（平均値＝

2.62、標準偏差＝1.34）、釧路校（平均値＝

3.04、標準偏差＝1.25）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.72、標準偏差＝1.33）、

4 年生以上（平均値＝2.79、標準偏差＝1.31）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.70、

標準偏差＝1.31）、女性（平均値＝2.80、標準

偏差＝1.32）であった。 
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２）同一名称・複数クラスの授業科目で「評価方法や評価基準」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」18.0％（190名）、「あてはまる」23.5％

（249 名）、「ややあてはまる」29.3％（310

名）、「ややあてはまらない」16.1％（170名）、

「あてはまらない」9.5％（101 名）、「全く

あてはまらない」3.3％（35名）であり、『あ

てはまる方』70.8％（749名）、『あてはまら

ない方』28.9％（306名）であった。平均値

は 2.86、標準偏差は 1.33であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 76.9％（180名）、旭川校 72.7％（344

名）、釧路校 64.1％（225名）であった（図

4-4）。学年別でみると、3年生 70.5％（378

名）、4年生以上 71.1％（371 名）であった

（図 4-5）。性別でみると、男性 71.8％（376

名）、女性 69.3％（357 名）であった（図

4-6）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.59、標準偏差＝1.33）、旭川校（平均値＝

2.79、標準偏差＝1.34）、釧路校（平均値＝

3.12、標準偏差＝1.29）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.90、標準偏差＝1.34）、

4 年生以上（平均値＝2.82、標準偏差＝1.33）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.77、

標準偏差＝1.34）、女性（平均値＝2.96、標準

偏差＝1.33）であった。 
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３）同一名称・複数クラスの授業科目で「指導方法」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

20.5％（217名）、「あてはまる」29.1％（308

名）、「ややあてはまる」30.9％（327 名）、「や

やあてはまらない」9.1％（96名）、「あては

まらない」7.2％（76名）、「全くあてはまら

ない」2.6％（28名）であり、『あてはまる方』

80.5％（852名）、『あてはまらない方』18.9％

（200 名）であった。平均値は 2.61、標準偏

差は 1.26であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 84.2％（197名）、旭川校 82.2％（389

名）、釧路校 75.8％（266名）であった（図

4-7）。学年別でみると、3年生 81.2％（435

名）、4年生以上 79.9％（417 名）であった

（図 4-8）。性別でみると、男性 81.5％（427

名）、女性 79.2％（408 名）であった（図

4-9）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.40、標準偏差＝1.24）、旭川校（平均値＝

2.53、標準偏差＝1.27）、釧路校（平均値＝

2.85、標準偏差＝1.22）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.62、標準偏差＝1.27）、

4 年生以上（平均値＝2.61、標準偏差＝1.25）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.51、

標準偏差＝1.25）、女性（平均値＝2.72、標準

偏差＝1.27）であった。 

 

 

 

 

 

 



 11 

４）外国語（英語）の授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

8.7％（92 名）、「あてはまる」14.5％（153

名）、「ややあてはまる」20.0％（212 名）、「や

やあてはまらない」19.8％（210 名）、「あて

はまらない」23.5％（249名）、「全くあては

まらない」13.0％（138 名）であり、『あては

まる方』43.2％（457 名）、『あてはまらない

方』56.4％（597名）であった（図 4-4）。平

均値は 3.74、標準偏差は 1.50であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 32.5％（76 名）、旭川校 44.8％（212

名）、釧路校 48.1％（169名）であった（図

4-10）。学年別でみると、3年生 41.0％（220

名）、4年生以上 45.4％（237 名）であった

（図 4-11）。性別でみると、男性 46.2％

（242 名）、女性 39.8％（205 名）であった

（図 4-12）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

4.06、標準偏差＝1.50）、旭川校（平均値＝

3.70、標準偏差＝1.50）、釧路校（平均値＝

3.60、標準偏差＝1.49）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝3.83、標準偏差＝1.48）、

4 年生以上（平均値＝3.66、標準偏差＝1.53）

であった。性別でみると、男性（平均値＝3.67、

標準偏差＝1.55）、女性（平均値＝3.84、標準

偏差＝1.44）であった。 
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５）外国語コミュニケーションの授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

6.8％（72名）、「あてはまる」9.6％（102 名）、

「ややあてはまる」18.2％（193 名）、「やや

あてはまらない」22.0％（233名）、「あては

まらない」27.8％（294 名）、「全くあてはま

らない」15.2％（161 名）であり、『あてはま

る方』34.7％（367名）、『あてはまらない方』

65.0％（688名）であった（図 4-5）。平均値

は 4.00、標準偏差は 1.44であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 33.8％（79 名）、旭川校 27.9％（132

名）、釧路校 44.4％（156名）であった（図

4-13）。学年別でみると、3年生 33.0％（177

名）、4 年生以上 36.4％（190 名）であった

（図 4-14）。性別でみると、男性 37.6％

（197 名）、女性 31.1％（160 名）であった

（図 4-15）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

4.09、標準偏差＝1.48）、旭川校（平均値＝

4.19、標準偏差＝1.38）、釧路校（平均値＝

3.69、標準偏差＝1.45）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝4.05、標準偏差＝1.42）、

4 年生以上（平均値＝3.95、標準偏差＝1.46）

であった。性別でみると、男性（平均値＝3.93、

標準偏差＝1.50）、女性（平均値＝4.10、標準

偏差＝1.35）であった。 
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６）情報機器の操作の授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

7.1％（75名）、「あてはまる」11.9％（126 名）、

「ややあてはまる」16.1％（170 名）、「やや

あてはまらない」19.3％（204名）、「あては

まらない」29.2％（309 名）、「全くあてはま

らない」16.1％（170 名）であり、『あてはま

る方』35.1％（371名）、『あてはまらない方』

64.6％（683 名）であった（図 4-6）。平均値

は 4.00、標準偏差は 1.49であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 37.2％（87 名）、旭川校 33.0％（156

名）、釧路校 36.5％（128名）であった（図

4-16）。学年別でみると、3年生 36.6％（196

名）、4年生以上 33.5％（175 名）であった

（図 4-17）。性別でみると、男性 39.1％

（205 名）、女性 29.7％（153 名）であった

（図 4-18）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

3.95、標準偏差＝1.50）、旭川校（平均値＝

4.04、標準偏差＝1.53）、釧路校（平均値＝

39.9、標準偏差＝1.44）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝3.94、標準偏差＝1.48）、

4 年生以上（平均値＝4.07、標準偏差＝1.49）

であった。性別でみると、男性（平均値＝3.89、

標準偏差＝1.60）、女性（平均値＝4.16、標準

偏差＝1.33）であった。 
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７）日本国憲法の授業に不満を感じたことがある。 

 旭川校は、担当教員が同じなので、札幌校

と釧路校の 585 名を対象とした。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

12.1％（71名）、「あてはまる」15.7％（92名）、

「ややあてはまる」21.9％（128名）、「やや

あてはまらない」21.4％（125名）、「あては

まらない」17.9％（105名）、「全くあてはま

らない」10.1％（59名）であり、『あては

まる方』49.7％（291 名）、『あてはまらな

い方』49.4％（289名）であった（図 4-7）。

平均値は 3.48、標準偏差は 1.51であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 62.0％（145名）、釧路校 41.6％（146

名）であった（図 4-19）。学年別でみると、

3 年生 55.3％（152名）、4年生以上 44.8％

（139 名）であった（図 4-20）。性別でみると、

男性 46.8％（124名）、女性 51.5％（158 名）

であった（図 4-21）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

3.10、標準偏差＝1.64）、釧路校（平均値＝

3.73、標準偏差＝1.37）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝3.32、標準偏差＝1.46）、

4 年生以上（平均値＝3.62、標準偏差＝1.54）

であった。性別でみると、男性（平均値＝3.53、標準偏差＝1.59）、女性（平均値＝3.44、標準

偏差＝1.43）であった。 
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５．シラバスの利用について 

本学では、大学情報システムを通してシラ

バスを提供していますが、あなたはこれを利

用していますか。という質問に対しては、「非

常にあてはまる」13.1％（139名）、「あては

まる」30.6％（324 名）、「ややあてはまる」

22.7％（240 名）、「ややあてはまらない」

13.3％（141 名）、「あてはまらない」12.2％

（129 名）、「全くあてはまらない」5.9％（62

名）であり、『あてはまる方』66.4％（703名）、

『あてはまらない方』31.4％（332名）で

あった。平均値は 2.98、標準偏差は 1.42

であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 61.5％（144名）、旭川校 65.5％（310

名）、釧路校 70.9％（249 名）であった（図

5-1）。学年別でみると、3年生 68.7％（368

名）、4 年生以上 64.2％（335 名）であっ

た（図 5-2）。性別でみると、男性 67.9％（356

名）、女性 63.9％（329 名）であった（図 5-3）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

3.13、標準偏差＝1.39）、旭川校（平均値＝

3.03、標準偏差＝1.43）、釧路校（平均値＝

2.83、標準偏差＝1.43）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.83、標準偏差＝1.40）、

4 年生以上（平均値＝3.13、標準偏差＝1.43）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.89、標準偏差＝1.46）、女性（平均値＝3.12、標準

偏差＝1.38）であった。 

 

 上記質問に対し、「ややあてはまる」「ややあてはまらない」「あてはまらない」「全くあてはま

らない」とした 572名に対して、シラバスを利用しない理由として、以下の質問をした。 
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１）大学教育情報システムが使いにくいから 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

9.4％（54 名）、「あてはまる」23.3％（133

名）、「ややあてはまる」34.3％（196 名）、「や

やあてはまらない」14.3％（82名）、「あては

まらない」12.9％（74名）、「全くあてはまら

ない」3.8％（22名）であり、『あてはまる方』

67.0％（383名）、『あてはまらない方』31.1％

（178 名）であった。平均値は 3.10、標準偏

差は 1.28であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 65.7％（90 名）、旭川校 66.8％（175

名）、釧路校 68.2％（118名）であった（図

5-4）。学年別でみると、3 年生 67.2％（172

名）、4 年生以上 66.8％（211 名）であった

（図 5-5）。性別でみると、男性 65.1％（170

名）、女性 69.0％（211 名）であった（図

5-6）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

3.05、標準偏差＝1.24）、旭川校（平均値＝

3.11、標準偏差＝1.32）、釧路校（平均値＝

3.12、標準偏差＝1.26）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝3.15、標準偏差＝1.22）、

4 年生以上（平均値＝3.06、標準偏差＝1.33）

であった。性別でみると、男性（平均値＝3.14、

標準偏差＝1.39）、女性（平均値＝3.05、標準

偏差＝1.17）であった。 
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２）シラバス照会機能が使いづらいから 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

12.2％（70 名）、「あてはまる」24.0％（137

名）、「ややあてはまる」33.0％（189 名）、「や

やあてはまらない」14.0％（80名）、「あては

まらない」11.7％（67名）、「全くあてはまら

ない」2.8％（16名）であり、『あてはまる方』

69.2％（396名）、『あてはまらない方』28.5％

（163 名）であった。平均値は 2.97、標準偏

差は 1.28であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 73.0％（100名）、旭川校 68.3％（179

名）、釧路校 67.6％（117名）であった（図

5-7）。学年別でみると、3年生 70.7％（181

名）、4年生以上 68.0％（215 名）であった

（図 5-8）。性別でみると、男性 69.7％（182

名）、女性 69.0％（211 名）であった（図

5-9）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.86、標準偏差＝1.20）、旭川校（平均値＝

3.05、標準偏差＝1.32）、釧路校（平均値＝

2.95、標準偏差＝1.27）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.98、標準偏差＝1.24）、

4 年生以上（平均値＝2.97、標準偏差＝1.31）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.96、

標準偏差＝1.35）、女性（平均値＝2.99、標準

偏差＝1.21）であった。 
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３）必要な情報（評価方法やテキストの情報など）が載っていないから 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

8.6％（49名）、「あてはまる」15.0％（86 名）、

「ややあてはまる」26.9％（154 名）、「やや

あてはまらない」19.9％（114名）、「あては

まらない」20.5％（117 名）、「全くあてはま

らない」6.6％（38名）であり、『あてはまる

方』50.5％（289名）、『あてはまらない方』

47.0％（269 名）であった。平均値は 3.50、

標準偏差は 1.38であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 53.3％（73 名）、旭川校 49.2％（129

名）、釧路校 50.3％（87 名）であった（図

5-10）。学年別でみると、3年生 45.7％（117

名）、4 年生以上 54.4％（172 名）であった

（図 5-11）。性別でみると、男性 48.3％

（126 名）、女性 52.3％（160 名）であった

（図 5-12）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

3.38、標準偏差＝1.38）、旭川校（平均値＝

3.63、標準偏差＝1.39）、釧路校（平均値＝

3.39、標準偏差＝1.37）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝3.64、標準偏差＝1.32）、

4 年生以上（平均値＝3.39、標準偏差＝1.43）

であった。性別でみると、男性（平均値＝3.53、

標準偏差＝1.49）、女性（平均値＝3.49、標準

偏差＝1.28）であった。 
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４）そもそも載っていない科目があるから 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

15.0％（86 名）、「あてはまる」14.3％（82

名）、「ややあてはまる」20.5％（117 名）、「や

やあてはまらない」17.8％（102 名）、「あて

はまらない」18.7％（107名）、「全くあては

まらない」11.4％（65 名）であり、『あては

まる方』49.8％（285名）、『あてはまらない

方』47.9％（274名）であった。平均値は

3.46、標準偏差は 1.60 であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 65.0％（89 名）、旭川校 41.2％（108

名）、釧路校 50.9％（88名）であった（図

5-13）。学年別でみると、3年生 46.5％（119

名）、4年生以上 52.5％（166 名）であった

（図 5-14）。性別でみると、男性 51.3％

（134 名）、女性 48.7％（149 名）であった（図

5-15）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.91、標準偏差＝1.48）、旭川校（平均値＝

3.85、標準偏差＝1.55）、釧路校（平均値＝

3.30、標準偏差＝1.61）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝3.59、標準偏差＝1.56）、

4 年生以上（平均値＝3.35、標準偏差＝1.62）

であった。性別でみると、男性（平均値＝3.53、標準偏差＝1.64）、女性（平均値＝3.40、標準

偏差＝1.57）であった。 
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５）先輩や友だちからの情報があるから 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

16.1％（92 名）、「あてはまる」33.2％（190

名）、「ややあてはまる」30.2％（173 名）、「や

やあてはまらない」7.0％（40名）、「あては

まらない」7.0％（40名）、「全くあてはまら

ない」4.2％（24名）であり、『あてはまる方』

79.5％（455名）、『あてはまらない方』18.2％

（104 名）であった。平均値は 2.67、標準偏

差は 1.28であった。 

 『あてはまる方』を学校別にみると、札

幌校 75.2％（103名）、旭川校 80.2％（210

名）、釧路校 82.1％（142名）であった（図

5-16）。学年別でみると、3年生 81.6％（209

名）、4年生以上 77.8％（246 名）であった

（図 5-17）。性別でみると、男性 79.7％

（208 名）、女性 80.1％（245 名）であった

（図 5-18）。 

 数値を学校別にみると、札幌校（平均値＝

2.78、標準偏差＝1.20）、旭川校（平均値＝

2.67、標準偏差＝1.39）、釧路校（平均値＝

2.60、標準偏差＝1.16）であった。学年別でみ

ると、3年生（平均値＝2.59、標準偏差＝1.27）、

4 年生以上（平均値＝2.74、標準偏差＝1.29）

であった。性別でみると、男性（平均値＝2.69、

標準偏差＝1.39）、女性（平均値＝2.65、標準

偏差＝1.19）であった。 

 

 

 

 

 

 



 21 

６．自由記述 

 この調査に関して、自由記述の欄を設けたところ、以下のような意見が寄せられた。 

 

学校 学年 性別 主免 内　　容

札幌校 3年生 女 小学校
初等国語、小学校国語科教育法（教科名）は実際に実習に行ったと
きに全く生かせない。評価基準もわからない。

札幌校 3年生 男 小学校 消しゴム下さい。

札幌校 3年生 男 小学校
大学での講義内容と学校現場での実態、児童の実態があっていない
ように感じた。

札幌校 3年生 男 小学校 教員まで結果が行き届くことを願います。

札幌校 3年生 男 小学校
アンケートを取って、改善されるのにどれくらいかかりますか？
副免をもう少し取りやすいルールにしてほしい。

札幌校 4年生 男 中（理科）消しゴム一つでは少ないのでは？

札幌校 4年生 女 中（英語）
多くの学生がアルバイトをしなければ大学に通えない世の中で、時
間割が夏休み中に公開されない、シラバスが整備されていない、と
いった事態はそうした学生の状況への配慮不足だと思います。

札幌校 4年生 男 小学校

せっかくメール機能があるのに、そこと大学教育情報システムの連
携が微妙な気がしています。授業の通知をメールで行ってくださる
と非常に便利だと感じる学生もいるのではないでしょうか。そし
て、そこでシラバスを確認できるとなによりかと思います。という
か、メールに大学教育情報システムのログイン画面のアドレスを載
せてもらえるだけでだいぶ手間は省けます。お忙しいのは重々承知
ではございますが、利用者の素直な声として耳を傾けていただけれ
ば幸いです。

札幌校 3年生 男 小学校
設問10以降の設問で何を問われているのか分かりませんでした。ま
た、教育課程という語の意味・解釈があいまいで設問５・６の回答
に迷いました。

旭川校 3年生 男 小学校
「道徳の指導法」はクラスによってあまりにも内容と評価方法が違
いすぎる。そんなに担当者によってやりたいことが違うなら、オム
ニバスにして二人の先生で半々にすればよい。

旭川校 4年生 女 中（英語）

英語の授業に不満があったのは、担当の先生によって難易度が違い
すぎたからです。高校の英語の授業のようなものもあれば、イギリ
スのＢＢＳを見ながら英語を聞きとらなければならないものまで、
範囲が広すぎるように思います。最低限、学生が受講する先生を選
択できるかテキストや授業内容が同一であるべきだったのではない
かと思っています。

旭川校 4年生 男 中（理科）学務の態度が悪い。特に○○（個人名）

旭川校 4年生 男 中（理科）
外国語はすべての教員が同一の教材を使用しなければ内容や指導方
法が異なるのは仕方がないことだと思う。

旭川校 4年生 女 中（国語）シラバスはすべての科目について載せるべきである、と考える。

旭川校 4年生 男 中（家庭）
大学の先生のメール（パソコン用）の通知を携帯電話に来るように
してほしい。

旭川校 4年生 男 中（保体）情報機器の操作は第四学年の前期に取り入れてほしい

旭川校 4年生 男 中（英語）

・主免の実習の後、採用が決まったとしても、４年生で主免の科目
の現場を学ぶ機会がないのは、教育大としてそれでＯＫですか？
・授業の評価方法って、統一した基準みたいのって作れないです
か？（ちゃんとしている先生もいるし、「出席と発表（100％）」
みたいな先生もいる。後者の先生はどう考えても評価法として不適
当ではないですか？）　・研究室に質問しに行ったら、「僕の研究
の邪魔をするな！」と怒る先生がいる。（○○）（個人名）それは
確かにその通りだが、教育大の一員として生徒を育てようという意
識がその先生にあるのか、はなはだ疑問なところがある。

旭川校 4年生 男 中（理科）
学務の態度が非常に悪い。○○（個人名）は社会人としての常識が
なさ過ぎて驚いた。

旭川校 4年生 男 中（数学）
旭川校はなぜ日本国憲法は除外なのですか？アンケートの目的を述
べてください。

旭川校 4年生 男 中（家庭）より良い教育課程になるようによろしくお願いいたします。
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学校 学年 性別 主免 内　　容

釧路校 4年生 男 小学校
情報機器の操作について　パソコンの機能が古くてデータが消えた
ことがあるので、最低限の機能があるパソコンをそろえてほしい。

釧路校 4年生 男 小学校
常識的に鉛筆を用いて回答しました。ボールペンが良かったです
か？

釧路校 4年生 男 小学校
どうして日本国憲法のことを聞くのかが疑問に残りました。集計の
方々頑張ってください。ありがとうございました。

釧路校 3年生 女 小学校
現場を知らない先生が教科や生徒指導について教えることに矛盾を
感じます。

釧路校 3年生 女 小学校

フィールドは、大変だと思うけどとても大切な時間だと思います。
実習で改めて感じました。いろいろあるから変えたのだと思います
が、教師を目指す学生にとって、フィールドが前期だけとか後期だ
けとかになるのはなんか大切な機会を奪っているような気がしま
す。（今までは２年ずっとやっていたので）

釧路校 3年生 女 小学校
大学教育情報システム（ユニパ）の履修登録などのミス、学務の対
応態度にとても不満があります。

釧路校過年度生 男 小学校
学生の意見を取り入れた授業・教育課程評価委員会、アンケートば
かりで実際何か改善されているんですかね…

釧路校 3年生 男 小学校

シラバスに記載されている到達目標が形骸化されていて、授業ガイ
ダンスで到達目標に触れなかったり、到達目標と授業の関係が不明
瞭なものが非常に多い。結果として、一つ一つの授業を何のために
やっているのか分からなかったり、もはや無意味ではないかと感じ
る授業もある。

釧路校 4年生 女 小学校
シラバスを検索しようとしたときに、キーワードを入力しても全然
ヒットしないのでどうにかしてほしいです。
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平成２８年度授業や教育課程に関する学生アンケート結果報告（札幌） 

 

 北海道教育大学札幌キャンパスの３年生 272名・４年生 253 名、過年度生 32名の合計 557名

を対象にアンケート調査を行った。 

 回収数は 234 名で、回収率は 42.0％（３年生：47.8％、４年生：50.6％、過年度生：9.4％）

であった。 

 

１．対象者の概要 

 学年は、3年生 44.0％（103 名）、4年生 54.7％（128名）、

過年度生 1.3％（3名）であり、4 年生以上は 56.0％（131

名）であった。性別は、男性 37.6％（88名），女性 59.4％

（139 名）、答えたくない者 5 名（以下不明に含める）、不

明 2名であった（表 1-1）。 

 免許種別は、小学校 47.0％（110名）、中学校 26.9％（63

名）、特別支援 9.0％（21 名）、養護教諭 15.8％

（37名）、不明 3名であった（表 1-2）。 

 進路志望は、教師 70.1％（164名）、教師以

外の教育関連の仕事 8.1％（19 名）、教育関

連以外の公務員 12.8％（30 名）、教育関連以

外の民間企業 6.4％（15名）、その他 2.1％（5

名）、不明 1 名であった（図 1-1）。 

 

 以下の質問については、「非常にあてはま

る」「あてはまる」「ややあてはまる」「やや

あてはまらない」「あてはまらない」「全く

あてはまらない」の 6 段階で聞いてい

る。「非常にあてはまる」「あてはまる」

「ややあてはまる」を『あてはまる方』、

「ややあてはまらない」「あてはまらな

い」「全くあてはまらない」を『あてはま

らない方』とした。また、「非常にあては

まる」を 1点、「あてはまる」を 2 点、

「ややあてはまる」を 3点、「ややあて 

名（％）
全体

男性 女性
n=234 n=88 n=139

103 36 65
(44.0) (40.9) (46.8)
128 51 72

(54.7) (58.0) (51.8)
3 1 2

(1.3) (1.1) (1.4)

表1-1　対象者の概要

性別

学
年
別

3年生

4年生

過年度生

名（％）
全体

3年生 4年生以上 男性 女性
n=234 n=103 n=131 n=88 n=139

110 56 54 52 55
(47.0) (54.4) (41.2) (50.5) (42.0)

22 7 15 9 13
(9.4) (6.8) (11.5) (8.7) (9.9)
21 9 12 14 7

(9.0) (8.7) (9.2) (13.6) (5.3)
16 6 10 9 7

(6.8) (5.8) (7.6) (8.7) (5.3)
4 1 3 1 3

(1.7) (1.0) (2.3) (1.0) (2.3)
63 23 40 33 30

(26.9) (22.3) (30.5) (32.0) (22.9)

21 7 14 3 16
(9.0) (6.8) (13.6) (2.9) (15.5)
37 16 21 0 36

(15.8) (15.5) (20.4) (0.0) (35.0)
3 1 2 3 2

(1.3) (1.0) (1.5) (2.9) (1.5)

性別

表1-2　対象者の主免

中
学
校

不明

計

社会

理科

家庭

英語

特別支援

小学校

養護教諭

学年別
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はまらない」を 4点、「あてはまらない」５点、「全くあてはまらない」を 6点として、平均値

等を計算した。 

 

２．教育課程について 

 大学での教育課程は、「学校現場での学

び」（教育実践フィールド科目）と「大学

での授業」（教科指導科目など）とが往還

した教育課程であると、これまで十分に説

明を受けた。という質問に対しては、「非

常にあてはまる」30.8％（72 名）、「あては

まる」38.5％（90名）、「ややあてはまる」

18.8％（44 名）、「ややあてはまらない」

6.0％（14名）、「あてはまらない」5.1％（12

名）、「全くあてはまらない」0.4％（1名）で

あり、『あてはまる方』88.0％（206名）、『あ

てはまらない方』11.5％（27 名）であり、平

均値は 2.17、標準偏差は 1.12であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年

生 84.5％（87 名）、4 年生以上 90.8％（119

名）であった（図 2-1）。性別でみると、男性 92.0％（81 名）、女性 87.1％（121 名）であった

（図 2-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.29、標準偏差＝1.19）、4年生以上（平均値＝2.08、

標準偏差＝1.05）であった。性別でみると、男性（平均値＝1.89、標準偏差＝0.98）、女性（平

均値＝2.29、標準偏差＝1.13）であった。 

 大学の教育課程は、「学校現場での学び」（教育実践フィールド科目）と「大学での授業」（教

科指導科目など）とが往還した教育課程であることを、十分に理解している。という質問に対し

ては、「非常にあてはまる」23.1％（54名）、

「あてはまる」40.2％（94名）、「ややあて

はまる」23.1％（54 名）、「ややあてはまら

ない」7.7％（18名）、「あてはまらない」

3.8％（9名）、「全くあてはまらない」1.3％

（3 名）であり、『あてはまる方』86.3％

（202 名）、『あてはまらない方』12.8％（30
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名）であった-。平均値は 2.32、標準偏差は

1.11であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

83.5％（86名）、4 年生以上 88.5％（116 名）

であった（図 2-3）。性別でみると、男性 89.8％

（79名）、女性 85.6％（119 名）であった（図

2-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.36、標準偏差＝1.18）、4年生以上（平均値＝2.29、

標準偏差＝1.05）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.02、標準偏差＝1.05）、女性（平

均値＝2.46、標準偏差＝1.08）であった。 

 

３．学校現場に関する授業科目 

 学校現場に関する授業科目（教育フィールド研究科目、実践教育科目、教科指導科目、教科内

容研究科目）について、これらの科目を受講することで、教育実習の際に必要となる以下の「実

践力」の基礎を身につけることができたと思いますか。と以下の 4点について質問した。 

１）「教材研究」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」14.5％（34 名）、「あてはまる」32.1％（75 名）、

「ややあてはまる」29.5％（69名）、「やや

あてはまらない」12.8％（30 名）、「あては

まらない」7.7％（18名）、「全くあてはま

らない」2.6％（6 名）であり、『あてはま

る方』76.1％（178名）、『あてはまらない

方』23.1％（54 名）であった。平均値は

2.75、標準偏差は 1.23であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 82.5％（85名）、4年生以上 71.0％（93名）

であった（図 3-1）。性別でみると、男性 81.8％

（72名）、女性 74.1％（103 名）であった（図

3-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.68、標準偏差＝1.08）、4 年生以上（平均値

＝2.80、標準偏差＝1.34）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝2.50、標準偏差＝1.19）、
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女性（平均値＝2.85、標準偏差＝1.22）であった。 

 

２）「学習指導案づくり」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」18.8％（44名）、「あてはまる」33.8％

（79 名）、「ややあてはまる」31.2％（73

名）、「ややあてはまらない」9.0％（21名）、

「あてはまらない」4.7％（11名）、「全く

あてはまらない」1.7％（4名）であり、『あ

てはまる方』83.8％（196名）、『あてはま

らない方』15.4％（36名）であった。平均

値は 2.52、標準偏差は 1.14 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

87.4％（90名）、4 年生以上 80.9％（106 名）

であった（図 3-3）。性別でみると、男性 85.2％

（75名）、女性 83.5％（116 名）であった（図

3-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.53、標準偏差＝1.05）、4 年生以上（平均値

＝2.51、標準偏差＝1.22）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.31、標準偏差＝1.08）、

女性（平均値＝2.60、標準偏差＝1.14）であった。 

 

３）「指導技術（机間指導、ノート指導、発問など）」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」8.1％（19名）、「あてはまる」23.9％

（56 名）、「ややあてはまる」36.3％（85

名）、「ややあてはまらない」15.4％（36

名）、「あてはまらない」10.3％（24 名）、

「全くあてはまらない」5.1％（12 名）で

あり、『あてはまる方』68.4％（160 名）、

『あてはまらない方』30.8％（72名）であ

った。平均値は 3.11、標準偏差は 1.26 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年生 69.9％（72 名）、4 年生以上 67.2％（88名）であ
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った（図 3-5）。性別でみると、男性 65.9％（58

名）、女性 71.2％（99 名）であった（図 3-6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.02、標準偏差＝1.16）、4 年生以上（平均値

＝3.18、標準偏差＝1.34）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝3.06、標準偏差＝1.25）、

女性（平均値＝3.11、標準偏差＝1.24）であっ

た。 

 

４）「生徒指導」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」7.3％（17 名）、「あてはまる」25.6％

（60名）、「ややあてはまる」31.6％（74

名）、「ややあてはまらない」20.1％（47

名）、「あてはまらない」9.0％（21名）、

「全くあてはまらない」5.6％（13名）で

あり、『あてはまる方』64.5％（151名）、

『あてはまらない方』34.6％（81 名）で

あった。平均値は 3.15、標準偏差は 1.27で

あった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 62.1％（64 名）、4 年生以上 66.4％（87

名）であった（図 3-7）。性別でみると、男性

68.2％（60名）、女性 63.3％（88 名）であっ

た（図 3-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.14、標準偏差＝1.25）、4 年生以上（平均値＝3.15、標準偏差＝1.28）であった。性別でみる

と、男性（平均値＝2.99、標準偏差＝1.31）、女性（平均値＝3.21、標準偏差＝1.21）であった。 

 

４．同一名称・複数クラスで担当教員の異なる授業科目について 

 「同一名称・複数クラスで担当教員の異なる授業科目」（外国語（英語）、外国語コミュニケー

ション、情報機器の操作、日本国憲法など）について、「授業内容」「評価方法や評価基準」「指

導方法」について異なっていると感じたか、また授業について不満を感じたかについて質問した。 
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１）同一名称・複数クラスの授業科目で「授

業内容」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」23.1％（54名）、「あてはまる」28.6％

（67 名）、「ややあてはまる」27.4％（64

名）、「ややあてはまらない」7.7％（18名）、

「あてはまらない」11.1％（26名）、「全く

あてはまらない」1.3％（3名）であり、『あて

はまる方』79.1％（185 名）、『あてはまらない

方』20.1％（47名）であった。平均値は 2.59、

標準偏差は 1.30であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

77.7％（80名）、4 年生以上 80.2％（105 名）

であった（図 4-1）。性別でみると、男性 78.4％

（69名）、女性 79.1％（110 名）であった（図

4-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値

＝2.40、標準偏差＝1.34）、4 年生以上（平

均値＝2.73、標準偏差＝1.26）であった。

性別でみると、男性（平均値＝2.51、標準

偏差＝1.35）、女性（平均値＝2.65、標準偏

差＝1.27）であった。 

 

２）同一名称・複数クラスの授業科目で「評

価方法や評価基準」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」

25.2％（59 名）、「あてはまる」25.6％（60名）、

「ややあてはまる」26.1％（61 名）、「ややあ

てはまらない」11.1％（26 名）、「あてはまら

ない」9.4％（22名）、「全くあてはまらない」

1.7％（4名）であり、『あてはまる方』76.9％

（180 名）、『あてはまらない方』22.2％（52 名）

であった。平均値は 2.59、標準偏差は 1.33であった。 
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 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年生 79.6％（82 名）、4 年生以上 74.8％（98名）であ

った（図 4-3）。性別でみると、男性 78.4％（69名）、女性 74.8％（104 名）であった（図 4-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.51、標準偏差＝1.27）、4年生以上（平均値＝2.65、

標準偏差＝1.37）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.50、標準偏差＝1.28）、女性（平

均値＝2.68、標準偏差＝1.36）であった。 

 

 

３）同一名称・複数クラスの授業科目で「指導方法」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」27.4％（64名）、「あてはまる」29.5％

（69名）、「ややあてはまる」27.4％（64

名）、「ややあてはまらない」5.6％（13

名）、「あてはまらない」7.7％（18名）、

「全くあてはまらない」1.3％（3名）で

あり、『あてはまる方』84.2％（197 名）、

『あてはまらない方』14.5％（34名）で

あった。平均値は 2.40、標準偏差は 1.24で

あった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 87.4％（90 名）、4 年生以上 81.7％（107

名）であった（図 4-5）。性別でみると、男性

85.2％（75名）、女性 82.7％（115名）であ

った（図 4-6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.23、標準偏差＝1.17）、4年生以上（平均値＝2.53、

標準偏差＝1.28）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.26、標準偏差＝1.20）、女性（平

均値＝2.51、標準偏差＝1.27）であった。 

 

４）外国語（英語）の授業に不満を感じた

ことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」6.4％（15名）、「あてはまる」12.4％

（29 名）、「ややあてはまる」13.7％（32

名）、「ややあてはまらない」21.8％（51
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名）、「あてはまらない」26.1％（61 名）、「全

くあてはまらない」18.8％（44 名）であり、

『あてはまる方』32.5％（76 名）、『あてはま

らない方』66.7％（156 名）であった。平均値

は 4.06、標準偏差は 1.50であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

33.0％（34名）、4 年生以上 32.1％（42名）で

あった（図 4-7）。性別でみると、男性 34.1％

（30名）、女性 30.2％（42名）であった（図 4-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝4.10、標準偏差＝1.54）、4年生以上（平均値＝4.03、

標準偏差＝1.47）であった。性別でみると、男性（平均値＝4.23、標準偏差＝1.53）、女性（平

均値＝3.99、標準偏差＝1.42）であった。 

 

５）外国語コミュニケーションの授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」6.0％（14名）、「あてはまる」10.7％

（25 名）、「ややあてはまる」17.1％（40

名）、「ややあてはまらない」18.4％（43名）、

「あてはまらない」28.6％（67名）、「全く

あてはまらない」18.4％（43 名）であり、

『あてはまる方』33.8％（79 名）、『あては

まらない方』65.4％（153名）であった。平均

値は 4.09、標準偏差は 1.48 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

35.0（36 名）、4 年生以上 32.8％（43 名）で

あった（図 4-9）。性別でみると、男性 30.7％

（27名）、女性 34.5％（48名）であった（図

4-10）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

4.10、標準偏差＝1.58）、4 年生以上（平均値＝4.08、標準偏差＝1.39）であった。性別でみる

と、男性（平均値＝4.27、標準偏差＝1.48）、女性（平均値＝4.01、標準偏差＝1.43）であった。 
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６）情報機器の操作の授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」6.8％（16 名）、「あてはまる」13.2％

（31 名）、「ややあてはまる」17.1％（40

名）、「ややあてはまらない」18.8％（44名）、

「あてはまらない」27.4％（64名）、「全く

あてはまらない」15.8％（37 名）であり、

『あてはまる方』37.2％（87 名）、『あては

まらない方』62.0％（145名）であった。

平均値は 3.95、標準偏差は 1.50であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

40.8％（42名）、4年生以上 34.4％（45名）で

あった（図 4-11）。性別でみると、男性 39.8％

（35 名）、女性 33.8％（47 名）であった（図

4-12）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.82、標準偏差＝1.57）、4 年生以上（平均値

＝4.05、標準偏差＝1.44）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝3.91、標準偏差＝1.65）、女性（平均値＝4.05、標準偏差＝1.36）であっ

た。 

 

７）日本国憲法の授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」20.5（48名）、「あてはまる」20.5％（48

名）、「ややあてはまる」20.9％（49 名）、

「ややあてはまらない」13.2％（31 名）、

「あてはまらない」13.2％（31名）、「全く

あてはまらない」10.7％（25 名）であり、

『あてはまる方』62.0％（145名）、『あて

はまらない方』37.2％（87名）であった。

平均値は 3.10、標準偏差は 1.64であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年生 67.0％（69 名）、4 年生以上 58.0％（76名）であ

った（図 4-13）。性別でみると、男性 54.5％（48名）、女性 66.2％（92名）であった（図 4-14）。 
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 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.93、標準偏差＝1.63）、4 年生以上（平均値

＝3.24、標準偏差＝1.63）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝3.28、標準偏差＝1.80）、

女性（平均値＝2.99、標準偏差＝1.54）であっ

た。 

 

５．シラバスの利用について 

 本学では、大学情報システムを通してシ

ラバスを提供していますが、あなたはこれ

を利用していますか。という質問に対して

は、「非常にあてはまる」9.4％（22 名）、

「あてはまる」28.2％（66名）、「ややあて

はまる」23.9％（56名）、「ややあてはまら

ない」14.5％（34 名）、「あてはまらない」

15.0％（35 名）、「全くあてはまらない」

5.1％（12名）であり、『あてはまる方』61.5％

（144 名）、『あてはまらない方』34.6％（81名）

であった。平均値は 3.13、標準偏差は 1.39で

あった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

67.0％（69 名）、4年生以上 57.3％（75名）で

あった（図 5-1）。性別でみると、男性 64.8％

（57 名）、女性 57.6％（80 名）であった（図

5-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.84、標準偏差＝1.37）、4年生以上（平均値＝3.36、

標準偏差＝1.37）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.09、標準偏差＝1.48）、女性（平

均値＝3.21、標準偏差＝1.34）であった。 

 

 上記質問に対し、「ややあてはまる」「ややあてはまらない」「あてはまらない」「全くあてはま

らない」とした 137名に対して、シラバスを利用しない理由として、以下の質問をした。 
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１）大学教育情報システムが使いにくいから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」7.3％（10名）、「あてはまる」29.2％

（40 名）、「ややあてはまる」29.2％（40

名）、「ややあてはまらない」16.8％（23

名）、「あてはまらない」11.7％（16 名）、

「全くあてはまらない」2.9％（4 名）で

あり、『あてはまる方』65.7％（90 名）、

『あてはまらない方』31.4％（43 名）で

あった。平均値は 3.05、標準偏差は 1.24 で

あった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年

生 64.7％（33 名）、4年生以上 66.3％（57 名）

であった（図 5-3）。性別でみると、男性 59.2％

（29名）、女性 68.6％（59名）であった（図

5-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.06、標準偏差＝1.20）、4年生以上（平均

値＝3.05、標準偏差＝1.27）であった。性

別でみると、男性（平均値＝3.19、標準偏

差＝1.44）、女性（平均値＝3.00、標準偏差

＝1.10）であった。 

 

２）シラバス照会機能が使いづらいから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」10.9％（15名）、「あてはまる」29.2％（40

名）、「ややあてはまる」32.8％（45 名）、「や

やあてはまらない」13.1％（18 名）、「あては

まらない」8.8％（12名）、「全くあてはまらな

い」2.2％（3 名）であり、『あてはまる方』73.0％

（100 名）、『あてはまらない方』24.1％（33 名）

であった。平均値は 2.86、標準偏差は 1.20で

あった。 
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 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年生 76.5％（39 名）、4 年生以上 70.9％（61名）であ

った（図 5-5）。性別でみると、男性 69.4％（34名）、女性 74.4％（64名）であった（図 5-6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.71、標準偏差＝1.12）、4年生以上（平均値＝2.94、

標準偏差＝1.25）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.90、標準偏差＝1.36）、女性（平

均値＝2.84、標準偏差＝1.12）であった。 

 

３）必要な情報（評価方法やテキストの情報など）が載っていないから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」8.8％（12 名）、「あてはまる」19.0％

（26 名）、「ややあてはまる」25.5％（35

名）、「ややあてはまらない」18.2％（25名）、

「あてはまらない」19.7％（27名）、「全く

あてはまらない」5.1％（7名）であり、『あ

てはまる方』53.3％（73名）、『あてはまら

ない方』43.1％（59名）であった。平均値は

3.38、標準偏差は 1.38 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

52.9％（27 名）、4 年生以上 53.5％（46 名）

であった（図 5-7）。性別でみると、男性 46.9％

（23名）、女性 57.0％（49名）であった（図

5-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.33、標準偏差＝1.23）、4 年生以上（平均値＝3.41、標準偏差＝1.47）であった。性別でみる

と、男性（平均値＝3.60、標準偏差＝1.45）、女性（平均値＝3.25、標準偏差＝1.35）であった。 

 

４）そもそも載っていない科目があるから 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」21.2％（29 名）、「あてはまる」20.4％（28 名）、

「ややあてはまる」23.4％（32 名）、「ややあてはまらない」15.3％（21 名）、「あてはまらない」

11.7％（16 名）、「全くあてはまらない」5.1％（7名）であり、『あてはまる方』65.0％（89名）、
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『あてはまらない方』32.1％（44名）であ

った。平均値は 2.91、標準偏差は 1.48 で

あった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 68.6％（35名）、4年生以上 62.8％（54

名）であった（図 5-9）。性別でみると、男

性 67.3％（33 名）、女性 64.0％（55 名）

であった（図 5-10）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.67、標準偏差＝1.41）、4 年生以上（平均値

＝3.05、標準偏差＝1.52）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝2.98、標準偏差＝1.49）、

女性（平均値＝2.86、標準偏差＝1.50）であっ

た。 

 

５）先輩や友だちからの情報があるから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」10.9％（15名）、「あてはまる」33.6％

（46 名）、「ややあてはまる」30.7％（42

名）、「ややあてはまらない」13.1％（18名）、

「あてはまらない」5.1％（7 名）、「全くあ

てはまらない」3.6％（5 名）であり、『あ

てはまる方』75.2％（103名）、『あてはま

らない方』21.9％（30名）であった。平均

値は 2.78、標準偏差は 1.20 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

68.6％（35 名）、4 年生以上 79.1％（68 名）

であった（図 5-11）。性別でみると、男性

81.6％（40名）、女性 72.1％（62名）であっ

た（図 5-12）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.02、標準偏差＝1.31）、4年生以上（平均値

＝2.64、標準偏差＝1.12）であった。性別で
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みると、男性（平均値＝2.60、標準偏差＝1.40）、女性（平均値＝2.88、標準偏差＝1.08）であ

った。 

 

６．自由記述 

 この調査に関して、自由記述の欄を設けたところ、以下のような意見が寄せられた。 

 

 

学校 学年 性別 主免 内　　容

札幌校 3年生 女 小学校
初等国語、小学校国語科教育法（教科名）は実際に実習に行ったと
きに全く生かせない。評価基準もわからない。

札幌校 3年生 男 小学校 消しゴム下さい。

札幌校 3年生 男 小学校
大学での講義内容と学校現場での実態、児童の実態があっていない
ように感じた。

札幌校 3年生 男 小学校 教員まで結果が行き届くことを願います。

札幌校 3年生 男 小学校
アンケートを取って、改善されるのにどれくらいかかりますか？
副免をもう少し取りやすいルールにしてほしい。

札幌校 4年生 男 中（理科）消しゴム一つでは少ないのでは？

札幌校 4年生 女 中（英語）
多くの学生がアルバイトをしなければ大学に通えない世の中で、時
間割が夏休み中に公開されない、シラバスが整備されていない、と
いった事態はそうした学生の状況への配慮不足だと思います。

札幌校 4年生 男 小学校

せっかくメール機能があるのに、そこと大学教育情報システムの連
携が微妙な気がしています。授業の通知をメールで行ってくださる
と非常に便利だと感じる学生もいるのではないでしょうか。そし
て、そこでシラバスを確認できるとなによりかと思います。という
か、メールに大学教育情報システムのログイン画面のアドレスを載
せてもらえるだけでだいぶ手間は省けます。お忙しいのは重々承知
ではございますが、利用者の素直な声として耳を傾けていただけれ
ば幸いです。

札幌校 3年生 男 小学校
設問10以降の設問で何を問われているのか分かりませんでした。ま
た、教育課程という語の意味・解釈があいまいで設問５・６の回答
に迷いました。
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平成２８年度授業や教育課程に関する学生アンケート結果報告（旭川） 

 

 北海道教育大学旭川キャンパスの３年生 286名・４年生 299 名、過年度生 23名の合計 608名

を対象にアンケート調査を行った。 

 回収数は 473 名で、回収率は 77.8％（３年生：91.3％、４年生：69.2％、過年度生：2.3％）

であった。 

 

１．対象者の概要 

 学年は、3年生 55.2％（261 名）、4 年生 43.8％（207名）、

過年度生 1.1％（5名）であり、4年生以上は 44.8％（212

名）であった。性別は、男性 54.8％（259 名），女性 44.0％

（208 名）、答えたくない者 1 名（以下不明に含める）、不

明 5名であった（表 1-1）。 

 免許種別は、小学校 17.8％（84名）、中学

校 81.8％（387 名）、不明 2 名であった（表

1-2）。 

 進路志望は、教師 63.4％（300 名）、教師

以外の教育関連の仕事 8.5％（40 名）、教育

関連以外の公務員 18.8％（89 名）、教育関

連以外の民間企業 6.6％（31 名）、その他

2.3％（11名）、不明 2 名であった（図 1-1）。 

 

 以下の質問については、「非常にあては

まる」「あてはまる」「ややあてはまる」

「ややあてはまらない」「あてはまらな

い」「全くあてはまらない」の 6段階で聞

いている。「非常にあてはまる」「あては

まる」「ややあてはまる」を『あてはまる

方』、「ややあてはまらない」「あてはまら

ない」「全くあてはまらない」を『あては

まらない方』とした。また、「非常にあて

はまる」を 1点、「あてはまる」を 2点、

「ややあてはまる」を 3点、「ややあては 

名（％）
全体

男性 女性
n=473 n=259 n=208

261 139 118
(55.2) (53.7) (56.7)
207 118 87

(43.8) (45.6) (41.8)
5 2 3

(1.1) (0.8) (1.4)

表1-1　対象者の概要

性別

学
年
別

3年生

4年生

過年度生

名（％）
全体

3年生 4年生以上 男性 女性
n=473 n=261 n=212 n=259 n=208

84 54 30 32 52
(17.8) (20.7) (14.2) (12.4) (25.0)

62 27 35 32 30
(13.1) (10.3) (16.5) (12.4) (14.4)

50 25 25 23 27
(10.6) (9.6) (11.8) (8.9) (13.0)

56 38 18 43 13
(11.8) (14.6) (8.5) (16.6) (6.3)

49 26 23 37 11
(10.4) (10.0) (10.8) (14.3) (5.3)

72 36 36 51 19
(15.2) (13.8) (17.0) (19.7) (9.1)

19 10 9 17 2
(4.0) (3.8) (4.2) (6.6) (1.0)
26 13 13 4 20

(5.5) (5.0) (6.1) (1.5) (9.6)
18 12 6 3 15

(3.8) (4.6) (2.8) (1.2) (7.2)
19 9 10 7 12

(4.0) (3.4) (4.7) (2.7) (5.8)
16 10 6 9 6

(3.4) (3.8) (2.8) (3.5) (2.9)
387 206 181 226 155

(81.8) (78.9) (85.4) (87.3) (74.5)
2 1 1 1 1

(0.4) (0.4) (0.5) (0.4) (0.5)
不明

学年別 性別

表1-2　対象者の主免

保健体育

計

家庭

音楽

美術

数学

理科

技術

小学校

中
学
校

国語

英語

社会
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まらない」を 4 点、「あてはまらない」５点、「全くあてはまらない」を 6 点として、平均値等

を計算した。 

 

２．教育課程について 

 大学での教育課程は、「学校現場での学

び」（教育実践フィールド科目）と「大学で

の授業」（教科指導科目など）とが往還した

教育課程であると、これまで十分に説明を

受けた。という質問に対しては、「非常にあ

てはまる」24.5％（116 名）、「あてはまる」

40.8％（193名）、「ややあてはまる」24.9％

（118 名）、「ややあてはまらない」5.9％（28

名）、「あてはまらない」3.0％（14名）、「全く

あてはまらない」0.8％（4名）であり、『あて

はまる方』90.3％（427 名）、『あてはまらない

方』9.7％（46 名）であり、平均値は 2.25、標

準偏差は 1.10であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

88.9％（232名）、4年生以上 92.0％（195 名）

であった（図 2-1）。性別でみると、男性 90.7％（235名）、女性 89.9％（187名）であった（図

2-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.28、標準偏差＝1.10）、4年生以上（平均値＝2.20、

標準偏差＝0.96）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.20、標準偏差＝0.98）、女性（平

均値＝2.30、標準偏差＝1.10）であった。 

 大学の教育課程は、「学校現場での学び」（教育実践フィールド科目）と「大学での授業」（教

科指導科目など）とが往還した教育課程で

あることを、十分に理解している。という

質問に対しては、「非常にあてはまる」

20.7％（98名）、「あてはまる」37.0％（175

名）、「ややあてはまる」31.9％（151名）、

「ややあてはまらない」7.4％（35 名）、「あ

てはまらない」2.3％（11名）、「全くあて

はまらない」0.6％（3名）であり、『あて



 3 

はまる方』89.6％（424 名）、『あてはまらない

方』10.4％（49名）であった-。平均値は 2.36、

標準偏差は 1.00であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

88.5％（231名）、4年生以上 91.0％（193 名）

であった（図 2-3）。性別でみると、男性 89.2％

（231 名）、女性 90.9％（189 名）であった（図

2-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.39、標準偏差＝1.06）、4年生以上（平均値＝2.31、

標準偏差＝0.93）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.32、標準偏差＝0.99）、女性（平

均値＝2.37、標準偏差＝1.01）であった。 

 

３．学校現場に関する授業科目 

 学校現場に関する授業科目（教育フィールド研究科目、実践教育科目、教科指導科目、教科内

容研究科目）について、これらの科目を受講することで、教育実習の際に必要となる以下の「実

践力」の基礎を身につけることができたと思いますか。と以下の 4点について質問した。 

１）「教材研究」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」19.5％（92名）、「あてはまる」44.8％

（212 名）、「ややあてはまる」28.8％（136

名）、「ややあてはまらない」4.9％（23名）、

「あてはまらない」1.7％（8 名）、「全くあ

てはまらない」0.4％（2 名）であり、『あ

てはまる方』93.0％（440名）、『あてはま

らない方』7.0％（33 名）であった。平均

値は 2.26、標準偏差は 0.91 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

93.5％（244名）、4年生以上 92.5％（196 名）

であった（図 3-1）。性別でみると、男性 93.8％

（243 名）、女性 92.3％（192 名）であった（図

3-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.23、標準偏差＝0.89）、4 年生以上（平均値
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＝2.29、標準偏差＝0.94）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.19、標準偏差＝0.86）、

女性（平均値＝2.33、標準偏差＝0.97）であった。 

 

２）「学習指導案づくり」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」27.1％（128名）、「あてはまる」46.1％

（218 名）、「ややあてはまる」22.0％（104

名）、「ややあてはまらない」3.4％（16名）、

「あてはまらない」1.1％（5 名）、「全くあ

てはまらない」0.4％（2 名）であり、『あ

てはまる方』95.1％（450名）、『あてはま

らない方』4.9％（23 名）であった。平均

値は 2.07、標準偏差は 0.89 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

95.4％（249名）、4年生以上 94.8％（201 名）

であった（図 3-3）。性別でみると、男性 96.5％

（250 名）、女性 93.8％（195 名）であった（図

3-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.02、標準偏差＝0.89）、4 年生以上（平均値

＝2.13、標準偏差＝0.89）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝2.00、標準偏差＝0.84）、女性（平均値＝2.13、標準偏差＝0.93）であっ

た。 

 

３）「指導技術（机間指導、ノート指導、発問など）」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」16.5％（78名）、「あてはまる」37.6％

（178 名）、「ややあてはまる」29.6％（140

名）、「ややあてはまらない」11.8％（56

名）、「あてはまらない」3.4％（16 名）、

「全くあてはまらない」1.1％（5名）であ

り、『あてはまる方』83.7％（396名）、『あ

てはまらない方』16.3％（77 名）であっ
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た。平均値は 2.51、標準偏差は 1.07 であっ

た。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

85.1％（222名）、4年生以上 82.1％（174 名）

であった（図 3-5）。性別でみると、男性 83.4％

（216 名）、女性 84.1％（175 名）であった（図

3-6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.43、標準偏差＝1.09）、4年生以上（平均値＝2.61、

標準偏差＝1.04）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.48、標準偏差＝1.09）、女性（平

均値＝2.56、標準偏差＝1.04）であった。 

 

４）「生徒指導」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」9.3％（44 名）、「あてはまる」31.9％

（151 名）、「ややあてはまる」34.7％（164

名）、「ややあてはまらない」16.9％（80名）、

「あてはまらない」5.9％（28名）、「全く

あてはまらない」1.3％（6名）であり、『あ

てはまる方』75.9％（359名）、『あてはま

らない方』24.1％（114 名）であった。平

均値は 2.82、標準偏差は 1.09であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

78.9％（206名）、4年生以上 72.2％（153 名）

であった（図 3-7）。性別でみると、男性 72.6％

（188 名）、女性 79.8％（166 名）であった（図

3-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.73、標準偏差＝1.04）、4 年生以上（平均値

＝2.93、標準偏差＝1.13）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝2.80、標準偏差＝1.16）、女性（平均値＝2.85、標準偏差＝1.00）であっ

た。 
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４．同一名称・複数クラスで担当教員の異なる授業科目について 

 「同一名称・複数クラスで担当教員の異なる授業科目」（外国語（英語）、外国語コミュニケー

ション、情報機器の操作、日本国憲法など）について、「授業内容」「評価方法や評価基準」「指

導方法」について異なっていると感じたか、また授業について不満を感じたかについて質問した。 

１）同一名称・複数クラスの授業科目で「授業内容」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」24.5％（116名）、「あてはまる」25.4％

（120 名）、「ややあてはまる」27.7％（131

名）、「ややあてはまらない」11.6％（55名）、

「あてはまらない」7.6％（36名）、「全く

あてはまらない」3.2％（15 名）であり、

『あてはまる方』77.6％（367名）、『あて

はまらない方』22.4％（106 名）であった。

平均値は 2.62、標準偏差は 1.34であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

76.6％（200 名）、4 年生以上 78.8％（167 名）

であった（図 4-1）。性別でみると、男性 80.3％

（208 名）、女性 75.5％（157 名）であった（図

4-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.69、標準偏差＝1.38）、4 年生以上（平均値

＝2.53、標準偏差＝1.30）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝2.54、標準偏差＝1.30）、女性（平均値＝2.69、標準偏差＝1.39）であっ

た。 

 

２）同一名称・複数クラスの授業科目で「評価方法や評価基準」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」18.8％（89名）、「あてはまる」26.0％

（123 名）、「ややあてはまる」27.9％（132

名）、「ややあてはまらない」14.8％（70

名）、「あてはまらない」8.7％（41名）、「全

くあてはまらない」3.6％（17 名）であり、

『あてはまる方』72.7％（344名）、『あて
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はまらない方』27.1％（128 名）であった。平

均値は 2.79、標準偏差は 1.34であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

68.2％（178名）、4年生以上 78.3％（166 名）

であった（図 4-3）。性別でみると、男性 73.4％

（190 名）、女性 72.1％（150 名）であった（図

4-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.94、標準偏差＝1.39）、4年生以上（平均値＝2.61、

標準偏差＝1.25）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.68、標準偏差＝1.33）、女性（平

均値＝2.93、標準偏差＝1.34）であった。 

 

３）同一名称・複数クラスの授業科目で「指導方法」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」22.6％（107名）、「あてはまる」30.9％

（146 名）、「ややあてはまる」28.8％（136

名）、「ややあてはまらない」8.2％（39名）、

「あてはまらない」5.9％（28名）、「全く

あてはまらない」3.2％（15 名）であり、

『あてはまる方』82.2％（389名）、『あて

はまらない方』17.3％（82名）であった。

平均値は 2.53、標準偏差は 1.27であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

80.5％（210名）、4年生以上 84.4％（179 名）

であった（図 4-5）。性別でみると、男性 84.2％

（218 名）、女性 80.3％（167 名）であった（図

4-6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.64、標準偏差＝1.31）、4 年生以上（平均値

＝2.40、標準偏差＝1.21）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.40、標準偏差＝1.22）、

女性（平均値＝2.68、標準偏差＝1.32）であった。 
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４）外国語（英語）の授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」8.7％（41名）、「あてはまる」15.6％

（74 名）、「ややあてはまる」20.5％（97

名）、「ややあてはまらない」19.5％（92名）、

「あてはまらない」23.3％（110 名）、「全

くあてはまらない」12.3％（58名）であり、

『あてはまる方』44.8％（212名）、『あて

はまらない方』55.0％（260 名）であった。

平均値は 3.70、標準偏差は 1.50であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

38.7％（101 名）、4 年生以上 52.4％（111 名）

であった（図 4-7）。性別でみると、男性 48.6％

（126 名）、女性 39.9％（83 名）であった（図

4-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.87、標準偏差＝1.49）、4 年生以上（平均値

＝3.49、標準偏差＝1.49）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.55、標準偏差＝1.49）、

女性（平均値＝3.89、標準偏差＝1.50）であった。 

 

５）外国語コミュニケーションの授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」5.7％（27 名）、「あてはまる」6.8％（32 名）、「や

やあてはまる」15.4％（73 名）、「ややあてはまらない」23.9％（113 名）、「あてはまらない」

31.1％（147名）、「全くあてはまらない」17.1％（81名）であり、『あてはまる方』27.9％（132

名）、『あてはまらない方』72.1％（341名）であった。平均値は 4.19、標準偏差は 1.38であっ

た。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 23.8％（62名）、4 年生以上 33.0％（70

名）であった（図 4-9）。性別でみると、男

性 32.4％（84 名）、女性 22.1％（46 名）

であった（図 4-10）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値

＝4.30、標準偏差＝1.33）、4 年生以上（平
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均値＝4.06、標準偏差＝1.42）であった。性別

でみると、男性（平均値＝4.07、標準偏差＝

1.42）、女性（平均値＝4.36、標準偏差＝1.31）

であった。 

 

 

 

６）情報機器の操作の授業に不満を感じたこ

とがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」8.2％（39 名）、「あてはまる」11.4％（54名）、「や

やあてはまる」13.3％（63名）、「ややあてはまらない」19.0％（90名）、「あてはまらない」30.7％

（145 名）、「全くあてはまらない」17.1％（81 名）であり、『あてはまる方』33.0％（156 名）、

『あてはまらない方』66.8％（316名）で

あった。平均値は 4.04、標準偏差は 1.53

であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 31.8％（83名）、4 年生以上 34.4％（73

名）であった（図 4-11）。性別でみると、

男性 37.8％（98 名）、女性 25.5％（53名）

であった（図 4-12）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

4.05、標準偏差＝1.51）、4 年生以上（平均値

＝4.03、標準偏差＝1.55）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝3.89、標準偏差＝1.62）、

女性（平均値＝4.27、標準偏差＝1.35）であっ

た。 
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５．シラバスの利用について 

 本学では、大学情報システムを通してシ

ラバスを提供していますが、あなたはこれ

を利用していますか。という質問に対して

は、「非常にあてはまる」12.1％（57 名）、

「あてはまる」30.0％（142 名）、「ややあ

てはまる」23.5％（111 名）、「ややあては

まらない」13.3％（63名）、「あてはまらな

い」12.3％（58 名）、「全くあてはまらない」

6.3％（30名）であり、『あてはまる方』65.5％

（310 名）、『あてはまらない方』31.9％（151

名）であった。平均値は 3.03、標準偏差は 1.43

であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

66.7％（174名）、4年生以上 64.2％（136名）

であった（図 5-1）。性別でみると、男性 64.9％

（168 名）、女性 57.6％（136 名）であった（図

5-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.88、標準偏差＝1.42）、4年生以上（平均値＝3.20、

標準偏差＝1.42）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.02、標準偏差＝1.43）、女性（平

均値＝3.08、標準偏差＝1.42）であった。 

 

 上記質問に対し、「ややあてはまる」「ややあてはまらない」「あてはまらない」「全くあてはま

らない」とした 262名に対して、シラバスを利用しない理由として、以下の質問をした。 

 

１）大学教育情報システムが使いにくいから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」11.1％（29 名）、「あてはまる」21.8％

（57 名）、「ややあてはまる」34.0％（89

名）、「ややあてはまらない」14.5％（38名）、

「あてはまらない」13.7％（36名）、「全く

あてはまらない」4.2％（11 名）であり、

『あてはまる方』66.8％（175名）、『あて
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はまらない方』32.4％（85 名）であった。平

均値は 3.11、標準偏差は 1.32であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

69.8％（88名）、4年生以上 64.0％（87名）で

あった（図 5-3）。性別でみると、男性 68.6％

（96 名）、女性 65.3％（79 名）であった（図

5-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝3.14、標準偏差＝1.22）、4年生以上（平均値＝3.07、

標準偏差＝1.41）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.04、標準偏差＝1.36）、女性（平

均値＝3.18、標準偏差＝1.28）であった。 

 

２）シラバス照会機能が使いづらいから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」12.2％（32名）、「あてはまる」21.8％

（57 名）、「ややあてはまる」34.4％（90

名）、「ややあてはまらない」13.4％（35名）、

「あてはまらない」13.0％（34名）、「全く

あてはまらない」3.8％（10 名）であり、

『あてはまる方』68.3％（179名）、『あて

はまらない方』30.2％（79名）であった。

平均値は 3.05、標準偏差は 1.32であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

73.0％（92名）、4年生以上 64.0％（87名）で

あった（図 5-5）。性別でみると、男性 71.4％

（100 名）、女性 65.3％（79 名）であった（図

5-6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.01、標準偏差＝1.23）、4 年生以上（平均値

＝3.08、標準偏差＝1.40）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.96、標準偏差＝1.34）、

女性（平均値＝3.15、標準偏差＝1.29）であった。 
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３）必要な情報（評価方法やテキストの情報など）が載っていないから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」6.9％（18名）、「あてはまる」13.4％

（35 名）、「ややあてはまる」29.0％（76

名）、「ややあてはまらない」18.3％（48名）、

「あてはまらない」21.8％（57名）、「全く

あてはまらない」9.2％（24 名）であり、

『あてはまる方』49.2％（129名）、『あて

はまらない方』49.2％（129 名）であった。

平均値は 3.63、標準偏差は 1.39であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

47.6％（60名）、4年生以上 50.7％（69名）で

あった（図 5-7）。性別でみると、男性 49.3％

（69 名）、女性 49.6％（60 名）であった（図

5-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.74、標準偏差＝1.35）、4 年生以上（平均値

＝3.53、標準偏差＝1.42）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.56、標準偏差＝1.51）、

女性（平均値＝3.72、標準偏差＝1.23）であった。 

 

４）そもそも載っていない科目があるから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」9.2％（24 名）、「あてはまる」11.8％

（31 名）、「ややあてはまる」20.2％（53

名）、「ややあてはまらない」16.4％（43名）、

「あてはまらない」25.2％（66名）、「全く

あてはまらない」15.6％（41 名）であり、

『あてはまる方』41.2％（108名）、『あて

はまらない方』57.3％（150 名）であった。

平均値は 3.85、標準偏差は 1.55であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年生 42.1％（53 名）、4 年生以上 40.4％（55名）であ

った（図 5-9）。性別でみると、男性 45.0％（63名）、女性 37.2％（45名）であった（図 5-10）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝3.90、標準偏差＝1.57）、4年生以上（平均値＝3.80、
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標準偏差＝1.53）であった。性別でみると、男

性（平均値＝3.85、標準偏差＝1.54）、女性（平

均値＝3.85、標準偏差＝1.56）であった。 

 

 

 

 

５）先輩や友だちからの情報があるから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」18.7％（49名）、「あてはまる」34.0％

（89 名）、「ややあてはまる」27.5％（72

名）、「ややあてはまらない」4.2％（11名）、

「あてはまらない」8.0％（21名）、「全く

あてはまらない」6.1％（16 名）であり、

『あてはまる方』80.2％（210名）、『あて

はまらない方』18.3％（48名）であった。

平均値は 2.67、標準偏差は 1.39であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

84.1％（106名）、4年生以上 76.5％（104 名）

であった（図 5-11）。性別でみると、男性 77.9％

（109 名）、女性 83.5％（101 名）であった（図

5-12）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.54、標準偏差＝1.35）、4 年生以上（平均値

＝2.79、標準偏差＝1.42）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.80、標準偏差＝1.47）、

女性（平均値＝2.52、標準偏差＝1.28）であった。 
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６．自由記述 

 この調査に関して、自由記述の欄を設けたところ、以下のような意見が寄せられた。 

 

 

学校 学年 性別 主免 内　　容

旭川校 3年生 男 小学校
「道徳の指導法」はクラスによってあまりにも内容と評価方法が違
いすぎる。そんなに担当者によってやりたいことが違うなら、オム
ニバスにして二人の先生で半々にすればよい。

旭川校 4年生 女 中（英語）

英語の授業に不満があったのは、担当の先生によって難易度が違い
すぎたからです。高校の英語の授業のようなものもあれば、イギリ
スのＢＢＳを見ながら英語を聞きとらなければならないものまで、
範囲が広すぎるように思います。最低限、学生が受講する先生を選
択できるかテキストや授業内容が同一であるべきだったのではない
かと思っています。

旭川校 4年生 男 中（理科）学務の態度が悪い。特に○○（個人名）

旭川校 4年生 男 中（理科）
外国語はすべての教員が同一の教材を使用しなければ内容や指導方
法が異なるのは仕方がないことだと思う。

旭川校 4年生 女 中（国語）シラバスはすべての科目について載せるべきである、と考える。

旭川校 4年生 男 中（家庭）
大学の先生のメール（パソコン用）の通知を携帯電話に来るように
してほしい。

旭川校 4年生 男 中（保体）情報機器の操作は第四学年の前期に取り入れてほしい

旭川校 4年生 男 中（英語）

・主免の実習の後、採用が決まったとしても、４年生で主免の科目
の現場を学ぶ機会がないのは、教育大としてそれでＯＫですか？
・授業の評価方法って、統一した基準みたいのって作れないです
か？（ちゃんとしている先生もいるし、「出席と発表（100％）」
みたいな先生もいる。後者の先生はどう考えても評価法として不適
当ではないですか？）　・研究室に質問しに行ったら、「僕の研究
の邪魔をするな！」と怒る先生がいる。（○○）（個人名）それは
確かにその通りだが、教育大の一員として生徒を育てようという意
識がその先生にあるのか、はなはだ疑問なところがある。

旭川校 4年生 男 中（理科）
学務の態度が非常に悪い。○○（個人名）は社会人としての常識が
なさ過ぎて驚いた。

旭川校 4年生 男 中（数学）
旭川校はなぜ日本国憲法は除外なのですか？アンケートの目的を述
べてください。

旭川校 4年生 男 中（家庭）より良い教育課程になるようによろしくお願いいたします。
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平成２８年度授業や教育課程に関する学生アンケート結果報告（釧路） 

 

 北海道教育大学釧路キャンパスの３年生 194名・４年生 193 名、過年度生 10名の合計 397名

を対象にアンケート調査を行った。 

 回収数は 351 名で、回収率は 88.4％（３年生：88.7％、４年生：90.7％、過年度生：40.0％）

であった。 

 

１．対象者の概要 

 学年は、3年生 49.0％（172 名）、4 年生 49.9％（175名）、

過年度生 1.1％（4名）であり、4年生以上は 51.0％（179

名）であった。性別は、男性 50.4％（177 名），女性 47.9％

（168 名）、答えたくない者 3 名（以下不明に含める）、不

明 3名であった（表 1-1）。 

 免許種別は、小学校 94.6％（332名）、中学校 4.0％（14

名）、不明 5 名であった（表 1-2）。 

 進路志望は、教師 74.1％（260名）、教師

以外の教育関連の仕事 6.6％（23名）、教育

関連以外の公務員 9.4％（33 名）、教育関連

以外の民間企業 6.6％（23名）、その他 3.1％

（11名）、不明 1名であった（図 1-1）。 

 

 以下の質問については、「非常にあては

まる」「あてはまる」「ややあてはまる」

「ややあてはまらない」「あてはまらな

い」「全くあてはまらない」の 6段階で聞

いている。「非常にあてはまる」「あては

まる」「ややあてはまる」を『あてはまる

方』、「ややあてはまらない」「あてはまらない」「全くあてはまらない」を『あてはまらない

方』とした。また、「非常にあてはまる」を 1点、「あてはまる」を 2点、「ややあてはまる」

を 3点、「ややあてはまらない」を 4点、「あてはまらない」５点、「全くあてはまらない」を 6

点として、平均値等を計算した。 

 

名（％）
全体

男性 女性
n=351 n=177 n=168

172 83 86
(49.0) (46.9) (51.2)
175 90 82

(49.9) (50.8) (48.8)
4 4 0

(1.1) (2.3) (0.0)

表1-1　対象者の概要

性別

学
年
別

3年生

4年生

過年度生

名（％）
全体

3年生 4年生以上 男性 女性
n=351 n=172 n=179 n=177 n=168

332 166 166 166 161
(94.6) (96.5) (92.7) (96.5) (89.9)

14 5 9 8 6
(4.0) (2.9) (5.0) (4.7) (3.4)

5 1 4 3 1
(1.4) (0.6) (2.2) (1.7) (0.6)

不明

中学校：英語

表1-2　対象者の主免

学年別 性別

小学校
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２．教育課程について 

 大学での教育課程は、「学校現場での学

び」（教育実践フィールド科目）と「大学で

の授業」（教科指導科目など）とが往還した

教育課程であると、これまで十分に説明を

受けた。という質問に対しては、「非常にあ

てはまる」28.5％（100 名）、「あてはまる」

38.2％（134名）、「ややあてはまる」26.2％

（92名）、「ややあてはまらない」4.6％（16名）、

「あてはまらない」2.0％（7 名）、「全くあて

はまらない」0.6％（2 名）であり、『あてはま

る方』92.9％（326 名）、『あてはまらない方』

7.1％（25名）であり、平均値は 2.15、標準偏

差は 0.99であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

95.3％（164名）、4年生以上 90.5％（162 名）

であった（図 2-1）。性別でみると、男性 92.1％（163名）、女性 93.5％（157名）であった（図

2-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.17、標準偏差＝0.91）、4年生以上（平均値＝2.13、

標準偏差＝1.07）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.18、標準偏差＝1.08）、女性（平

均値＝2.14、標準偏差＝0.90）であった。 

 大学の教育課程は、「学校現場での学び」（教育実践フィールド科目）と「大学での授業」（教

科指導科目など）とが往還した教育課程であることを、十分に理解している。という質問に対し

ては、「非常にあてはまる」23.6％（83名）、「あてはまる」37.0％（130名）、「ややあてはまる」

31.9％（112 名）、「ややあてはまらない」4.0％（14名）、「あてはまらない」2.8％（10名）、「全

くあてはまらない」0.6％（2名）であり、

『あてはまる方』92.6％（325名）、『あて

はまらない方』7.4％（26名）であった-。

平均値は 2.27、標準偏差は 1.00であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 91.9％（158名）、4年生以上 93.3％（167

名）であった（図 2-3）。性別でみると、男
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性 91.5％（162名）、女性 93.5％（157名）で

あった（図 2-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.33、標準偏差＝0.97）、4 年生以上（平均値

＝2.22、標準偏差＝1.02）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝2.30、標準偏差＝1.06）、

女性（平均値＝2.26、標準偏差＝0.92）であっ

た。 

 

３．学校現場に関する授業科目 

 学校現場に関する授業科目（教育フィールド研究科目、実践教育科目、教科指導科目、教科内

容研究科目）について、これらの科目を受講することで、教育実習の際に必要となる以下の「実

践力」の基礎を身につけることができたと思いますか。と以下の 4点について質問した。 

１）「教材研究」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」16.0％（56名）、「あてはまる」42.2％

（148 名）、「ややあてはまる」28.5％（100

名）、「ややあてはまらない」8.3％（29名）、

「あてはまらない」3.7％（13名）、「全く

あてはまらない」1.4％（5名）であり、『あ

てはまる方』86.6％（304名）、『あてはま

らない方』13.4％（47名）であった。平均

値は 2.46、標準偏差は 1.06 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

88.4％（152名）、4年生以上 84.9％（152 名）

であった（図 3-1）。性別でみると、男性 83.6％

（148 名）、女性 89.9％（153 名）であった（図

3-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.38、標準偏差＝1.06）、4 年生以上（平均値

＝2.53、標準偏差＝1.06）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.47、標準偏差＝1.20）、

女性（平均値＝2.46、標準偏差＝0.90）であった。 
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２）「学習指導案づくり」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」21.9％（77名）、「あてはまる」47.3％

（166 名）、「ややあてはまる」22.8％（80

名）、「ややあてはまらない」4.6％（16名）、

「あてはまらない」1.7％（6 名）、「全くあ

てはまらない」1.7％（6 名）であり、『あ

てはまる方』92.0％（323名）、『あてはま

らない方』8.0％（28 名）であった。平均

値は 2.22、標準偏差は 1.01 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

92.4％（159名）、4年生以上 91.6％（164 名）

であった（図 3-3）。性別でみると、男性 91.0％

（161 名）、女性 92.9％（156 名）であった（図

3-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.17、標準偏差＝1.06）、4 年生以上（平均値

＝2.26、標準偏差＝0.96）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.24、標準偏差＝1.07）、

女性（平均値＝2.22、標準偏差＝0.94）であった。 

 

３）「指導技術（机間指導、ノート指導、発問など）」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」15.7％（55名）、「あてはまる」32.5％

（114 名）、「ややあてはまる」36.2％（127

名）、「ややあてはまらない」9.7％（34名）、

「あてはまらない」4.6％（16 名）、「全く

あてはまらない」1.4％（5名）であり、『あ

てはまる方』84.3％（296名）、『あてはま

らない方』15.7％（55名）であった。平均

値は 2.59、標準偏差は 1.09 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年生 82.0％（141名）、4年生以上 86.6％（155 名）で

あった（図 3-5）。性別でみると、男性 83.1％（147名）、女性 85.7％（144 名）であった（図 3-
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6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.62、標準偏差＝1.17）、4 年生以上（平均値

＝2.56、標準偏差＝1.02）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝2.53、標準偏差＝1.13）、

女性（平均値＝2.67、標準偏差＝1.04）であっ

た。 

 

４）「生徒指導」の基礎を身につけることができた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」14.8％（52名）、「あてはまる」26.5％

（93名）、「ややあてはまる」37.6％（132

名）、「ややあてはまらない」15.4％（54名）、

「あてはまらない」4.0％（14名）、「全く

あてはまらない」1.1％（4名）であり、『あ

てはまる方』78.9％（277名）、『あてはま

らない方』20.5％（72名）であった。平均

値は 2.70、標準偏差は 1.09 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

79.7％（137名）、4年生以上 78.2％（140 名）

であった（図 3-7）。性別でみると、男性 76.3％

（135 名）、女性 81.5％（137 名）であった（図

3-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.68、標準偏差＝1.09）、4 年生以上（平均値

＝2.73、標準偏差＝1.10）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.68、標準偏差＝1.17）、

女性（平均値＝2.74、標準偏差＝1.00）であった。 

 

４．同一名称・複数クラスで担当教員の異なる授業科目について 

 「同一名称・複数クラスで担当教員の異なる授業科目」（外国語（英語）、外国語コミュニケー

ション、情報機器の操作、日本国憲法など）について、「授業内容」「評価方法や評価基準」「指

導方法」について異なっていると感じたか、また授業について不満を感じたかについて質問した。 
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１）同一名称・複数クラスの授業科目で「授業内容」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」10.8％（38名）、「あてはまる」22.2％

（78名）、「ややあてはまる」36.5％（128

名）、「ややあてはまらない」16.0％（56名）、

「あてはまらない」10.8％（38名）、「全く

あてはまらない」3.4％（12 名）であり、

『あてはまる方』69.5％（244名）、『あて

はまらない方』30.2％（106 名）であった。

平均値は 3.04、標準偏差は 1.25であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

73.3％（126 名）、4 年生以上 65.9％（118 名）

であった（図 4-1）。性別でみると、男性 70.6％

（125 名）、女性 67.9％（114 名）（図 4-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.95、標準偏差＝1.21）、4 年生以上（平均値

＝3.12、標準偏差＝1.29）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝3.03、標準偏差＝1.25）、女性（平均値＝3.06、標準偏差＝1.25）であっ

た。 

 

２）同一名称・複数クラスの授業科目で「評価方法や評価基準」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」12.0％（42 名）、「あてはまる」18.8％（66 名）、

「ややあてはまる」33. 3％（117名）、「ややあてはまらない」21.1％（74 名）、「あてはまらな

い」10.8％（38 名）、「全くあてはまらない」4.0％（14 名）であり、『あてはまる方』64.1％（225

名）、『あてはまらない方』35.9％（126名）であった。平均値は 3.12、標準偏差は 1.29であっ

た。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 68.6％（118名）、4年生以上 59.8％（107

名）であった（図 4-3）。性別でみると、男

性 66.1％（117名）、女性 61.3％（103名）

であった（図 4-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値
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＝3.05、標準偏差＝1.24）、4 年生以上（平均

値＝3.18、標準偏差＝1.33）であった。性別で

みると、男性（平均値＝3.03、標準偏差＝

1.34）、女性（平均値＝3.22、標準偏差＝1.24）

であった。 

 

 

 

 

３）同一名称・複数クラスの授業科目で「指導方法」が異なっていると感じた。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」13.1％（46名）、「あてはまる」26.5％

（93名）、「ややあてはまる」36.2％（127

名）、「ややあてはまらない」12.5％（44名）、

「あてはまらない」8.5％（30名）、「全く

あてはまらない」2.8％（10 名）であり、

『あてはまる方』75.8％（266名）、『あて

はまらない方』23.9％（84名）であった。

平均値は 2.85、標準偏差は 1.22であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

78.5％（135名）、4年生以上 73.2％（131 名）

であった（図 4-5）。性別でみると、男性 75.7％

（134 名）、女性 75.0％（126 名）であった（図

4-6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.81、標準偏差＝1.22）、4 年生以上（平均値＝2.90、標準偏差＝1.24）であった。性別でみる

と、男性（平均値＝2.78、標準偏差＝1.28）、女性（平均値＝2.95、標準偏差＝1.17）であった。 

 

４）外国語（英語）の授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」10.3％（36 名）、「あてはまる」14.2％（50 名）、

「ややあてはまる」23.6％（83 名）、「ややあてはまらない」19.1％（67 名）、「あてはまらない」

22.2％（78 名）、「全くあてはまらない」10.3％（36 名）であり、『あてはまる方』48.1％（169

名）、『あてはまらない方』51.6％（181名）であった。平均値は 3.60、標準偏差は 1.49であっ
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た。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年

生 49.4％（85名）、4年生以上 46.9％（84

名）であった（図 4-7）。性別でみると、男

性 48.6％（86 名）、女性 47.6％（80 名）

であった（図 4-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値

＝3.60、標準偏差＝1.41）、4 年生以上（平均

値＝3.59、標準偏差＝1.56）であった。性別で

みると、男性（平均値＝3.57、標準偏差＝

1.58）、女性（平均値＝3.66、標準偏差＝1.38）

であった。 

 

 

 

５）外国語コミュニケーションの授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」8.8％（31名）、「あてはまる」12.8％

（45 名）、「ややあてはまる」22.8％（80

名）、「ややあてはまらない」21.9％（77名）、

「あてはまらない」22.8（80 名）、「全くあ

てはまらない」10.5（37名）であり、『あ

てはまる方』44.4％（156名）、『あてはま

らない方』55.3％（194名）であった。平

均値は 3.69、標準偏差は 1.45であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

45.9（79 名）、4年生以上 43.0％（77名）であ

った（図 4-9）。性別でみると、男性 48.6％（86

名）、女性 39.3％（66名）であった（図 4-10）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.66、標準偏差＝1.37）、4 年生以上（平均値

＝3.72、標準偏差＝1.52）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝3.55、標準偏差＝1.57）、
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女性（平均値＝3.87、標準偏差＝1.28）であった。 

 

６）情報機器の操作の授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」5.7％（20 名）、「あてはまる」11.7％

（41 名）、「ややあてはまる」19.1％（67

名）、「ややあてはまらない」19.9％（70名）、

「あてはまらない」28.5％（100 名）、「全

くあてはまらない」14.8％（52名）であり、

『あてはまる方』36.5％（128名）、『あて

はまらない方』63.2％（222 名）であった。

平均値は 3.99、標準偏差は 1.44であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

41.3％（71名）、4年生以上 31.8％（57名）で

あった（図 4-11）。性別でみると、男性 40.7％

（72 名）、女性 31.5％（53 名）であった（図

4-12）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.84、標準偏差＝1.39）、4 年生以上（平均値

＝4.13、標準偏差＝1.47）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.89、標準偏差＝1.55）、

女性（平均値＝4.12、標準偏差＝1.27）であった。 

 

７）日本国憲法の授業に不満を感じたことがある。 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」6.6（23名）、「あてはまる」12.5％（44

名）、「ややあてはまる」22.5％（79 名）、

「ややあてはまらない」26.8％（94 名）、

「あてはまらない」21.1％（74名）、「全く

あてはまらない」9.7％（34 名）であり、

『あてはまる方』41.6％（146名）、『あて

はまらない方』57.5％（202 名）であった。

平均値は 3.73、標準偏差は 1.37であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3 年生 48.3％（83 名）、4 年生以上 35.2％（63名）であ
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った（図 4-13）。性別でみると、男性 42.9％

（76 名）、女性 39.3％（66 名）であった（図

4-14）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.55、標準偏差＝1.30）、4 年生以上（平均値

＝3.90、標準偏差＝1.40）であった。性別でみ

ると、男性（平均値＝3.66、標準偏差＝1.47）、

女性（平均値＝3.82、標準偏差＝1.23）であった。 

 

５．シラバスの利用について 

 本学では、大学情報システムを通してシ

ラバスを提供していますが、あなたはこれ

を利用していますか。という質問に対して

は、「非常にあてはまる」17.1％（60 名）、

「あてはまる」33.0％（116 名）、「ややあ

てはまる」20.8％（73名）、「ややあてはま

らない」12.5％（44名）、「あてはまらない」

10.3％（36名）、「全くあてはまらない」5.7％

（20名）であり、『あてはまる方』70.9％（249

名）、『あてはまらない方』28.5％（100名）で

あった。平均値は 2.83、標準偏差は 1.43であ

った。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

72.7％（125名）、4年生以上 69.3％（124 名）

であった（図 5-1）。性別でみると、男性 74.0％

（131 名）、女性 67.3％（113 名）であった（図 5-2）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝2.76、標準偏差＝1.39）、4年生以上（平均値＝2.89、

標準偏差＝1.47）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.60、標準偏差＝1.45）、女性（平

均値＝3.08、標準偏差＝1.35）であった。 

 

 上記質問に対し、「ややあてはまる」「ややあてはまらない」「あてはまらない」「全くあてはま

らない」とした 173名に対して、シラバスを利用しない理由として、以下の質問をした。 
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１）大学教育情報システムが使いにくいか

ら 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」8.7％（15 名）、「あてはまる」20.8％

（36 名）、「ややあてはまる」38.7％（67

名）、「ややあてはまらない」12.1％（21名）、

「あてはまらない」12.7％（22名）、「全く

あてはまらない」4.0％（7名）であり、『あ

てはまる方』68.2％（118名）、『あてはまらな

い方』28.9％（50 名）であった。平均値は 3.12、

標準偏差は 1.26であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

64.6％（51名）、4年生以上 71.3％（67名）で

あった（図 5-3）。性別でみると、男性 62.5％

（45 名）、女性 73.7％（73 名）であった（図

5-4）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝3.21、標準偏差＝1.24）、4年生以上（平均値＝3.04、

標準偏差＝1.28）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.31、標準偏差＝1.43）、女性（平

均値＝2.94、標準偏差＝1.08）であった。 

 

２）シラバス照会機能が使いづらいから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」13.3％（23名）、「あてはまる」23.1％

（40 名）、「ややあてはまる」31.2％（54

名）、「ややあてはまらない」15.6％（27名）、

「あてはまらない」12.1％（21名）、「全く

あてはまらない」1.7％（3名）であり、『あて

はまる方』67.6％（117名）、『あてはまらない

方』29.5％（51名）であった。平均値は 2.95、

標準偏差は 1.27であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

63.3％（50名）、4年生以上 71.3％（67名）で

あった（図 5-5）。性別でみると、男性 66.7％
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（48名）、女性 68.7％（68名）であった（図 5-6）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝3.11、標準偏差＝1.31）、4年生以上（平均値＝2.83、

標準偏差＝1.23）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.01標準偏差＝1.37）、女性（平均

値＝2.91、標準偏差＝1.18）であった。 

 

３）必要な情報（評価方法やテキストの情報など）が載っていないから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」11.0％（19 名）、「あてはまる」14.5％

（25 名）、「ややあてはまる」24.9％（43

名）、「ややあてはまらない」23.7％（41名）、

「あてはまらない」19.1％（33名）、「全く

あてはまらない」4.0％（7名）であり、『あ

てはまる方』50.3％（87 名）、『あてはまら

ない方』46.8％（81名）であった。平均値

は 3.39、標準偏差は 1.37であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

38.0％（30名）、4年生以上 60.6％（57名）で

あった（図 5-7）。性別でみると、男性 47.2％

（34 名）、女性 51.5％（51 名）であった（図

5-8）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.67、標準偏差＝1.30）、4 年生以上（平均値＝3.16、標準偏差＝1.39）であった。性別でみる

と、男性（平均値＝3.42、標準偏差＝1.50）、女性（平均値＝3.40、標準偏差＝1.25）であった。 

 

４）そもそも載っていない科目があるから 

 この質問に対しては、「非常にあてはまる」19.1％（33 名）、「あてはまる」13.3％（23 名）、

「ややあてはまる」18.5％（32名）、「やや

あてはまらない」22.0％（38 名）、「あては

まらない」14.5％（25 名）、「全くあてはま

らない」9.8％（17名）であり、『あてはま

る方』50.9％（88 名）、『あてはまらない方』

46.2％（80名）であった。平均値は 3.30、

標準偏差は 1.61であった。 
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 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

39.2％（31名）、4年生以上 60.6％（57名）で

あった（図 5-9）。性別でみると、男性 52.8％

（38 名）、女性 49.5％（49 名）であった（図

5-10）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

3.68、標準偏差＝1.43）、4 年生以上（平均値

＝2.99、標準偏差＝1.68）であった。性別でみると、男性（平均値＝3.30、標準偏差＝1.78）、

女性（平均値＝3.31、標準偏差＝1.48）であった。 

 

５）先輩や友だちからの情報があるから 

 この質問に対しては、「非常にあてはま

る」16.2％（28名）、「あてはまる」31.8％

（55 名）、「ややあてはまる」34.1％（59

名）、「ややあてはまらない」6.4％（11名）、

「あてはまらない」6.9％（12名）、「全く

あてはまらない」1.7％（3名）であり、『あ

てはまる方』82.1％（142名）、『あてはま

らない方』15.0％（26名）であった。平均

値は 2.60、標準偏差は 1.16 であった。 

 『あてはまる方』を学年別でみると、3年生

86.1％（68 名）、4 年生以上 78.7％（74 名）

であった（図 5-11）。性別でみると、男性 81.9％

（59 名）、女性 82.8％（82 名）であった（図

5-12）。 

 数値を学年別でみると、3 年生（平均値＝

2.40、標準偏差＝1.03）、4 年生以上（平均値

＝2.76、標準偏差＝1.25）であった。性別でみると、男性（平均値＝2.55、標準偏差＝1.22）、

女性（平均値＝2.63、標準偏差＝1.13）であった。 
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６．自由記述 

 この調査に関して、自由記述の欄を設けたところ、以下のような意見が寄せられた。 

 

 

学年 性別 主免 内　　容

4年生 男 小学校
情報機器の操作について　パソコンの機能が古くてデータが消えた
ことがあるので、最低限の機能があるパソコンをそろえてほしい。

4年生 男 小学校
常識的に鉛筆を用いて回答しました。ボールペンが良かったです
か？

4年生 男 小学校
どうして日本国憲法のことを聞くのかが疑問に残りました。集計の
方々頑張ってください。ありがとうございました。

3年生 女 小学校
現場を知らない先生が教科や生徒指導について教えることに矛盾を
感じます。

3年生 女 小学校

フィールドは、大変だと思うけどとても大切な時間だと思います。
実習で改めて感じました。いろいろあるから変えたのだと思います
が、教師を目指す学生にとって、フィールドが前期だけとか後期だ
けとかになるのはなんか大切な機会を奪っているような気がしま
す。（今までは２年ずっとやっていたので）

3年生 女 小学校
大学教育情報システム（ユニパ）の履修登録などのミス、学務の対
応態度にとても不満があります。

過年度生 男 小学校
学生の意見を取り入れた授業・教育課程評価委員会、アンケートば
かりで実際何か改善されているんですかね…

3年生 男 小学校

シラバスに記載されている到達目標が形骸化されていて、授業ガイ
ダンスで到達目標に触れなかったり、到達目標と授業の関係が不明
瞭なものが非常に多い。結果として、一つ一つの授業を何のために
やっているのか分からなかったり、もはや無意味ではないかと感じ
る授業もある。

4年生 女 小学校
シラバスを検索しようとしたときに、キーワードを入力しても全然
ヒットしないのでどうにかしてほしいです。


