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　本稿の目的は、2012年８月に出された中央教育審議会答申の中心をなしている“学修時間”，特
に授業外学修時間に着目し，福島大学生の実態とその変遷について分析し，今後の課題を述べるこ
とである。分析の結果，①全体的には2008年度頃から授業外学修時間「30分未満」の回答が減少し
ている，②その傾向は共通科目よりも専門科目で顕著である，③共通科目では，特に語学系科目で

「30分未満」の比率が低く，また低下傾向にある，④専門科目では，「30分未満」の学生の比率は学
類によって異なるが，共生システム理工学類では特に大きく低下している，などである。今後は，
学修時間が増えているケースについて，その理由をより深く分析し，共有していくことがFD活動
として重要となるだろう。
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１．質的転換答申と本稿の課題

　2012年８月28日，中央教育審議会は答申「新たな未
来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学
び続け，主体的に考える力を育成する大学へ～」（以下，
質的転換答申）を取りまとめた。
　質的転換答申では「個人にとっても社会にとっても
将来の予測が困難な時代が到来しつつある」と述べ，
そうした時代においては「地域社会や産業界は，今後
の変化に対応するための基礎力と将来に活路を見いだ
す原動力として，有意な人材の育成や未来を担う学術
研究の発展を切望し」，「大学改革への期待が高まって
いる」と現状を分析している。しかしながら，大学に
は課題等が多いとし，大学における教育（学士課程教
育）の質的転換が必要であるという。
　質的転換答申では，成熟社会，少子高齢化社会，知
識基盤社会，グローバル社会などと言われる我が国が
目指すべきは「優れた知識やアイディアの積極的な活
用によって発展するとともに，教育，医療・介護・保
育等，人が人を支えるべき場において公正な仕組みが
はたらく，安定的な成長を持続的に果たす成熟社会の
モデル」と述べている。そして，そうした社会におい
て求められる能力として，「学術研究や技術，文化的
な感性等に裏付けられた我が国固有のイノベーション
を起こす能力，我が国が生み出した固有の価値を異な
る文化的・言語的背景を持った人々に発信できる能力，
異なる世代や異なる文化を持った相手の考え方や視点
に配慮しつつ，意思疎通ができる能力など，未来社会
の形成に寄与する力」などが挙げられているが，その
土台となるのは「学士力」であり，大学を中心に社会

全体で「学士力」を有する人材を確実に育成すること
が重要な課題だと述べている。なお「学士力」とは，
中央教育審議会が2008年12月にとりまとめた答申「学
士課程教育の構築に向けて」に掲げられているもので
あり，
・知識や技能を活用して複雑な事柄を問題として理解
し，答えのない問題に解を見出していくための批判
的，合理的な思考力をはじめとする認知的能力

・人間としての自らの責務を果たし，他者に配慮しな
がらチームワークやリーダーシップを発揮して社会
的責任を担いうる，倫理的，社会的能力

・総合的かつ持続的な学修経験に基づく創造力と構想
力

・想定外の困難に際して的確な判断をするための基盤
となる教養，知識，経験

である。こうした諸能力が土台となって，成熟社会を
生きる上で必要となる様々な能力を身につけることが
できるという論理である。
　さて，大学においてそうした能力を身につけさせる
ためにどうするべきかについては，「学生の主体的な
学修を促す質の高い学士課程教育を進めることが求め
られる」と述べている。そして，学士課程教育の質を
飛躍的に充実させる諸方策の始点として，「学生の十
分な質を伴った主体的な学修時間の実質的増加・確保」
に着目しており，同答申の中心をなす内容となってい
る。そして学修時間に着目する理由として，第１に単
位制を取る大学制度においては，授業だけでなく事前・
事後の学修時間も含めて，一定の学修時間が必要であ
ること，第２に大学ごとに学士課程教育の内容・方法
の自律性や多様性を確保しつつも，全ての大学の共通
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部分として使える指標であること，第３に世界的な学
士課程教育の質保証の流れの中で，国際的な信頼の指
標として不可欠であることなどを挙げている。また，
学修時間を増やすためには「主体的な学修の仕方を身
に付けさせ，それを促す方向で教育内容と方法の改善
を行うこと，またそのような教員の取組を大学が組織
的に保証することが必要」であり，教育課程の体系化，
組織的な教育の実施，授業計画（シラバス）の充実，
全学的な教学マネジメントの確立などと連なって進め
られる必要があるとしている。
　さて，学修時間に注目する質的転換答申では，日本
の大学生の学修時間の現状も分析している。現在の単
位制のもとで「４年以上の在学と124単位以上の単位
修得」が大学卒業の要件であることを踏まえると，「学
期中の一日当たりの総学修時間は８時間程度」である
という。しかし実態としては，日本の大学生の学修時
間は一日4.6時間という東京大学経営・政策研究セン
ターの「全国大学生調査」（平成19年）の調査結果を
引き，「アメリカの大学生と比較して極めて短い」と
分析している。また，同答申を出すに先立って実施さ
れた学長・学部長アンケートの結果からは，「学修時
間については，『授業に出席し受講する時間』に関し
ては高い満足度を示しているが，『事前の準備や事後
の展開など授業外の学修時間』に関しては満足度が極
めて低い」と分析している。
　福島大学においては，2014年度に認証評価を受審す
ることになっており，それに向かう形で2013年度に外
部評価，2012年度（今年度）に自己点検・評価を行う
こととなっている。2014年度に受審する認証評価に
ついては，福島大学が受ける大学評価・学位授与機構
の大学評価基準が2012年度実施分より改訂となってお
り，その改訂内容の核の１つが「教育の内部質保証シ
ステム」の確立・整備である。「教育の状況について
継続的に点検・評価し，その教育の質の保証を行うと
ともに，絶えず改善・向上に取り組むこと1」が教育
の内部質保証システムであるとするならば，答申で求
められている学生の学修時間についてもその点検・評
価を継続的に行い，その結果に基づいて改善や維持の
方策を探る必要があろう。本稿では，質的転換答申に
おいて上述のように特に問題視されている「授業外の
学修時間」（以下，授業外学修時間）を取り上げ，福
島大学の学生の授業外学修時間の実態と変遷について
分析し，今後の課題を考察することを目的とする。

２．使用するデータ及び分析の方法

　⑴　「教育改善のための学生アンケート」
　福島大学においても，学士課程教育に関する調査は
これまで様々な形で行われてきているが，質的転換答
申に引用されている「全国大学生調査」が調査したよ

うな「一日当たり」の学修時間の調査はこれまで行わ
れてこなかった。
　その一方で，2001年度よりセメスター末に「教育改
善のための学生アンケート」（以下，授業アンケート）
を実施してきた。開始当初は共通教育のみであったが，
2002年度から専門教育も対象となった。FDプロジェ
クトでの授業アンケート導入の経緯については，『福
島大学FDプロジェクト報告書』（以下，FDプロ報告書）
の2001年度版に掲載されている。少々長くなるが，当
時のFDプロジェクトメンバーの山浦の言葉を引用す
る。

　FDの一環として学生による授業評価の導入とい
う他大学一般の取組を追随模倣するのではなく，あ
る程度本学の独自性を持たせた教育改善の取組内容
と取組方法を打ち出していくことで，教官と学生双
方から前向きの協力を得る内容を構築し，授業改善
のための学生アンケート調査を行っていくこととし
た。このため，授業アンケート調査については，あ
えて「学生による授業評価アンケート調査」とは銘
打たず，「教育改善のための学生アンケート」とし
た。内容面でも学生の主体的授業参加を促す授業参
加意識向上を図る調査項目を加味して設定した。こ
れにより，学生参加による教育改善の取組の路線が
打ち出され，学生，教員，大学の三位一体で教育改
善を推進する姿勢と方向性を学内外に示しうるもの
となった。　　　　　　（山浦，2002，p.75より。）

　ここで特徴的なのが，①単なる授業評価ではないこ
と，②学生の意識向上を図る調査項目を設定したこと
であろう。この目的のため，当初より学生のふり返り
を促すような質問項目が含まれることになった。当初
の授業アンケートを見ると，「どうしてこの授業を選
んだのですか。」「この授業にどのくらい出席しました
か。」「授業時間以外にこの授業に関して自分でどのく
らい勉強しましたか。」「この授業にたいするあなたの
参加意欲はどうでしたか。」などの項目が並んでいた。
この時すでに授業時間以外の自主的な勉強に関する項
目が含まれていたが，当該質問項目に用意された選択
肢は「⒈非常によく勉強した」「⒉よく勉強した」「⒊
多少はした」「⒋ほとんどしなかった」「⒌まったくし
なかった」と，主観的な内容であった。
　その後，質問項目の順序が変わったり，自由設問欄
が加わったりと小幅な改訂があったが，2006年度に大
幅な改訂がなされた。すなわち，簡易版の導入であり，
それに合わせて質問項目も改訂された。当初の質問項
目のうち，簡易版では「どうしてこの授業を選んだの
ですか。」「この授業にたいするあなたの参加意欲はど
うでしたか。」の項目が削除され，代わりに「あなた
はこの授業をよく理解するためにどのような努力をし
ましたか。」が追加された。また，授業外学修に関す
る質問の選択肢も，「⒈３時間以上」「⒉２～３時間未
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満」「⒊１～２時間未満」「⒋30分～１時間未満」「⒌
30分未満」と客観的なものに変更された。なお，本稿
の分析では使用しないため詳述はしないが，教員や授
業環境に関する質問項目も大幅に簡素化された2。そ
の後，従来版との共存期間を経て，2009年度より簡易
版への完全移行という流れをたどっている。
　ただし，授業アンケートの回答データの取り扱いに
ついては，2001年度当初より以下のような方針が存在
することはここで指摘しておく。

①　アンケートの本来の趣旨以外の目的で使われる
ことを避けるため，個々の授業ごとの集計結果は
授業担当者にのみ返すこととし（データ入力と集
計はすべて外注），FDプロジェクトをはじめ，い
かなる組織でもそのデータを扱わない。

②　しかし，大学として教育改善に取り組むために
は何らかのデータ分析は不可欠である。そこで，
別表に示した科目群で集計をし，その結果につい
ては全学の検討に付す。その際，クラスサイズが
一桁以内の授業は集計から除外する。また，授業
科目が特定できるケースについては公表から外す。

③　自由記述内容については，個々の授業担当者が
参考にすべきものであり，公表はしない。

（工藤，2002，p.77より。）

　⑵　使用するデータと分析方法
　本稿では，主に簡易版の導入時に改訂された授業外
学修時間に関する質問項目に着目し，その回答データ
を分析に用いることとする。
　後掲の添付資料１は，福島大学の授業アンケートの
現在の様式である。授業科目ごとに「コード番号」（様
式右上）を記載させることになっており，当該授業科
目の分野等が明らかになる。また，「Ⅰ」で学籍番号
の最初の５桁を記入させており，回答学生の所属学類・
コースと入学年度が特定される。続いて「Ⅱ」で学生
の授業への取組が質問されており，出席回数，1回の
講義あたりの平均予習・復習・関連学習時間，理解す
るための努力の項目がそれぞれ設定されている。続く

「Ⅲ」で授業・担当教員について，「Ⅳ」で総合満足度
が尋ねられるが，本稿では分析の対象としていないの
で説明は省略する。これらを分野別・科目別，学類・
コース別に集計した結果の例が，添付資料2である。
本稿で用いるのは，そのうち主に「Ⅰ⑴」と「Ⅱ⑶」
のデータである。なお，従来版と簡易版が共存してい
る期間のデータは，合算して用いている。
　上述の授業アンケートの取扱方針のもと，2011年度
FDプロ報告書では，自己デザイン領域科目・共通領
域科目（以下，共通科目）では分野別・科目別に，４
学類専門領域科目（以下，専門科目）では学類・コー
ス別に集計・公表されている。すでに板橋（2010）は
2006年度から2008年度までの授業アンケート結果を用

いで，授業時間外の学修について分析を行っている。
その分析結果の概要は，①多くは１時間未満である，
②語学科目はやや学習時間が多い，③専門科目はやや
学習時間が多い，の３点にまとめられている。その上
で，レポートや宿題等授業で出された課題も含めてい
るかが不明であるし，さらには科目群によって異なっ
ている可能性もあり，「科目群ごとに多くの科目をま
とめてしまうと，正確に書いているものと書いていな
いものがまざってしまい，実態が見えにくくなる」と
課題を述べている（板橋，2010，p.28）。
　本稿では，板橋（2010）の分析を引き継ぐ形をとっ
ているが，以下の点でより詳細にデータを分析してい
る。第１に，データそのものの特徴を丹念に分析す
る。それは例えば，授業科目の持つ学問的特性や回答
者の学年，あるいは回答率等によってその解釈が異な
ると考えられ，授業時間外学修に関する回答データの
解釈に留意することを心がけるためである。第２に，
より長期の時系列分析を行う。板橋（2010）では2006
年度後期から2008年度前期までの5期分のデータを分
析しているが，５期分のみということもあり時系列の
解釈は行われていない。本稿では，2006年度後期から
2011年度後期までの11期分のデータを分析することに
より，時系列の傾向にまで言及する。

３．データの全体傾向

　⑴　対象・実施科目及び実施率

　表１を見ると，対象科目数は共通科目で212～234，
専門科目で358～420とある程度一定数に収まってお
り，一貫して増加，あるいは減少しているという傾向
は見られない。また，2011年度を除き，前期よりも後
期の方で対象科目・実施科目ともに多くなっている。
実施率については，一定の傾向を見いだすことは難し
いが，共通科目では2007年度から2010年度まで，専門
科目では2007年度から2009年度まで前期よりも後期の
ほうが実施率は低い傾向が見られる。また，共通科目
より専門科目の実施率の方が低いのは一貫した特徴で
ある。

表１　対象科目数・実施科目数・実施率 
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　⑵　受講者数・回答者数・回答率
　授業アンケートを実施した科目における受講者数と
回答者数，及び回答率を見たのが図１である。なお，
受講者数・回答者数については延べ人数であり，これ
以降も同様である。表1に見たように，2011年度を除
いて実施科目数が前期より後期で少ないことを反映し
て，受講者数・回答者数とも前期より後期の方が少な
くなっている。これは，受講者数を実施科目数で割る
ことで得られる1科目あたりの平均受講者数が，前期
より後期の方が少ない（少人数の科目が後期の方で多
い）ことによっても裏付けられる3。回答率は，ほぼ
全ての時点で60％台前半であるが，前期よりも後期の
方で低くなっている。こうした授業規模や回答率も，
授業外学修時間に影響を与える可能性がある。

　また図は割愛するが，共通科目と専門科目別に受講
者数・回答者数・回答率を見てみると，回答率は共通
科目の方で高い一方，受講者数・回答者数ともに共通
科目より専門科目の方が多い。特に回答者数に注目す
ると，その回答率の差ゆえに受講者数ほどの差は共通
科目・専門科目間で見られないものの，それでも専門
科目における回答者数がやや多い状況である。よって，
全体的な授業外学修時間は，専門科目における傾向を
やや強く反映する可能性がある。

　また，分野別，学類・コース別の受講者数・回答者
数・回答率の全学期平均を示したものが表２及び表３
である。全ての分野・学類等の時系列データを示すと

膨大になるため，ここでは全ての学期の平均値を取っ
ている。共通科目の分野別回答者数を見ると，英語，
キャリア創造科目，広域選択科目，非英外国語などで
規模が大きく，総合科目，情報教育科目，健康・運動
科目では小さい。このあたりも共通科目の結果に影響
を与えるだろう。同様のことが，学類・コース別の場
合にも言えよう。また回答率も，分野別，学類・コー
ス別に大きな差がある点にも注意が必要である。

　⑶　回答者の学年

　図２を見ると，回答者は１年生，２年生，３年生の
順で多く，４年生以上の回答者は少ない。また，いず
れの学年も前期より後期の方で少なくなっているが，
３年生の減少が特に大きい。要卒単位を揃い終えてし
まうこと，授業アンケートの対象とならない演習等が
増えること，就職活動に本格的に入っていく学生が増
えることなどがその背景にあると考えられる。ただし，
共通科目・専門科目別にみると，共通科目ではその７
割近くを１年生が占め，専門科目では前期と後期で違
いがあるものの，２年生と３年生で７割近くを占めて
いる（図は割愛）。この点についても留意が必要である。

４．福島大学生の授業外学修時間の変遷

　⑴　全体傾向
　図３は，全授業アンケート実施科目において，授業
外学修時間の質問に対する回答の割合を示したもので
ある。図からは，いくつかの興味深い事実が見て取れ
る。第１に，板橋（2010）の指摘通り，福島大学生の
授業外学修時間は１回の授業につき「30分未満」が過
半数であるということである。しかしながら第２に，
前節実施率・回答率・学年で見られたような前後期間
の違いは見られず，2008年度を底として，授業外学修
時間が一貫して増加傾向にあるということである。特
に，「30分未満」と回答する割合は2008年度と比較し
て10％p以上も減少している。その減少分のうち，４％
p強は「30分～１時間未満」，同じく４％pほどが「１
～２時間未満」へ移った形である。ちなみに，2008年

図１　全科目の受講者数・回答者数・回答率 

表２　分野別受講者数・回答者数・回答率

表３　学類・コース別受講者数・回答者数・回答率

図２　回答者の学年 
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度前期と比較して「２～３時間未満」は２％p，「３
時間以上」は1.4％pほど増加している。最多は「30
分～１時間未満」への移動であり，さらに上位のカテ
ゴリへの移動は残念ながら多くはない。しかし，小幅
とは言え，この間わずかながら授業外学修時間の実態
は改善されつつことは事実である。

　また図表は割愛するが，共通科目・専門科目別に見
ても，概ねの傾向は全体傾向と同様である。すなわち，

「30分未満」が共通科目・専門科目に限らず最も多いが，
その割合は徐々に低下している。「30分未満」につい
て，共通科目では2007年度前期で59.5％と最も多く，
専門科目では2008年度前期で66.1％と最も多かった。
共通科目では，その後2008年度後期までほぼ59％台で
推移していたが，共通科目・専門科目ともにその比率
の低下傾向は2009年度頃から始まったようである。
2011年度後期においては共通科目で48.0％（ピーク時
より11.5％p減少），専門科目で53.7％（ピーク時よ
り12.4％p減少）まで低下している。その減少分につ
いては，共通科目ではその多く（合わせて10.1％p分）
が30分～２時間未満へ移る一方，専門科目では8.3％
p分が30分～２時間未満に，4.3％p分が２時間以上へ
吸収される形となっている。２年生あるいは３年生が
専門の授業において，授業外学修時間をやや増やして
いると解釈できる。

　⑵　分野別，学類・コース別傾向

　図４は，分野別に「30分未満」の比率の推移を見た
ものである。なお，キャリア創造科目は前期のみ開講
の科目であるため特殊な折れ線となっている。
　全ての分野に共通する傾向といったものは見られな
いが，一目瞭然なのは英語・非英外国語といった語学
科目はその性格上授業外学修時間が相対的に長いこと
であり，やはり板橋（2010）が指摘していたことであ
る。しかも，長期的に見れば「30分未満」の比率は低
下してきていると言えそうである。一方で，非言語科
目については，広域選択科目において近年特にその比
率は低下してきている。長期的に見れば，低下傾向が
見られる分野が多いと言える。

　同様に図５は，学類・コース別に「30分未満」の比
率の推移を見たものである。長期的に見て，顕著な変
化が見られない学類や微減傾向を示す学類・コースが
多い中，共生システム理工学類はその比率が大幅に低
下してきた。図を見る限り，学類・コース間の差は広
がっているように見える。

５．分析のまとめ，考察と今後の課題

　⑴　分析のまとめ
　本稿では，FDプロ報告書に掲載されている授業ア
ンケートの集計結果を用いて，福島大学生の授業外学
修時間の時系列分析を試みた。学修時間の多寡そのも
のは質的転換答申自身が言うように目的ではなく手段
あるいは始点であって，時間が増えること，増やすこ
とそのものが最終的な目的ではない。まず大学がやら
なければならないことは，学生が学ばなくなっている
のかどうか，また，学ばなくなっている・いないに関
わらず，なぜそのような傾向になっているのかを丹念
に分析することである。そうした分析・検証を行うこ
とは，今後の大学教育の質保証や，検証結果をもとに
Action（継続・改善・廃止などの決定）につなげると
いう，本来的な意味でのPDCAサイクルを回すために
必要な作業であるし，冒頭の内部質保証体制の確立と
いう認証評価を通じて各大学に求められていることで
もある。
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図３　全実施科目における授業外学修時間
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図４ 「30分未満」の比率の推移（分野別） 

図５ 「30分未満」の比率の推移（学類・コース別）
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　本稿の分析結果をまとめると，第１に，全体的には
2008年度頃から「30分未満」の回答が減少しているこ
とが目に見える形で確認できた。第２に，そのことは
共通科目・専門科目別に見ても共通した傾向である
が，共通科目よりも専門科目においてやや顕著にみら
れた。第３に，共通科目についてさらに分野別にみる
と，語学系科目において，それ以外の科目と比べ「30
分未満」の学生の比率が明らかに低い上，年々その比
率が低下していた（授業外学修時間が増えていた）。
語学系科目の回答者（受講者）は共通科目の中でも数
が大きい分，これらの動きが共通科目の授業外学修時
間の平均を押し上げている最大の要因と考えることが
できる。また，それ以外の共通科目については，語学
系科目に次いで数の大きいキャリア創造科目や広域選
択科目は，年度間の変動が大きいものの，特に広域選
択科目で長期的にはその比率は低下傾向にあり，これ
らも全体傾向の変動に寄与していると考えられる。そ
れ以外の分野では回答者数が相対的に多くはなく，傾
向も一定ではなかった。第４に，専門科目について学
類・コース別にみると，「30分未満」の学生の比率は
行政政策学類ではあまり変化が見られず，人間発達文
化学類や経済経営学類では微減している一方で，共生
システム理工学類ではその比率が大きく低下していた

（ただし，回収率が学類間で差が大きく，これが学類
全体の姿であるかどうかは本稿の分析だけでは分から
ない）。回答者数が人間発達に次ぐ大きさの共生シス
テム理工学類の動きは，専門科目全体の傾向に比較的
大きな影響与えているだろう。

　⑵　考察と今後の課題
　これらの結果から，近年の福島大学の学生は必ずし
も「学ばなくなってきている」わけではない。共通教
育の受講者の多くを占める１年生については，相対的
に長時間の授業外学修をする学生の比率が増えてきて
いるし，学年が上がるにつれ増えてくる専門の授業に
おいても，ほとんどの学類で年々その傾向は強くなっ
ている。ただし，それでも増えているのは「２時間未
満」を選ぶ学生の比率であり，そのことの意味は別途
検討する必要があるだろう。今後は，学修時間そのも
のについての検討とともに，学修時間が増えている
ケースについて，なぜそのような傾向が見られるのか
より深く分析し，共有していくことがFD活動として
重要であろう。
　ただし課題も多い。学生の学修行動や学修成果のよ
り詳細な測定・評価を行うためには，授業アンケート
データと他の教務データ等を結びつけて分析できるこ
と望ましい。しかしFDプロジェクトとしてそうした
分析・検証を行うことは，現行の取扱方針のもとでは
難しい。より機動的な組織（専攻別，あるいはより小
さな有志などの単位）で進めていく他ないのかもしれ

ない。
　また，授業アンケートそのものに課題がある。現在
は授業時間についてカテゴリカルな選択肢のみ用意さ
れているが，より厳密には数値で回答させた方がよい。
さらには授業アンケートでは，当然「授業に関わる」
学修時間のデータしか得られない。現在のところ申請・
実施数は多くはないが，主体的な学びを大前提として
いる「自己学習プログラム」は授業アンケートの対象
とはなっていないし，授業アンケートでは授業以外で
の学び（ボランティアなど）の実態までは踏み込めな
い。教育の内部質保証体制の確立には多くの課題が存
在するが，現在できることを着実に行いつつ，こうし
た課題を克服する方策についても検討を続けていかな
ければならないだろう。

【注】
１　大学評価基準（平成24年度実施分），p.17。
２　簡易版への移行については，「学生の「書き疲れ」や
雑な回答の改善，アンケートも何回かやれば改善点もわ
かってくるという教員側のマンネリ化の改善等，何のた
めのアンケートかわかりにくくなっていること，集めた
データの精度低下という懸念を背景」としていたようで
ある（板橋，2007，p.88）。

３　2006年度後期以降の１科目あたりの平均受講者数
は，06後期64.12，07前期72.12，07後期68.12，08前期
69.61，08後期66.66，09前期70.49，09後期66.45，10前
期71.17，10後期65.30，11前期73.03，11後期60.54と推
移している。
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