
学生による授業評価をめぐって

石田敏子

平成17年度より日,英の大学評価について調べてきましたが,私の主な担当部分であ

った学生による授業評価を中心に話し,時間が許せば,自己点検や外部評価に関する調査
結果にも言及し,そこから日本語教育-のどういう示唆が得られるか考えてみたいと思い

ますo また,それに関する皆様の御意見もお聞かせくださいo

資料収集には日本では8大学,英国では4大学 他にフランスの大学の協力を得ましたo

ここにも資料擾供者が何人か参加しておられますが,深く感謝しております.

私が非常勤で勤め始めた1963年には1国際基督教大学日本語科では,自由記述式の授

業評価をすでに行っていましたo ですから日本語教育は r元祖授業評価Jと言えるのでは

ないかと思います.その頃はA4半分くらいの紙に学期ごとに学生が書き,我々甲間で回

し読みをし1それなりの改善を次の学期に加えていましたo Boaringなんて名指しで書か

れた人がいてもかなり客観的に受け止めていましたo 我々はこの授業評価によって鍛えら

れたようなものでしたo

学生による授業評価は,.現在め大学評価の中では-授業の質を高める具体的取り組みと

してシラバス作成に次いで広く実施されていますo 教貞相互間による授業評価と学生によ

るものとがありますが,ここでは学生による授業評価を取り上げますo 文科省によれば平

成16年度までに授業評価を実施している大学は全体で97%にのぼりますo 授業評価に関

する研究は多くの側面から実証的に行われ,最も検討されている領域と言えますo 日本語

教育における授業評価は大学全体と同じ評価項目を使って行っている例が大半を占めてい

ますので,特に断っていない場合は,ここで述べるのは-般的な授業評価の結果ですo

I. 授業評価に閑する研究成果から

1.望ましい教貞像--評価項目選定基準の観点から

現在,国内の大学で行っている授業評価で使用されている評価項目は関係者が独自に評

価項目を作成し,使用していますo この項目選定のための基準が必要ではないかという観

点から,学生たちがr良い授業Jと考えている科目を対象に-望ま.しい授業の構成要素は

何かを追求し1それに従って評価項目選定の基準を求める研究や調査が行われてきましたo

因子分析の結果では1どの研究においても r教員のパ-ソナリテイ.J. r教貞評価J等

教員をめぐる因子が第一因子として抽出されていますo ということは,学生たちが r望ま

しいJと考えている授業を構成している-番大きな要素は教貞に開連する因子であるとい

うことになります.

項目としては, r教貞の独創性有りJ. rユ-モア有りJl r人間的魅力有り人 r倍頼でき

るJ, r学生の意見や質問に十分応えていた人 r清潔感有り人 r好感が持てるJ, r授業内

容に興味が持てた人 r授業の準備をよく行っていた人 r評価基準が明確Jなどが当たり

ますo く片岡,八並19871絹川1994,牧野2003,林田.藤井2005等1

2006年に英国の大学評価に参加した5人の諸機関の日本語教育関係者を対象に行った

インタビュ-におけるrよりよい日本語教育のためには何が最も望ましいかJの質間にも,

全員が r教員Jと回答しており1具体的には次のような点を挙げています く石田2007alo

CD- 学生にインスピレ-ションを与えられる.

el情熱を持って教える.

く診 日本語を面自く知的に教えられるo
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61やり甲斐があり くrewardingl,知的刺激のある くinspiringlコ-ス設計ができるo

61学習者に話す機会を与え,コミュニケ-ションを重視する.

2.授業評価の意義

授業評価の信頼性については-般的に支持されていますが,妥当性に関しては十分な支

持は得られていません く串本2005,豊田.中村2004等Io しかし-評価後,授業が改善

されているという報告は多くなされていますo 特に教員の努力で改善できる領域--難易

度一進行度,講義技術一教員の熱意が上がった等の項目の得点と総合評価との相関が高く

なっている傾向が出ており,授業評価実施の意義は認められていますo く藍谷他1993,井

上1993等1

3.学生の要因をめぐる間題

3.1評定者の成績が与える影響こ 学生の成績の高低は授業評価の結果には影響を与え

ていないとされていますo しかし,自分の成績を知らされた後に実施した場合には,成績

の低い学生は教貞に対する評価や満足度を下げていることが分かっていますo この結果か

ら授業評価は成績を知らせる前に実施する方がいいとされています.また,どういうわけ

か,月曜3時限は評価が低く出る傾向が有りますo

3.2 文系vs理系二 文系と理系の学生間では理系の方が負担の軽い授業を望む傾向が強

く出ています.同じ教員が同じ内容の授業を異なる大学で行し1授業評価を実施した結果で

は有意な差が出ており-学生のニ-ズの差が影響を及ぼしているのではないかと解釈され

ています.く安岡他1989二石浦2005,石川.平田2006等l

成績の高低以外に関しては,各要因毎の研究例が少なく,更に多くの研究が待たれますo

4.教員の要因をめぐる問題

4.1教員の地位こ 最も高い評価を受けているのは助教授で,以下諦師,教授の順にな

っています.世代差が影響していることは確かで,教授世代は授業評価や教員研修がなか

ったことが原因ではないかとされてVlます.
4.2 年齢こ 教員の年齢が高くなると共に評価は低くなる傾向が認められますo 60歳対

30歳の教員を比較してみると, r板書の仕方J. r話し方J, r学生の授業-の参加を促すJ

の項目で差が,出ており,この3項目間ではr話し方Jが最も大きな影響を与えていますo

具体的にはr理解出来ない言葉の多用人r話し方が単調人r板書では旧漢字や略字多いJl

r読めないJ, rまとまりのない書き方をする人 rすぐ消すJ等が挙げられていますく安

岡他1997,石浦2005Io

4.2 性差二 教員の性差は結果に影響を及ぼしていませんo

II. 授業評価結果の集計.分析から-どういう教点.授菜が高い評価を得ているか

ここでは東京大学教養学部 く2001年夏学期Iの集計.分析の結果を中心に述べ,更に

- その後公表された諸大学の結果について言及したいと思いますo東大教養学部の例を取

り上げるのは1総合評価と各項目との相関が求められているので,普遍的観点から論じる

ことができ,目的との関連で詳しい説明がされているからです.他に相関係数を公表して

いる例はみつかりませんでした く石浦2005l.o

高い評価を得てVlる教員はr授業に熱意を持っているJ, r学生の興味を引き出すJ,

r理解を確認して授業を進めるJ,博門用語をあまり使わないJ, r授業全体の流れを把

握し順序よく分かりやすく説明するJ. r新しい知識を教える人 r準備をよくしているJ

などで,嫌われているのは博しい用語を使うJ- r板書が早すぎるJ. rすぐ消すJ, r声

が小さく暗いJ. rシラバスと内容の不-致J- r無断休講をするJなどですo

その後実施された諸大学の集計でも同様の結果が封ており-特にr熱意Jはすべて.の大

学で高い得点を得ていますo
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教え方の上手な教員は研究もしているのでしょうかo 東大では- 広域科学専攻教員の

3年間の英文原著論文数とその教貞が担当した授業の総合評価平均得点の相関を調べた結

果,研究を-生懸命行っている教員は教育にも熱心という結果が得られたそうですo

双方向型の授業は概して評価が高く,カリキュラム内容が時代に遅れている授業は評価

が低くなっていますo 授業形態.授業形式にかかわらず修得感が総合評価に影響を及ぼし

ており,修得感を高めるのは教授技術で,教員と学生間のコミュニケ-ションがとれてい

ることは修得感や総合評価に関係しないという結果も得られています く滞田2006lo

語学用テキストは面自いものが好まれ,プリント併用,添削の取り入れを希望する学生

が増えています く石浦2005l.

III. 授業評価蘇果のフイ-ptfバック.括用

授業評価の結果を教員にフイ-ドバックし,本人の自発的授業改善につなげる試みは殆

どの大学で行われており1授業改善の観点から結果を集計,分析し-公表する機関も増え

てきていますo

文科省が国立大学の学務課長を対象に行った調査結果く20031ではフアカルテイディベ

ロツプメント fFDlを通じて教育改善に繋がる資料とするという回答が91 %を占め, FD

として最も多く行われているのは r講演会を開くJですo r-各教員の評価結果を学生に公

表するJ 55%, r大学の教育業績を学外に説明する際の資料として使うJが50%, r評価

結果を受けてのレポ-ト提出を各教員に求めるJ 36 %, r教貞の業績評価の資料として用

し-るJ 36 %となっていますo しかし1結果を改革に反映するための組織的取り組みを行

っている大学は全体の40%に過ぎません く文科省2005lo

英国の大学で行われているFDはきめが細かく,実際的で,それと比較すると,ここで

示されている事例はかなりおざなりな感じがしますo 英国では管理.行政関係を中心とし

て行われており, -般教員のためとして一は個人対象の研修,研究発表の方法,メディアの
使い方などの13-スが用意されているそうですo

次に紹介するのは英国の大学における日本語教貞を対象としたFDの-事例です く石田

2007blo

G,次年度に何をするか,そのためにはどの程度の時間が必要か等の具体的な計画を

教育1研究,管理業務及び社会活動の3分野毎に立て,毎年.年度後半にグル-

プ.リ-ダに提出するo

el計画実現のためにはどういう支援く研修等lが必要かを相談するo 申請用紙には

グル-プ.リ-ダが書き込む欄があり,当該教員の面前で記入していくL,

Qlグル-プ.リ-ダを通して支援を申し込むo

61この成果に基づいて次年度の年次計画を立案するo

IV. 日.英授業評価項目の実際 く配布資料1, 2参照l

日本の8大学,英国の4大学の日本語教育における授業評価項目表を収集し,比較検討

してみましたD フランスの1大学の資料に関しては参考として紹介しますo

日本では大学全体と共通の項目を使用している例や語学教育のための項目を付加して使

用している例もありますが,.いずれも日本語教育の領域で使用している項目として同等に

扱いましたo 項目の内容に応じて5- 3, 2段階の回答形式をとっており,意見の記述を

求める項目.は特に評価対象が規定されている場合以外は除外しましたo rTAがいて良か

フたか人 rクラスの規模が適切かJ等の項目は学習環境関連に含めてありますo 各大学

が使っている項目は平均して1l-29です.

英国では外国語教育領域独自の評価項目を使用していますo 自由記述部分を除くと全部

-3-



で68項目になり,各大学平均して17項目程度の項目を使用していますo

日本では約70 %が教授技軌教員の態度関連に集中し-教師主導の形態であるのに対

し,英国ではその半数程度ですo英国の項目選定からは双方向型の授業形態の中で,教師

は学生が自主的に学習するよう指導しているかどうかが問われている傾向が見られますo

-方,成果.学生の満足度及び評価関連項目は日本では,
10 %程度にすぎないのに対

し,英国では26%となっており,特に評価をめぐる項目が多くなっていますo 日本では

r試験と宿題に対するフイ-ドバックはどうかJというように,幾つもの評価要素が含ま

れている項目が多く,そのどれかにの場合はフイ-ドバック1で採択されているためも

ありますが,授業の評価をフイ-ドバックとしてのみ捉えていることを示してVlるとも解

釈できますoそういう意味では現行の授業評価は5段階の回答を要求していても測定とし

てのr評価Jではなく r調査,アンケ-トJとして形成的機能を果たしていると言えますo

日本では項目内容が比較的集中しているのに対し,英国ではカリキュラムとの関連で各

授業を改善するための資料とする傾向が強く,幅広い視点から情報を得ようとしているよ

うですo回答によっては,なぜそう思うかの記述が求められている項目も英国の方が多く,

項目数の割合には多くの情報が得られるようになっていますo これには受講生数も影響し

ているでしょうo

また,英国では,成果,満足度及び評価関連を重視している点から,語学力がつくこと

を最優先事項としていることが見てとれます.しかし,自己評価棄を利用して日本語教育

プログラムの満足度を調べた研究では.自己評価の伸びと事前事後テスト間の伸びとの間

には相関は認められず1学習者の自分の伸びに関する認識はかなり主観的で,伸びに関す

る自己判定も個人差が大きいという結果が得られていますく札野2005lo満足度と実際の

成果との関連はどこかで調べる必要があるようですo

前述したように日本では1コ-ス毎に評価が行われ.各教貞についての情報は特に学生

が自由記述部分で指摘しないかぎり相殺されてしまいますが1英国では,セクションを担

当する教師毎に行われていますo項目内容その物には改善のための情報収集の側面が強く

表れていますが,実施方法からは評価対象は教員であり,間題の所在がどこにあるかは明

確になる仕組みになっています.

授業評価を教員評価の資料として使用することには反論も多いのですが,これを各教員

対象に行い,教員の教育評価としてプラスの面で活かすことも考えられますo

フランスでは1984年に設置された大学評価全国委員会が, 9年間に150以上の高等教

育機関の評価を行い,結果を文書とウェプサイトで公表しているという報告がありますくス

タロポリ.本間19991o しかし,学生による授業評価に関しては歴史が浅く, 2005年9月

現在,殆どの大学が評価項目に関してはまだ公表の段階にはないとしていましたo 日本人

の日本語教員たちは.日本で行っていた授業評価を個人的に実施.しているということでし

たoここでは参考のため,ある1大学の事例を紹介します.項目の表現は翻訳に当たって,

できるだけ.日本で使用されているものを採用しました..

学生に関する情報として所属,専乳今期の受講科目以外に-高校での日本語学習経験,

渡日経験の有敷半年以上日本滞在の有無御関ヤ他大学での日本語学習の有敷再履修
かどうか,再履修の場合は何回目か,出席は定期的か,かなり定期的か,ときどきか,復

習は必ずか,ときどきか1試験直前か,しないか,今期の授業は大変すぎるかほても大

変1大変,あまり大変ではない,全然かl授業以外でも日本語の上達を試みているかくそ

の方法l,学業を続けながら働いているかが最初に問われ, 1-7の項目は2-3行程

度の記入式になっていますo

1. プログラム全体はうまく組み立てられているかo

2. 各コ-スに関する意見.
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3. コ-スの進め方や教え方は効果的だったかo
4. 授業内容の量や質は適切だったかo

5. 資格取得課程改善のための提言o

6. 今期の授業全体に関してこ非常に満足している,満足している,まあ満足してい

る,満足していない 主な理由二

ここの日本語科では,この外国語教育共通のアンケ-トの他に,各日本語コ-ス担当者

が授業中に学生からの意見を聞き,両者をまとめた結果が学科会議で報告されるという形

をとっていますo 大学のアンケ-トは2, 3年前から.学科独自の学生からの聞き取りは

数年前から行われ,記録は大学に保管されており.閲覧は自由ですo

ここでも項目数は少ないが1記述式のため,情報は多く得られますo しかし,結果を集

計して何かの資料にすることは人数が多くなると難しいでしょうo

v. 自己点検.評価,外部評価から

文科省によれば2004年までに全大学の84%が自己点検.評価を実施しており く文科省

2007l,日本語教育関係機関でも自己点検一評価,これに基づく外部評価を行い,その結

果に従って改善が加えられてきていますo

ここでは8大学の留学生センタ-及び類似の活動を行っているセンタ-の公表されてい

る資料を取り上げますo

評価対象は各機関及び点検.評価の目的によって細目は異なりますが, -般的には次の
ようにまとめられます. 11理念と目的2J国際交流活動,地域社会-の貢献31教育,研究

活動4J組織.運営5j施設.設備61その他--将来計画1前回の指摘に対する取り組み等o

手順としては数年おきに全体的に自己点検を行い- それに基づいて外部評価を行い1報

告書として公表する,テ-マを決め,重点項目ごとに毎年行い- 委員会の記録を公表する

等,機関ごとに異なりますo

評価委員はセンタ-や学部対象の評価では大体2 - 3名程度,大学全体を対象の場合は

6-8名程度の海外を含む他大学の学長,センタ-長,教員.企業や新聞,財団関係者等

の有識者に依頼しますo

評価作業が-日で行われるためか,事前に送付される諸資料を精査し,施設見学,担当

者の説明,質疑応答などの後に,評価委員会を開催し討議の経過を取っている例が多いで

すが,授業見学または学生面談を含めている機関もありますo

結果は評価委員各自がコメントとして報告する例と主なコメントを添えて数値化する例

とがありますo

1.結呆の考察

1.1教育活動-の言及

日本における大学評価の特色は教育活動が重視されるようになった点だと思いますo 日

本の大学,特に国立大学では教育機関であるにも関わらず,研究重視,教育軽視の傾向が

強く,教育面の貢献は評価が難しいとの理由から- 昇格人事で検討されるのは研究業績の

みで, r教育業績Jと称しても-担当コ-スを列挙したものに過ぎない例も見られましたo

教員の教育面の業績評価を実施している大学は全国で28%とまだ割合は低いですが く文

科省2007ll今回の資料では,自己点検.評価及び外部評価の多くは研究活動と同様に教

育活動,社会的活動を取り上げていますo また1教材開発等以前は留学生センタ-である

にも関わらず評価の対象外であった事項が評価対象とされていますo

1.2 評価の意義及び基準

広い意味では確かに r評価Jですが,数値化された結果についても各委員間の数値化の

基準が明示されていませんo コメントを読むとむしろ r点検Jに近く,また,各項目の評
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価はセンタ-の理念,目的を基準として適切か否かを間うものと推察されますが,必ずし

も全ての項目がその観点から評価されているとは限りません.

日本語教育に関しても r着実な成果が上がっているJという記述は見られますが,何を

基準としてこの判断がなされているかは明確にされていませんo

このような点で,評価というより,改善のための参考及び各機関の社会的責任説明の資

料としての役割を果たしていますo

1.3 評価の対象

これらの点検.評価ではどういう形態の組織の中で留学生対象の教育が行われているか

は分かります.しかし.実際にどういう学生を育成し- 世に送り出しているかは間われて

おらず, r教育Jで最重要視すべきことが欠けていると言わざるを得ませんo

l.4 非常勤雇用形態

各センタ-め努力は高く評価されているものの,どの機関でも学生数に対する教員数の

不足が指摘されていますo 75%の授業を非常勤教員が担っているという懸念がある私立大

学に関して示されていますが,国立系,特に補講.3-スではこの数字を上回っていますo

機関によっては種々の非常勤雇用形態が採用されており,非常勤の貢献度と同時に指導上

の配慮や熱意の欠如を案じる記述も外部評価には散見されますo

これだけ大きなグル-プの存在が教育効果の面でどう影響し,その貢献はどう扱われて

いるのか,各非常勤教貞の評価はどう行われているのか, FDの対象とされているのか等

は現在までも論じられた報告例は殆どなく,資料中の自己点検でも触れられていませんo

1,5 過剰な事務的負担

F点検評価フオ-マットjlを作成した大学があり- その序文には次のように記されてい

ますo

ト-恒常的に自らの活動を振り返り,それによってどのような問題点があるのかを探

り,その上でこれら問題点の克服と状況甲改善に努めることは. -個の組織体として本来
当然やるべきことの.はずです.しかしながら-点検.評価活動は大学の構成員にきわめて

大きな努力とエネルギ-を要求しますo そのことを3年間にわたる大学評価.学位授与機

構による大学評価を経験する中で私たちはいやというほど思い知らされましたo 本来は大

学の教育研究活動を改善するためであるはずの点検.評価活動が大学の構成員にとって過

剰な負担となり,むしろ逆に教育研究を阻害するようなことになってはそれこそ本末転倒

ですoJく省略I rこの数年間の点検.評価活動の経験の中で私たちが学んだのは r点検.

評価とはデ-タ収集にほかならないということでした.く東京外国語大学2004,p.りJ

デ-タをゼロから探索.収集しなければならないことが負担の原因であり,点検.評価

に必要なデ-タを知り,どういう形で集計するかを前もって明確にして,日常蓄積してお

けばいいということから,この300ペ-ジにも及ぶ点検フオ-マットは作成されましたo

英国の大学評価活動に携わっている日本語教育関係者のインタビュ-でも,全員が評価

の意義を認めながらも1まず最初に.過剰な負担及びr紙の洪水Jに言及していましたo

刻々と状況が変わる日本の大学改革の中でこのフオ-マット集が長く役立つよう祈るば

かりですo

1.6 改善の限界と限られたパイ

多くの外部評価結果が種々の部門での教員の負担過剰を指摘していますが1これらの指

摘に従ってどのような改善が行われてきたのでしょうかo 定員削減という趨勢の中で更な

る活動拡大が望まれている現状では負担は軽減されず,上記の非常勤の間題解決も見込め

ないままなのでほないでしょうか.たとえ問題点が指摘されても教員の配置転換や問題の

ある教員の解雇は簡単にはできず,抜本的改善は望めない現状で,どうすべきか1.具体的

解決案を示す過程が欠如しているようですo
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前述した英国でのインタビュ-では政府の財源枠は決まっており,全ての大学が改善さ

れたとしても1支出に制限を設ける必要が出てくるので1必ずしも政府からの資金が多く

なるとは限らない点が指摘されていましたo類似の競争主義の導入を試みるようとしてい

る日本でも同様のこ.とが言えるでしょうo

vI. 日本語教育関係者-の示唆

種々の批判はあっても日本の大学は確実に変わってきていますo特に教育面を重視し,

学生中心に物事が動き始めたのは喜ばしい変化ですo

今まで述べてきたように-授業評価は,もっと日本語教育の現場で積極的に活用できる

のではないでしょうかo

1.学生による授業評価の形態.時期

コ-ス終了後から学生に成績を通知する間が望ましいという結果が得られています
く3.1lo 実施形態はネットによる調査に徐々に移行する傾向がありますが,参加者の減

少をどう食い止めるか方策を講じる必要がありますo

コ-スの規模が評価結果に影響を与えるという報告もあり,受講生数の少ないコ-スの

取り扱いをどうするかが間題になりますo該当教貞の担当するコ-スの中で最も受講生が

多いクラスのみを評価の対象としている例もありますく日本女子大Jo

2.評価項目の内容

大学という組織の中の-コ-スとしては共通の項目に基づく評価が必要であり,その選

定のためには現在までの研究で得られている結果に基き1 r教員のパ-ソナリテイ人 r授

業設計J, T授業内容J. r授業準備Jl r教育技術人 r学生の意欲Jl r成績基準J, r教貞.

学生間のコミュニケ-ションJ,滞足度を含むr授業成果Jなどを含める必要があります

0,II,IVl. -方,教貞独自の工夫をしている場合もあり,これだけでは教貞自身のため

のフイ-ドバックは得られませんo授業の真の改善のためには,大学による授業評価に加

えてコ-ス独自の評価の2種類の資料が必要であり,グル-プで担当する場合には後者の

資料によりセクション毎及び担当教員毎の特色が明らかになる利点も見込まれますo

3.授業評価の結果の活用

3.1教師養成のための資料

授業評価の集計結果,特に総合評価との相関で各項目の評価がなされている場合はr良

い教師の備える条件Jを示す資料となっており,それは取りも直さず,教師養成で何を教

えなければならないかの答えでもありますo多くの日本語教育機関が何年おきかにでもこ

の種の集計結果を公表すれば,日本語教師養成の指標として役立てることができますo
3.2 教育業績のための資料

授業評価結果は教員の教育面でのかなり客観的な業績を示す-端としてプラスの活用が

考えられますo特に日本語教育では研究業績は少なくても教育面での貢献が大きい教貞は

多く,非常勤教員の評価にも活かすことができると思いますo

3.3 評価の低い教員のためのFD

常に評価の低い教員やはっきりした批判が出ていても,研究業績があるために意に介さ

ない教員をどうするかは外国でも間題にされていますo 日本語教育では-常勤教貞が-人

責任者として入って週1回教え,他は非常勤2, 3人が担当するというコ-ス形態が多く

とられていますが,常勤に問題があり,.非常勤によって支えられている例も耳にしますo

このような場合には,学生のみならず,同僚にとってもマイナスの影響を及ぼしますo

ハ-バ-ド大では授業評価結果が-定以上低かった教員には教授学習センタ-で支援を
受けるよう学部長が勧告するそうですがく大山2004j,立場の弱い非常勤のためにもこの

ような組織的支援が受けられる態勢を築く必要がありますo
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4.自由記述の扱い

授業評価における学生の自由記述の結果を重視する意見は多く,まとめて公表している

例もありますが, -括して 報告書等に掲載されている場合にはどういうコンテクストで

述べられたのか理解出来ない意見もかなり見られますo 公表の方法には-考を要しますo

5.国内の日本語 く予備1教育のための統-基準の設定

各留学生センタ-の日本語教育が国内の基準に達した教育をしているかどうかは現行の

自己点検,外部評価では問われていません くvlo 国内での具体的な基準設定の必要はな

いのでしょうかo

科研費をとっていることが研究活動の目安として使われていることを考えば,この基準

に達した教育を行っているか,または,共通テストを受けさせ,その成果を自己点検の対

象の-部に加えるなどは教員の教育活動の-つの目安となるはずですo

これに関して石耳皆様の意見をお聞きしたいと思いますo

6.英国の学外試験委員制度くExtemalEmier Systemlの導入

英国には1830年代から現在に至るまで続けられている学外試験委員制度がありますく田

中2007lo これは大学.高等教育機関が教育の質保証のため,限定された領域のみを審査

対象として,他機関の水準,達成度一試験の公平さを毎年相互に評価し合う制度で, -種

の自己点検.外部評価と言えますo

学外試験委員を任命する際には,学科内で侯補者を選び,履歴書を提出してもらい,大

学当局が利害の-致の有無などについて審査しますo インタ-ネットで候補者を公募する

大学も出てきました レッテインガム大学2007l.

学外試験委貞は審査を依頼した機関が作成した実施前の試験間題に目を通し,必要なら

コメントをつけて返送しますo 不適当と判断した場合には再提出を求めますo 当該機関が

試験を実施t採点後1学外試験委員は.その採点及び結果の妥当性を検討し,成績会議に

出て意見を述べ,最終的判断を下します.委貞は成績会諌後-週間以内に最終報告を学長

に提出し,コ-ス担当教貞もそれを閲覧しますo学科長は必要な場合には学科内で話し合

いの上,学外試験委員に返書を送ります.仕事の期間は2月中旬から6月末頃までです.

この制度による点検を受けた立場からは,特に経験の浅い教貞や-人で日本語教育を担

当している場合には-学外試験委員の具体的指摘は役に立ち,相談にものってもらえる点

で非常に助けられたという声を聞きましたo また,委貞経験者は他機関の様子が分かり,

自分の機関の参考になる点を指摘しており.この制度の中では r他機関との比較Jが活か

されていますo

モジュ-ル制度やセメスタ-制度の取り入れ等,多様化した現在の高等教育機関制度の

中でのこの制度のあり方には英国内でも種々の間題点が指摘されていますが,英国の教育

界に広く浸透しており,社会全体に認められて実施されています.現在では2004年に設

立されたThe Higher Education Academyが学外試験委員のためのガイドを作成し1研修を

行っています.サッチヤ-政権以後導入された現行の大学評価制度とこの制度の両方の委

員経験者からも後者に関する否定的意見は廟かれませんでしたく石田2007alo
日本の大学における試験の形態に合わせた導入方法を検討するなど,ある程度の修正を

加えた上で1この制度を近隣機関で相互に取り入れてみたらどうかと恩いますo なれ合い

の恐れもあるでしょうが1現行の自己点検.外部評価よりも仕事の内容及び作業が具体的

である点で,同業者間の率直な批判ができ,実際的改善の可能性が見込まれますo

評価基準がないこと,委員の資質,処遇等の問題も最初はあるでしょうが,実施するこ

とを通して相互に学ぶ点は多いのではないか,教員の質の向上にも繋かるのではないかと

思いますo
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配布資料1.評価項目く要約l使用状況

日本

A 教育技術関連

分かりやすい
授業内容がシラノ
宿題は適切

フイードバックあり
話し方が聞きやすい
やる気を起こさせる
テーマ.目的をよく把握
授業内容の量は適切
字が分かりやすい
授業の賞が高い
B 教師の態度関連
時間を守る
熟意がある
学生への対応がいい
公平

C 成果.満足感関連
授業に満足
新しい知識を得た
役に立つ
興味が増した
D 教材関連
内容が適切
シラバスとの関連
量は適切
E 学生の態度関連
意欲的に取り組んだ
予習復習をした
出席した
F 環境関連
物理的環境
学習環境
G 機器関連
効果的に使用
H 評価関連
試験は適切

総計

英国

く%lA教育技術関連
54 The course was intellectually stimulating,

Organization of the lessons

Feedback on your progress

8 The amount of work

6 Good at exp暮aining things

5 Making the subject
interesting

4 The pace was appropriate,

3 Ability to elicit students participation

3 The teaching was efFectjve.

2 Teacher,s audibility

2 The right balance between the teaching of 4skilJs

18 14B 成果.満足度関連
6 Your Language has improved..

5 Your overaII satisfaction.

4 My interest in the subject has increased.

3 C教師の態度関連
10 8 SufFicient contact with my teachers.

4 Teachers were enthusiastic.

数 %

21 25

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

17 20

9

6

2

9 11

3

1

2 Teachers made an efFort to understand my difficulties. 1

2 Teachers prepared their teaching thoroughly- 1

2 Sessions were reguLar and punctuaL l

lO 8 Written work marked helpfully and returned promptly. 1

8 The stronger studts not alLowed to dominate classes. 1

1 D学生の態度関連
1 Attendan ce

lO 8 PreparedforcTass

5 Contributed in class

2 Submitted work on time

3 E学習環境開連
5 4 The rightlevel ofwork

2 Accessibility of reading materials

3
,, ,,

IT

4 30nline used7

4 0ther students helped me,

2 2 Clear orientation

2 F教材関連
127 Textbooks

Handouts

Online course materials

G 評価関連
The methods of assessment.

Hカリキュラム関連
The balance of modules

Any modules that should be discontinued7

王 改善関連

8 10

3

2

2

1

8 10

2

2

1

1

1

1

6

2

3

1

5 6

5

4 5

3

1

3 4

This module could be improved by stafF,student actiorlL 3

J機器関連
VisuaL aids etc.

K総合的
Rate the course content

Lその他
Intention to continue lang.Iearning here.

Reasons for taking modules in this department.
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2

2

1 1

1

2

1 +

1 +

総計 86i841

く+は除外I



配布資料2.評価項日使用状況降順

日本
授業は分かりやすい
授業内容がシラパスと関連

宿題は適切
教材の内容が適切

教師のフイードバックあり
時間を守る 補講有

話し方が聞きやすい
熟意がある
学生は意欲的に取り組んた

学生にやる気を起こさせる
学生への対応がいい
授業に満足

機器の使用は効果的

テーマ.目的を良く掴む
授菓内容の量は適切
公平

学生の出席率

学習環境
字が分かりやすい
試験は適切

授菓の質が高い
新しい知識を得た

学習したことは役に立つ
学んだ事への興味が増した

予習復習をした
物理的環境
教材とシラバスとの関連
教材の量は適切

数 %英国
20 16 Your language has improved.

15 12 Your overall satisfaction.

8 6 The methods ofassessment

8 6 The cours占was inteIIectuaJJy stimu暮ating..

6 5 0rganization ofthe lessons

6 5 SufFicient contact with my teachers.

5 4 Attendance

5 4Handouts

5 4 The balance ofmodules

4 3 This module could be improved by stafF7students7

4 3 Feedback on your progress

4 3 The amountofwork

4 3 Good at explainingthings

3 Making the subject interesting

3 The pace was appropriate.

3 Ability to elicit students participation

3 My interest in the subject has increased.

3 Prepared for class

2 Contributed in cJass

2 The right暮evel of work

2 Accessibility of reading materia暮s

2 Textbooks

2 Visual aids etc

2 The teaching was e仔ective.

2 Teacher,s audibility

2 The right balance between the teaching of 4skills

I Teachers were enthusiastic.

1 Teachers made an effort to understand my difFICultieニ

総引1 27 Teachers prepared their teaching thoroughly.

Sessions were regular and punctual.

Written work marked helpfuIIy and returned promptly

The stronger students were not allowed to dominate

classes.

Submitted work on time.

Accessibility of IT

Online used7

0ther students helped me.

C暮ear orientation

Online course materials

Any modules that should be discontinued7

Rate the course content

数 %

9 11

6 7

5 6

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

lntention to continue your lang. learning here. 1

Reasons for taking modules in this department. 1

総計J 86L84J

石田く2007bl
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