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　「北里大学における学修等に関するアンケート」は平成 20

年から実施されている学生調査である。本調査の目的は，学

生の学修習慣，学修方法，授業への満足度，能力の自己評価

等の変遷を経時的に調査することにより，本学における教育

課題・学習課題を多岐にわたって抽出し，将来の教育改革に

繋げることである。平成 28 年度の調査は，平成 28 年 11 月

中旬に各学部事務室を通じて調査票を配布し，期限とした

12 月 12 日までに回収した。調査対象は北里大学の 7 学部に

所属する学生全員である（悉皆調査）。

　本年度の調査は，昨年度と同様に，本学への進学理由，大

学での学修経験・生活全般に関する実態と意識，大学に対す

る要望，キャリア意識と大学適応感等を調査項目とする全

39 問から構成された。本稿ではこれらの質問項目に関する

回答結果のうち学生の学修に関する部分を中心に分析し，報

告する。その他の項目の集計結果と自由回答については，資

料として文末に基礎集計をまとめた「データ集計表」（全学）

を掲載したので，そちらを参照していただきたい。

Ⅰ．データの概要
　有効回答数は 4607 通，回収率は 58.8％となった。平成 27

年度調査の有効回答数は 3433 通，回収率は 43.3％であり，

昨年度と比較すると，有効回答数と回収率が大幅に増加・上

昇した。回収率に関して，学部別にばらつきがあり，最も

回収率が高かったのは理学部で 73.1％，ついで医療衛生学

部 65.1％，薬学部 64.4％であった。薬学部は昨年度に比べ

て大幅に回収率が上昇した。次に，獣医学部 52.5％，医学部

51.1％，海洋生命科学部 47.7％，看護学部 42.5％と，やや低

い回収率となった（表 1）。

Ⅱ．本学への進学理由
　なぜ学生は本学に進学したのだろうか。問 2 で本学への入

学動機に関して聞いているが，最も多い理由は「希望する職

平成 28 年度「北里大学における学修等に関するアンケート」調査結果

センター員　前田　　崇

有効回答数 対象者数 回  収  率

薬 学 部 1,071 1,664 64.4％

獣 医 学 部 903 1,721 52.5％

医 学 部 368 720 51.1％

海洋生命科学部 357 748 47.7％

看 護 学 部 194 456 42.5％

理 学 部 656 897 73.1％

医療衛生学部 1,058 1,624 65.1％

表 1　データの概要

図 1　本学への入学動機（多重回答）（％）
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業につけるから」（51.2％）というものである。後述するよ

うに，本学には職業資格と学歴が直接的に結びついている医

療系学部が複数あるため，こうした回答傾向は当然とも言え

るが，やはり希望の職業につくために本学に進学している学

生が多いことが確認された。次に「自分のレベルに合ってい

たから」（25.1％），「施設・設備が充実しているから」（17.4％），

「教育内容に魅力を感じたから」（15.6％），「自宅から通える

から」（15.5％），「ここしか受からなかったから」（14.3％）

と続く。「キャンパスの雰囲気が良かったから」（10.5％），

「オープンキャンパスや大学祭が良かったから」（7.0％）と

いうように，大学の教育内容や雰囲気，学生文化に興味関心

や親和性を持ったことが本学への進学の契機になっている学

生もおり，こうした取り組みが受験生に影響を与えているこ

とがわかる（図 1）。

　全体では「希望する職業につけるから」という回答が最

も多かったが，これを学部別にみると学部によって回答傾

向が大きく異なる。この回答率が最も高いのは看護学部で

74.5％，次いで医療衛生学部の 72.6％，医学部 68.2％，薬学

部 60.1％と続く。やはり学歴が職業資格に直接的に結びつく

医療系学部では「希望する職業につけるから」という動機で

本学に入学する学生が非常に多い傾向がみられる。こうした

傾向とは対照的に，医療系以外の学部においては，「希望す

る職業につけるから」の回答率は，獣医学部 43.5％，海洋生

命科学部 17.1％，理学部 15.4％という対照的な結果であった。

獣医学部獣医学科を除いて，これらの学部では必ずしも学歴

が職業資格と直接的に結びついていないため，こうした入学

動機を持つ学生は多くないと考えられる。それに対して，「教

育内容に魅力を感じたから」という項目を選んだ学生の比率

はこれらの学部で比較的高く，海洋生命科学部 34.7％，獣医

学部 23.4％であり，理学部はやや低いものの 14.4％である。

それに対して，看護学部 14.7％でやや高いものの，薬学部は

11.2％，医療衛生学部 10.7％，医学部 5.3％と低い傾向がみ

られる。医療系学部以外では，学歴と職業資格との直接的な

結びつきが弱いため，教育内容に魅力を感じることを入学動

機とする学生が相対的に多く，反対に医療系学部では教育内

容の魅力よりも希望する職業につけることが主要な入学動機

になっていることがわかる（表 2）。

　本学への志望順位は第一志望が 40.3% と最も多く，次に

第三志望以下 32.8%，第二志望 26.9% であった。志望順位も

学部によって濃淡があり，医療系学部は第一志望の比率が高

く，医療系以外の学部では第一志望の比率が相対的に低い傾

向がみられた（表 3）。

Ⅲ．授業への取り組み
　ここでは学生の授業への取り組みや学び方をみていく。

　まず学生の授業への取り組み方に関しては，「興味のわか

ない授業でもきちんと出席する」や「なるべく良い成績をと

るようにしている」の項目は，「あてはまる」と「ある程度

あてはまる」を合わせた肯定回答が多く，それぞれ 87.0％

と 77.0％であった。まじめに授業に出席することやなるべ

く良い成績をとろうとする姿勢が多くの学生にみられた。そ

れに対して，「グループワークやディスカッションに積極的

に参加している」（肯定回答 58.7％），「必要な予習や復習は

したうえで授業に臨んでいる」（肯定回答 34.9％），「先生に

質問したり，勉強の仕方を相談したりしている」（肯定回答

33.7％）のように，より積極的な学習姿勢を聞いた項目に関

表 2　本学への主な入学動機（学部別）（多重回答）

ａ． 希望する 
職業に就
けるから

ｇ． 自分のレベル 
に合っていた
から

ｊ． 施設・設備
が充実して
いるから

ｈ． 教育内容に 
魅力を感じ
たから

ｎ． 自宅から 
通えるから

ｏ． ここしか 
受からな 
かったから

ｍ． 知名度が 
高いから

ｋ． キャンパスの 
雰囲気が 
良かったから

薬 学 部 60.1 28.1 16.0 11.2 24.3 8.7 14.7 9.5

獣 医 学 部 43.5 24.8 9.9 23.4 1.3 23.8 7.7 9.6

医 学 部 68.2 20.2 8.1 5.3 7.8 17.4 2.8 8.7

海洋生命科学部 17.1 31.8 11.3 34.7 23.4 17.6 8.1 13.9

看 護 学 部 74.5 21.2 35.3 14.7 25.0 1.1 28.3 13.6

理 学 部 15.4 34.7 20.9 14.4 19.6 22.3 5.7 10.4

医療衛生学部 72.6 16.9 24.8 10.7 15.0 7.0 24.4 11.1

表 3　本学の志望順位

第一志望 第二志望 第三志望以下

薬 学 部 43.9 28.5 27.6

獣 医 学 部 32.3 29.0 38.7

医 学 部 40.7 14.2 45.1

海洋生命科学部 27.9 36.0 36.0

看 護 学 部 56.9 28.2 14.9

理 学 部 22.2 24.6 53.2

医療衛生学部 55.4 25.6 19.0

大学（学部合計） 40.3 26.9 32.8
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しては，肯定回答が低くなる傾向がみられた。本学の学生の

多くはまじめに授業に出席し，なるべく良い成績をとろうと

してはいるものの，授業に対してやや受け身の姿勢が見られ，

積極性や能動性を十分に発揮しているとは言えない学生もみ

られる。

　次に，大学での学び方に関して，本学の学生はどのような

考えを持っているのであろうか。科目の必修と選択に関して

は，「授業のとり方はあらかじめ決まっているほうがよい」

の肯定回答が 39.8% であるのに対して，「授業は自分の好き

なようにとりたい」の肯定回答は 60.2% であり，自由に科

目を選択したいという学生のほうが多い傾向が見られた。授

業の意義に関しては，「授業の意義や必要性を教えてほしい」

の肯定回答が 57.6％であるのに対して，「授業の意義や必要

性は自分で見出したい」の肯定回答は 42.4% とほぼ均衡した

結果となった。授業で扱う内容に対する学生の意識に関して

は，「授業の中で必要なことは全て扱ってほしい」の肯定回

答が 76.5% と 7 割を超えており，「授業はきっかけで，後は

自分で学びたい」の肯定回答 23.5% を大きく上回った。また，

授業の難易度について聞いた項目に関しても，「自分のレベ

ルにあった授業をしてほしい」の肯定回答が 63.3％と過半

数を越え，「授業は難しくてもチャレンジングな方がいい」

の肯定回答は 36.7％にとどまった。専門分野と専門以外の

図 2　学生の授業への取り組み方（％）

図 3　大学での学び方に関する学生の意識（％）
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分野の学習に関しては，「専門分野を深く学びたい」の肯定

回答が 66.6％であり，「専門分野以外のことも広く学びたい」

の肯定回答は 33.4％であった。どちらかといえば専門志向の

学生が多く，深い専門性よりも幅広い教養を重視する学生は

3 割強にとどまった。

Ⅳ．これまでの授業経験・授業外経験
　ここでは授業経験と授業外の経験を考察する。まず授業経

験に関して述べる。問 4（1）において 8 項目にわたって授

業経験について聞いている（図 4）。「授業内容に興味がわく

よう工夫されている」（肯定回答 74.3％），「理解がしやすい

ように工夫されている」（肯定回答 81.5％），「出席が重視さ

れる」（肯定回答 81.4％），「最終試験の他に小テストやレポー

トなどの課題が出される」（肯定回答 85.2％）といった項目

は「よくあった」，「ある程度あった」という肯定回答の比

率が高く，ほとんどの学生が経験していた。それに対して，

「授業中に自分の意見や考えを述べる」や「グループワーク

など，学生が参加する機会がある」という学生の授業参加に

関わる項目に関しては，肯定回答がそれぞれ 32.7％，48.8％

と相対的に低い傾向がみられた。この結果から約半数の学生

がグループワークやディスカッションのような学生参加型の

授業をあまり経験していないことが確認された。「適切なコ

メントが付されて課題などの提出物が返却される」に関して

は，肯定回答が 41.3％であり，提出物に対する個別のフィー

図 4　授業上の経験の有無（％）

図 5　授業に必要なこと（％）
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ドバックがあまりなされていないことがわかる。

　問 4（2）において，同じ 8 項目の経験の必要性を聞いて

いる（図 5）。学生はこうした経験をどの程度必要であると

考えているのだろうか。

　「授業内容に興味がわくよう工夫されている」（肯定回答

96.0％），「理解がしやすいように工夫されている」（肯定回

答 97.2％）とこの二つの項目に関しては，ほとんどすべての

学生が必要であると考えている。次に「適切なコメントが付

されて課題などの提出物が返却される」（肯定回答 87.0％），

「最終試験の他に小テストやレポートなどの課題が出される」

（肯定回答 82.7％），「TA による補助的な指導がある」（肯定

回答 81.4％）の肯定回答が 8 割を越え，「出席が重視される」

（75.1％）が続いた。「グループワークなど，学生が参加する

機会がある」，「授業中に自分の意見や考えを述べる」という

学生の授業参加に関わる項目に関しては，肯定回答がそれぞ

れ 73.0％，64.7％と，他の項目と比較して相対的にやや低い

傾向がみられた。

　上記の授業での経験と必要性を比較し，その差を求めると，

学生が必要であると考えているにも関わらず，実際の授業で

は経験できていない項目が浮かび上がる（図 6）。

　最も差が大きかったのは，「適切なコメントが付されて課

題などの提出物が返却される」（45.7％）であった。学生の

多くがこうした「フィードバック」を求めているが，実際の

授業では十分に実施されていないことが明らかになった。

　ただし，これも学部別で濃淡がある（図 7）。最もこうし

た指導がなされていると考えられるのが看護学部や医学部

で，（ある程度）経験したという肯定回答がそれぞれ 55.9％，

55.2％に達した。次に，医療衛生学部 50.1％，海洋生命科

学部 49.3％と続く。獣医学部，理学部，薬学部は 37.8％，

32.0％，30.6％と，こうした指導があまり活発になされてい

ないといえよう。それに対して，学生の「フィードバック」

を求める意識は学部による違いはあまりなく，学部に関わら

ず，ほとんどの学生が「フィードバック」を求めていると考

えられる。

　実際には受講生の多い授業では，実行可能性の観点から一

人ひとりの学生に個別にフィードバックするのは困難である

が，個別の学生に対してではなくても多くの学生がつまずい

たポイントや改善点などを学生全体に対してフィードバック

することは可能であろう。

　ところで，近年，「アクティブ・ラーニング」と呼ばれる

教育方法が注目されており，中央教育審議会『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−（答申）』（2012 年 8 月

28 日）においても言及されている。「アクティブ・ラーニング」

とは，「教員による一方的な講義形式の教育とは異なり，学

修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総

称」であり，「学修者が能動的に学修することによって，認

知的，倫理的，社会的能力，教養，知識，経験を含めた汎用

的能力の育成を図る。発見学習，問題解決学習，体験学習，

調査学習等が含まれるが，教室内でのグループ・ディスカッ

ション，ディベート，グループ・ワーク等によっても取り入

れられる」（中央教育審議会，2012）という。

　本調査においても，グループワークなどの学生が授業に参

加する機会に関する設問を設けているが，多くの学生がこう

した機会が必要であると回答している（図5）。「フィードバッ

ク」の経験と同様に，こうした意識や経験に関しても，学

図 6　授業での経験と必要性の差（％）
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部別に濃淡がある。最もこうした指導がなされていると考え

られるのが看護学部で，（ある程度）経験したという肯定回

答が 86.4％に達した。次に，医学部 70.7％，医療衛生学部

57.0％，薬学部 50.6％と続く。獣医学部，理学部，海洋生命

科学部は 43.0％，29.3％，28.9％と，こうした指導があまり

活発になされていないといえよう。学生のグループワークな

どの授業参加を求める意識は，学部による違いはそれほど大

きくなく，学部に関わらず，多くの学生がグループワークな

どの授業参加を求めていると考えられる。ただし，「授業内

容に興味がわくよう工夫されている」（肯定回答 96.0％），「理

解がしやすいように工夫されている」（肯定回答 97.2％），「適

切なコメントが付されて課題などの提出物が返却される」（肯

定回答 87.0％）のように 9 割前後の肯定回答がみられる項目

とは違い，グループワークに対する肯定回答は 7 割程度であ

り，約 3 割の学生はグループワークなどの積極的な授業参加

を求めているわけではない（図 8）。学生の中にはグループ

ワークのような「アクティブ」な教育方法に負担感や苦手意

識を持つ者もいるのではないかと推察される。

Ⅴ．大学に対する期待と不満
　問 39 において大学に対する期待と不満を自由回答で聞い

ている。回答の中には妥当ではないものや現実的ではないも

のも含まれているが，学生の貴重な意見として耳を傾けるべ

きものもある。こうしたアンケートの結果や各種のデータを

踏まえて，本学の教育改善がなされることが望まれる。

図 7　「適切なコメントが付されて課題などの提出物が返却される」に関する授業での経験と必要性の差（％）

図 8　「グループワークなど，学生が参加する機会がある」に関する授業での経験と必要性の差（％）


