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　文章表現能力を高めていく授業科目「自己表現Ⅰ」における学修内容を「小論の記
述技能を向上させること」に置き，入学してきた学生に初年次教育としての目的を達
成するべく演習的に実践している。本稿では，授業に対する学生の意識・実態を中心
とする「授業評価」を，特に質的調査の見地から，授業者の授業改善に繋ぐ，また，
学習者の意識改善に繋ぐことを目的した実践報告である。

1　はじめに

　本学では，全学を対象に学期毎に学生によ
る授業評価アンケートを実施している。全学
共通項目によるマークシート記入と自由記述
による調査であり，全教員が指導科目の一つ
について授業評価アンケートを実施し，授業
改善に繋いでいる。
　これとは別に，科目のもつ特性を反映出来
るアンケート調査による意識調査を兼ねた授
業評価を必要として，独自のアンケート調査
を行うことにした。
　独自の調査を必要とした理由は，次の3点
にある。
① 全学共通必須科目である「自己表現Ⅰ」の
学修内容（文章表現力を養うことの目的と
その技能を身につけること）について，特
段に受講生の主体意識があることが必要で

ある。文章の生成は，一斉授業を受けなが
ら，学習の中心は個々別々の思考によって
生みだしていくものである。生成への強い
意識が持てたその上で生成の技能を学ぶ学
習であり，学習意識と授業評価とは深く関
連していると考える。
② 科目内容に適した授業改善となるようにし
て授業者にフィードバックさせること（文
章表現力を高めていくことを目的とする授
業内容では，個別の表現力を，個別に高め
なくてはならないこと。表現力は短期間の
学習で目標達成が不可能であること。これ
らを踏まえての授業評価を行う）
③ 授業評価を受講生へフィードバックしてい
くこと。

　特に，①に挙げた項目については，過去の
授業経験から，次に示すような学生の実態が
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顕著であることに因り掲げている項である。
・ 入学してくる学生の文章表現力は全体的に
不十分な状態であり，高校での学習量も少
ない。
・ 文章表現への意欲の喪失，また表現力の必
要性の実感度も薄い。
・ 表現は，困難な学習であるという先入観が
強く，文章表現力不足の原因を（読書量が
不足しているから等）短絡鵜呑みに捉えて
いて，対応策を追求しない。
　そこで，事前意識調査によって，主体意
識を確立させることが授業の必須条件とな
ると考える。
　②の項については，アンケートの量的調査
と質的調査の双方から，学生それぞれの段階
での達成度を鑑み，自由記述内容を分析する
ことによって改善に生かしていく。
　③の項については，同一教室で受講する
他の学生が，どのようにレスボンスしている
かを分からせ，自己理解を深める効果に繋ぐ
ようにする。
　自由記述から，事象の認識の違いを知るこ
とによって，自己理解が深まるものと予測で
きる。
　以上，上記①②③の項の視点から，実践を
報告する。

2　学習者の授業への主体意識の確立

・主体意識をもたせる意識調査の実施
　授業評価を授業の受講後のものとして位置
づけるだけでなく，授業に臨もうとする時点
で，その授業と学習者とを正対させる必要性
を考える。このことは，前述のように，学生
は授業内容が文章記述を学ぶ学習であること
を知ると，「えぇっ」「なんで？」と驚愕の声
を発して，抵抗感をあらわに示し授業との距
離の遠さを思うからである。文章を表記する

ことに対する負担感が，毎年の学生に大きく
みられる。文章を書くことは困難な学習であ
るには違いない。成功感・達成感と程遠い学
習であるという印象からであろう。
　表現活動は，あくまで主体意識の中で行う
ことであることからも，「自ら書ける力を持
ちたい」とする主体意識を持たせることから
始めていくことである。
主体意識への意義づけとして，次を取り上げ
た。
・学習の必要感の自覚
・学習集団母胎の理解
・学習目標の理解
・授業者と学習者の協働意識の認識
達成目標としては，
1　小論文を支える必須要素を理解する
2　 思考と表現の一体化した文章記述ができ
る

3　小論を5本以上書く。
目標の内容説明と達成への可能性を共有し合
う。
◎ 学習内容の認識と自身の意識を図ることを
ねらいに事前意識調査を位置づける。
　入学直後である学習者は，席を共にする仲
間に対して全く初対面であり，遠慮・牽制の
関係が見られる。特に最近の学生は，初対面
の関わりに「周りに怖さを感ずる」という異
常な実態にあることも少なくない。学習者に
よる学習環境の理解，また，相互刺激の効果
に役立てる，事前意識調査を行う。

（1）調査内容とその実態
　調査実施日 24年4月12日
　調査対象者 家政学部1年 202名
 文化創造学部1年  80名
　調査方法 アンケート方式
〈調査結果〉

1　文章を書く力はある方だと思っているか
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　A　普通よりはある方 2％
　B　普通 35％
　C　普通より書けない方 63％
2　文章を書くことは好きか
　A　好きな方 22％
　B　普通 43％
　C　嫌いな方 30％
　D　とても嫌い 5％
3　高校では書く学習は多くあったか
　A　多い方だと思う 43％
　B　少なかった 57％
4から6の設問は，多く練習してきた者と，
書く機会が少なかった者それぞれに分けて，
練習してきた文種を問うた。高校での表現練
習は学習時間の多少に関わらず，小論練習が
70％を占めた。（過去の調査では高校での学
習経験の希少が目立ったが，文章記述学習の
増加が目立った。）
7　 文章を書くとき，困っていることは何か
（複数選択可）
　A　書き出すまでに時間がかかる 158人
　B　幼稚な文章になる 159人
　C　すぐに書くことがなくなる 92人
　D　 何を述べているのか分からない 

文章になる 210人
　E　作文表記の仕方があいまい 29人
以上の結果を学習者間で共有させることで，
・ 文章記述の悩みはみんながもっていること
であり，共通する悩みであること
・ 記述に際しての課題も，ほぼ共通していて，
共通の課題であることを学習前に伝達した。
　続いて，「自分の文章表現力」について，
800字程度にまとめさせる学習を行い，自ら
の記述力の自覚化の程度を調査をし，記述力
の結果を4段階で評価して，自身の姿を反映
させた。
a段階　筋道立てて記述できる
b段階　内容は伝わるが作文調である

c段階　文章の脈絡があいまい
d段階　数行しか記述できない
b・c・d評価の学習者には，評価の根拠とし
たことをコメントして，次回の学習時に提示
した。
　aの該当者が10％に満たないこと，教室の
7割以上の仲間が，b・cに当たり，既習学習
の量に関係なく記述力に大きな差はないこと
を意識化させたことで，学習への意欲が大い
に喚起できた。
　その後の学習では，アンケート7の項に対
応して，それぞれの項を学習者側から解決し
ていくための方策を「文章生成のための指導」
に位置づけ，演習としての授業実践をした。
　指導の細部はここでは割愛するが，「分か
る授業」（P・D・C・Aのサイクル化）の観
点から，次を得た。
・ 授業目標を明確に持たせること，
　学習方法を理解して取り組ませること。
・ 文章添削指導の明瞭化，（添削の朱書きの
意図は学習者に届きにくいこと。）
例えば，7の項「この文章は何を言っている
のか，言いたいことが分からない」というコ
メントの真意は学生には伝わっていない。「幼
稚な文になっている」も同一のこと，それら
は読み手の感想としか受けとめられていな
い。学習者に届く段階的な指導方策を含む指
導コメントが求められるである。

3　「授業評価」を質的に活用

・�授業者への学習情報のフィードバック
　一環の授業が終了した時点になると授業へ
の学生の反応，理解度等は，学生の授業実態
から大凡は把握出来る。学生による授業評価
が授業者に対して持つ意義の一つは，学生の
理解度・関心・満足度の把握が，授業計画の
修正に役立つこと。二つに，教員のもつ指導
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の弱さを認識できて，授業者の自己改善に繋
ぐことができることである。
　その観点で，以下の授業評価と学習反省と
を採り入れ実施した。

（1）アンケートによる授業評価
　　対象者 家政学部1年 198名
 文化創造学部1年 80名
〈結果〉
・達成度
　①小論文の書き方への理解は深まったか
　A分かってきたと思う 98％
　B　未だ分からない 2％
・満足度
　②学習効果はあったと思うか
　A　効果があっと思う 98％
　B　効果は感じられない 2％
　③授業に向かう気持ちはどうだったか
　A　やる気で向かっていた 88％
　B　やる気を失ったことが多かった 12％
・学習への関心　意欲
　④ 小論の書き方を学ぶ授業に対してどのよ

うに思ったか
　A　かなりの必要感を思う 65％
　B　あった方がよい 32％
　C　分からない 3％
　⑤ 文章表現力をつける授業を継続してやり

たいか
　A　もう少しあるとよい 55％
　B　どちらでもよい 43％
　C　もうやりたくない 2％
　①の補足評価として，次を加えた

小論文の書き方の説明を，未習の後輩に
分かるように，文章で記述しなさい

・ 達成度を文章記述で確認する。600字程度
に記述させ，質的な達成度を把握した。意
図は，アンケート調査では，達成度の項は，

「理解は深まったか」に押さえ，敢えて達
成の程度を聞く設問にしたことや，回答項
も完璧さを求めない項にしたことによる。
　「未習の後輩に」には，書き方の基本を示
すことを意におくこと。
　「文章で記述」には，説得力・分かりやす
さを求めていること。
　これらを評価観点に，記述をさせた。
〈結果の概観〉
・質的な達成度は，約50％であった。
・ 理解したことを読み手の理解に及んだ書き
方で書いている学生は，25％に留まってい
た。つまり，自分が理解したことを相手の
理解に及ぶまで説明できて「分かった」と
見なす時の数値である。項目選択のアン
ケート上の「分かってきた」は高数値であ
るが，質的な達成度は記述をさせて評価す
る。
・ 記述による評価は，言葉の理解の深さや，
また言葉それ自体が，固有の意識の中で使
用されていること，つまり，「理解はしたが，
分かるように説明ができない」という書く
技能の拙さも伴うが，書き表すことができ
て本命と読み取らなくてはならないと考え
る。
・ 更に，学習経験から自分が苦慮したこと，
苦慮した経験それを最優先に述べようとし
て明確さを失ってしまった，という例も少
なくなかった。文章記述には，意思・主観
など複雑な絡み合いも含まれが，むしろ，
質としての達成度を観るのには有用な資料
となることが把握出来た。
・学習への関心・意欲として，
⑤文章表現力をつける授業の継続，この設
問をしたのは，文章記述を修得する学習へ
の向上心が持てたかどうかの意味合いも含
ませている。
　自分の考えを構想して，文章化するという，
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厳しい内容であることに苦痛を感じているこ
とを実感しつつ授業を行ってきて，「関心・
意欲」を評価するには勇気を要した（授業者
の主観から）ため，「もう少しあると……」
と婉曲な表現になった。しかし，大多数は授
業から逃げていなく，意外なほどの好反応が
得られた。「もう少し……」の文言の下に，
「もっとやってもよい」と書き加え直してい
る回答も複数あり，自身を見つめ，年齢にふ
さわしい意欲が掴めた。
結果の要因として考えられることは
・ 学習結果が向上していくことが把握できた
からである。（段階評価点）
・ 表現することの意味が自覚できたからであ
る。（評価点へのコメント付け）
・ 表現力に対して自身のもつ課題解決への方
向がもてたからである。（事の個別指導）
　これらは作文指導における授業内容と構成
（16コマの内容と構成），授業展開の方法の
工夫（計画・実践・評価・反省のサイクル）
のさらなる改善にフィードバックさせていく
核とする事項である。

（2）自由記述調査による質的授業評価
　アンケート調査の続きに，質問項目として，
次の設問をした

この授業の受講感想として，良かった点，
改善して欲しい点について，書いてくだ
さい。

回答欄は，以下の欄を設け，数行の書き込み
ができるスペースを設けた

良かった点 改善して欲しい点

〈結果〉
「良かった点」への回答 262人

 無回答 16人
「改善して欲しい点」への回答 67人

 無回答 211人
　「良かった点」については，262人が315点
の内容を挙げた。内容を次の3分類と下位カ
テゴリーに分けて集積した
・ 「知識の獲得」は，授業目的から，その成
果と見なす記述
・ 「授業内容構成」は，学習する内容や全16

コマ学習構成に関する記述
・ 「授業展開方法」は，学習指導方法に関す
る記述

A知識の獲得
71点

小論の書き方が分かった 23

書くことが楽しくなった 11

表現する必要が分かった 11

書くことが上達した 7

書くことに努力できた 9

自分のためになった 5

考え頭を多く使った 5

B授業内容構成
84点

授業のサイクルがよかった
（構想　記述　評価　改善）

38

今日学習することを明示し
たこと

16

書きやすいテーマだった 10

反復練習ができた 8

記述する論題にステップが
あった

8

思考する時間が設定された 4

C業展開方法
130点

コメントが学習成果に繋
がった

30

毎回の評価が意欲になった 25

毎回書き方指導があった 17

書き方の説明が分かり易い 16

質問しやすい環境だった 12

マイクが無くて聞きやすい 12

事例作文の紹介を多くした 12

板書が大きく見やすい 6

Dその他
30点

熱心さ説得力が感じられた 5

私語する学生の注意をしっ
かりした

3

新聞記事など時事ニュース
も教えた

6

みんながやる気の雰囲気 3
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席への配慮があった 3

もっと続けてやりたい 3

書けないことを攻めない 2

書けている、という励まし
に支えられた

2

聞くことも学んだ 2

　「改善して欲しい点」については，67人が
67点を挙げている。

A知識の獲得
6点

論題が難しい 4

関わりのある論題にして欲
しい

2

B授業内容構成
17点

説明が難しい 8

書く時間が足りない 6

プリントを多く配布してほ
しい

1

多くの論題から選択するよ
うにして欲しい

1

板書を多くして欲しい 1

C授業展開方法
23点

推敲の時間をもっと取る 6

個別指導の時間を多く 6

事例文を多く紹介する 4

コメントの文字が読みにくい 3

書き終えた学生の私語を厳
しくする

1

評価段階を詳しく知らせて
欲しい

2

グループ交流を入れる 1

Dその他
21点

教室が狭い 15

まじめにやらない人を注意
してほしい

1

やる気のない人は教室から
出してほしい

1

学習能力の低い人がいるこ
とが残念だ

1

出席をとる時間がむだになる 1

学生が改善する必要がある点 1

人の話を聞く大切さに気づ
くこと

1

　自由記述欄に記載された内容全項目を取り
上げ，その数値から観るとき，肯定対否定の
割合が4対1と予想以上に授業を肯定的にと
らえている結果であった。これは，「マイナ

ス面を指摘することは控えた方がよい」とす
る学生間の気風に因るところも少なからずあ
るところであろう。学習者にとって，本授業
で最も改善してほしいことは，200席の教室
に181人が受講しなくてはならなかったこ
と，このことは当然否定意識として表れるこ
とを予測した。階段大教室で固定された一列
5人掛けの机では，学習カバンの置き場所も
ないし，まして，席を立って個別指導に出て
くることもままならない環境であった。しか
し，その苦痛を数に示したのは15人にとど
まった。
　選択アンケートと記述調査との関連づけ視
点からは，アンケート「②授業に向かうとき
の気持ち」の質問に対して，否定意識「やる
気を失ったことが多かった」と回答した30

人のそれぞれの自由記述との対応を調べた。
記述欄への記載は「特にない」が10人，「記
述なし」が9人，「説明が難しかった」5人，
「書く時間が足りない」2人。「事例説明を多
くしてほしい」等であった。授業に主体的に
向かう意識を持たせることは，授業者の初歩
の課題とすることであり，微少数値に関係な
く貴重な結果として，今後の改善に繋ぐこと
である。
　プラス面での捉えとして，高数値の「授業
のサイクルがよい」と「作文評価のコメント
がよい」については，授業者として，次のよ
うに，質に繋げてフィードバックさせていく
ことを考える。
　回答者の意は，記述の時間と構想の時間と
のサイクルのよさ，書きあげた小論が次時に
推敲出来るサイクルのよさなど，緩急のある
授業内容を指摘していると思われる。評価コ
メントについても，自身の意志を鼓舞させる
ものとして役立てている捉えもあれば，微少
な前進が認められることに満足を得ているな
ど，捉えには幅がある。
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　数値を見る調査では読み取れない細部にわ
たる学習者の意思が捉えられ，学習者へ個別
に活用する資料が得られた。

・学習者の学習意識の高揚にフィード
バック

（1）学習集団への主体的参加に
　ここで言う学習意識とは，授業そのものに
向かう関心意欲である。この関心意欲は，学
習者自身の学習への必要感や興味，また授業
者の授業意識によって高められる。授業者と
学習者との双方で作り出していくものであり
ながら，学習者は授業者に依存しきっている
傾向も少なくない。また，学習集団の他者に
よる刺激が大きな要素になっていることも見
逃せない。同一集団の他者の姿を見習いなが
ら，自身の学習意識を養っているのが一般で
ある。
　学習者の授業への主体の目を養うために
は，学習者が学習集団を観る目を高める必要
かある。授業を受けている他者の受講意識の
在り所を客観的に認識できる場を設けていく
ことが，学習者の主体意識の高揚の一助にな
ると考える。授業評価は，学習者たちの適切
な授業意識を共通化する場として，評価結果
を評価者に返し戻してやることである。

（2）調査「自由記述」を最大限に生かす
　学修前に実施したアンケート調査の結果
は，翌週に学習者に提示した。提示の意図と
して，
・ 学習集団全体の傾向を認識し，安心して学
習に臨ませるため
・ 自分の意識と全体の意識とを比較して他者
理解を図ることと，他者との差異は少ない
ことの理解を図るため
・表現力向上への学習意欲を持たせるため。
とした。

　数値に表れた結果を学生に情報提供するこ
とは，その場の一過性のものとして終わり勝
ちになるが，自分との認識の違いの自覚化に
効果をもつものである。
　一方，「自由記述」は，文言の一つ一つに
書き手の思惑が表れ，学習者が集団を認識す
る目を高めることに役てていく。
その事例を示す

改善してほしい点　（A学生）
・近くでボソボソとしゃべる声がとっても気なっ
た。こういう学生は部屋から出て行ってもらうべ
きだ。また、単位を0にするなど厳しくしてほしい。

改善してほしい点　（B学生）
　特にありません。むしろ私たちが改善しなくて
はならない授業態度が観られました。
　書き方を学ぶだけでなく、「人の話を良く聞く
大切さ」をみんなの姿から知ることができました。

改善して欲しい点（C学生）
・授業を受けている学生の態度に残念なところが
あった。ほか事をやっている子がいること。やる
気のない態度の人がいたこと

　どれも，学習者が他の学習者の姿を捉えて
改善点として挙げている。仲間を観る意識は
三者三葉である。学習者たちに「学習意識」
として，同席の仲間の感覚に目を向けさせる
ことができる。
・ 授業中の迷惑な行為に対して，注意の言葉
を発することはしないが，心中は許し難い
行為だと強く受けとめている仲間がいるこ
と。
・ 携帯を操作していることも，ほか事をやっ
ていることも周りのみんなはよく観察し
て，友達の姿をよく見て評価していること。
・ 学習集団の主体意識で，授業態度を向上る
させていきたいと願う意識の高い仲間がい
ること。
　こうした他者が自分の周りに存在している
ことを認識そせることは，大半の学生にとっ
て，自身の学習意識を作る要素を得ることに
なる。
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　さらに，他者理解を促す事例として，次を
挙げておきたい。
　教室が狭い，という自由記述（15人から）
についても，「受講生が多くいたからやむを
得ないことであるが……」とか「質問に席を
立つことができにくいから……」と，一歩下
がった「学習意識」を学習者たちは持ってい
ること，権利主張のみに走らない謙虚さを
もっていること，これら学習集団が持ってい
る高い社会性を，共有化していくことである。

4　まとめ

　授業は学生と教員とのコミュニケーション
の中で成立する。授業の目的の共通化をス
タートに，到達点に向かって共に進む道は双
方のコミュニケーションによる軌跡である。
授業評価は両輪としての歩みを確かめ，ひず
みを修正するものとして今後に位置付けてい
く。

　今回の調査では，学習者たちの授業参加の
態度に，自覚と謙虚さを顕著に受けとめるこ
とができた。
・ 授業は関わる者たちの相互の心遣いによっ
て授業成果は高次化に向かっていくこと。
・ 学習集団への帰属意識の高揚を図っていく
手だても授業成果に繋がっていくこと。
　記述調査を整理集約する手間は，格段の付
加価値をも得ることができるものとなった。
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