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2022年度「学生による授業評価」実施の手引 
〈前年度からの変更点は赤字で記載しています。〉 

 
この手引は、「学生による授業評価」の実施手順および注意事項をまとめたものです。授業評価

実施上の留意点から自己点検・評価報告書の作成までを説明しています。ご一読の上、授業評価

実施の際にお役立ていただきますようお願いいたします。 
 

 

ご不明な点は、教育企画・研究推進課（内部質保証委員会事務局）（内線：1184、E-mail：

kenkyu-jimu@nanzan-u.ac.jp）までお問い合わせください。 
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１．「学生による授業評価」の目的と実施のお願い 

日頃は本学の教育のためにご尽力いただき、まことにありがとうございます。 

南山大学では、「学生による授業評価」に組織的、継続的に取り組んでおります。本学の「学生による

授業評価」の目的は、各教員が授業方法の改善点を見出し、積極的に自己研鑚を行い、大学全体の教育を

質的に向上させることにあります。そのために、授業に関する自己点検・評価活動を継続し、FD（Faculty 
Development）活動を展開しています。「学生による授業評価」の趣旨をご理解いただき、ご協力のほど

お願いいたします。 

 

２．授業評価対象科目の選出ルール 

以下の5つを大原則としています。 

１．学部の科目を担当する教員は春学期・秋学期１人１科目を「学生による授業評価」のアンケート実

施科目とします。以下の＜科目選出ルール＞によって、数年間のうちに順次、各教員が担当するす

べての科目が評価されることになります。 

２．アンケート実施科目は事務局が以下の＜科目選出ルール＞に基づき選出します。＜科目選出ルール

＞に基づいて選出された専任教員のアンケート実施科目の案は、事務局より各学部長・各センター

長等に了承を求めて決定されます。なお、各学部長・各センター長等は所属教員にアンケート実施

科目の案について確認をとるものとします。 

３．アンケート実施科目について、担当教員による自己点検・評価報告書の提出を求めます。報告書提

出は各学期1人1科目とし、提出期限は2クォーター分を学期末に設定します。 
４．セメスター科目は、第2クォーターまたは第4クォーターの科目として、アンケート実施科目の選

出対象とします。 

５．科目選出ルールにより、年度内にアンケート実施科目が0科目となる専任教員は、科目選出ルール

で除外した①～④の科目のうち、1科目について、担当教員による自己点検・評価報告書の提出を

求めます。当該 1 科目は、第 4 クォーターの科目を原則として、第 4 クォーターに科目がない場

合は年度内の最も遅いクォーターの科目について、自己点検・評価報告書の提出を求めます。 
 

＜科目選出ルール＞ 

・授業コード順（昇順・降順等）によって選出する。 

毎学期、このルール（授業コードの昇順・降順等）を変えることで、できるだけ過去に実施され

たことがない科目を選出するようにしています。 

・前年度に一定基準以下の評価を受けた科目を当該年度に同一教員が担当する場合は、前年度と当該

年度の開講クォーターが同一の場合に限り、その科目をアンケート実施科目とします。 

同一科目で授業評価を実施することにより、授業改善が図られているかを委員会が点検・評価す

るためです。 

  ・以下の4つの基準のいずれかに該当する科目はアンケート実施科目から除外します。 

①演習科目のうち、いわゆるゼミ 

受講者数が概ね少なく回答者を特定できるため、また、科目の性質上、選択式のアンケートに

はなじまないため除外。 

②集中講義科目 

スケジュール的に困難なため除外。 

③複数教員科目 

評価対象の教員の特定が困難なため除外。 

④受講者数5名未満の科目 

回答者が特定できるのを回避するため、また、相当数の回答がなければ集計および平均値算出

の意味が希薄になるため除外。 

   ただし、他の科目がアンケート対象として適切との意見がある場合は各学部長・各センター長等は、
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FD委員会委員長と協議の上、アンケート実施科目等を変更することができます。ただし、上記①②④

の科目への変更はできません。 

 

３．アンケート回答結果の活用 

アンケート結果について、FD 委員会で以下のとおり活用させていただき、必要に応じて内部質保証委

員会に報告いたします。大学全体の教育力の向上を目指す取組であるとご理解いただきますようお願いい

たします。 
 
(1)数値結果について 
 授業の改善について検討するため、データ解析を行います。ただし、解析を行う際は、教員名・学生

名等のデータを匿名化して使用します。 
 
(2)自由記述の閲覧について 
設問項目 No.15,16 は、次の 4 つのカテゴリーに該当する科目を対象として、自由記述の回答を閲覧

させていただきます。 
カテゴリー① 設問項目No.3-14の評定平均が3.0未満の科目 
カテゴリー② 全体満足度に関する設問項目No.14が3.0未満の科目 
カテゴリー③ 設問項目No.3-14のいずれかが2.0未満の科目 
カテゴリー④ 設問項目No.3-14の評定平均が大学全体の平均を上回る科目の中でFD委員会が定める

条件を満たす科目 
また、設問項目No.17,18は、関係事務課室に連絡して改善に活用させていただきます。 
※設問項目の内容は8.(1)を参照 
 

４．授業評価実施上の留意点 

(1) 実施に当たっての注意事項 
・学生は各自のスマートフォン等で回答が可能なため、実施期間に入りますと、時間を問わず、どこから

でも授業評価に回答可能となります。 

・回答を匿名化処理する関係上、学生は回答を終えたアンケートを、再度回答し直すことはできません。

また、回答の一部修正もできなくなります。 

・特定の授業日での授業評価の実施をご希望の場合は、実施予定日を実施期間前に学生にアナウンスして

ください。 

・実施期間内の授業時間に、少なくとも１回は授業評価への回答時間を確保し、学生へ回答を指示してく

ださい。 

・自由記述の設問が設定されていることを踏まえ、学生が十分に回答できるだけの時間確保をお願いいた

します。 
・実施期間を過ぎると、学生は授業評価に回答することができません。 
(2) 実施時の注意 
・回答率を高めるため、以下の指示を授業担当者が行ってください。また、評価に影響するような発言は

慎んでください。 
◦この科目は「学生による授業評価」アンケートの対象科目です。このアンケートは大学の教育を質的

に向上させることを目的に行っています。 
◦今から、各自のスマートフォン等で PORTA にログインし、学生メニューの「授業評価アンケート

回答」から、この授業のアンケートに回答してください。 
◦回答は匿名化して処理するため、教員が回答から学生を特定することはできません。 
◦スマートフォン等を携帯していない等、この時間に回答ができない学生は、授業終了後に学内または
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自宅PC等を利用して回答をしてください。なお、実施期間を過ぎると、授業評価に回答することが

できなくなりますので、授業後速やかに回答するようにしてください。 

・自由記述の設問への回答は、先生ご自身が読むことのできる言語（英語等）で記述させてください。 
・授業評価回答者が5名未満の科目については、集計処理はいたしませんが、自己点検・評価報告書はご

提出いただきますので、学生に授業評価へ回答するようご指示ください。 
 

５．「学生による授業評価」自己点検・評価報告書作成上の留意点 

(1) 「学生による授業評価」集計結果について 
授業評価結果を集計処理し、ご自身の科目の処理結果をPORTAよりご覧いただけます。なお、授業評

価回答者が 5 名未満の科目については、集計処理はされません。（集計結果の閲覧方法は PORTA に掲載

しております） 
(2) 報告書の作成 
報告書は、400 字程度以上、600 字程度（日本語の場合）でまとめてください。自由記述による授業へ

のコメント、「授業評価集計」および「レーダーチャート」、また実際の授業の様子などに基づいて記述し

てください。また、次の3点については必ず言及していただきますようお願いいたします。①開講当初に

設定していた目標と到達の程度について。②数値データおよび自由記述等を踏まえての担当科目に関する

総合的な自己点検・評価。③次クォーター以降に向けての改善点、今後の抱負、方針などについて、具体

的にまとめてください。報告書の記述は、日本語または英語としてください。 
(3) 報告書の提出 
報告書提出期限までに以下の提出方法で自己点検・評価報告書をご提出くださいますようお願いいたし

ます。なお、「まとめ冊子」に掲載する際、字体、字間、行間などを事務局にて調整する場合がございます

ので、ご承知おきください。 

 

 【提出方法】PORTA（ポルタ：南山大学ポータルシステム）を利用 
PORTA（https://porta.nanzan-u.ac.jp/portal/）の教員メニューより、「授業評価報告」メニューを 
ご利用ください。学外接続の場合は、Can@home の利用が必要です。 

 
(4) 「『学生による授業評価』自己点検・評価報告書」の刊行 
提出された「『学生による授業評価』自己点検・評価報告書」は冊子として刊行いたします。また、授業

評価結果の概要をWeb上で開示いたします。 
 

６．授業改善方策報告書 

学生による授業評価の評定結果が一定の基準以下の科目をご担当の先生から内部質保証委員会および

FD 委員会宛に授業改善方策報告書をご提出いただきます。これは、授業改善に向けての新たな取組を当

該科目担当の先生にお願いすることを目的としています。改善方法の検討に当たりましては、授業担当者

と科目開講責任者（学科長等）・FD委員で話し合いの場をもつこともあります。 
 

７．その他 

「学生による授業評価」関する情報は大学のWebページからご覧いただくことができます。 
http://office.nanzan-u.ac.jp/kyoken/jugyou/ 

  （南山大学ホーム＞日本語トップ＞南山大学 教育企画・研究推進課＞授業評価） 
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８．参考資料 

(1) 「学生による授業評価」設問項目 
 
あなたの授業への参加について 

設問1：この授業を履修する前、あなたは授業の内容について興味を持っていましたか。 

設問2：受講に際して、予習や復習を含め、主体的に授業に参加し、内容を理解しようとする努力を 

しましたか。 

 

授業全体について 

設問 3：オンラインで受講した場合、事前に予告された開始時間は守られていましたか。対面で受講し

た場合、授業の開始と終了の時間は守られていましたか。 

設問4：毎回の授業の構成や進行速度は適切なものでしたか。 

設問5：この授業の到達目標を理解することができましたか。 

設問6：あなたはこの授業の到達目標に向けて力がついてきていると思いますか。 

設問7：担当教員の授業に取り組む姿勢に誠実さ、真剣さを感じることができましたか。 

 

授業運営について 

設問 8：授業中に、教員の声や音声機器の音はよく聞き取れましたか。オンラインで受講した場合でネ

ットワーク環境が不安定だった場合は3を選択してください。 

設問 9：教員は学生の理解度に配慮し、また、教科書、配布資料、視聴覚教材、課題、実技などを効果

的に使って適切に授業を進めましたか。 

設問10：授業の妨げになる行為に対して、適切な対処がされていましたか。 

設問11：学生の学習意欲を引き出し、積極的な授業参加や自主的な学習を促すための、適切な指導や情

報提供はありましたか。 

設問12：質問や相談の機会が、十分に設けられていましたか、あるいは、課題、実習等に対する事前・

事後指導は十分でしたか。 

 

全体的な評価 

設問13：この授業を通して、新しい知識（あるいは、技術や能力）を得たり、理解が深まったと感じま

すか。 

設問14：全体として、あなたはこの授業に満足しましたか。 

 

授業や評価に関する感想など（自由記述） 
設問15：この授業の良かった点、評価できることは何ですか。 
設問16：授業を受講して改善したほうがよいと感じた点や困ったことがあればできるだけ具体的に書い

てください。 
設問17：対面で受講した場合、授業環境（照明、空調、机・椅子、視聴覚機器、外の雑音など）につい

てコメントがあれば、キャンパス環境整備に関する相談窓口等 
（http://office.nanzan-u.ac.jp/kyoken/jugyou/qa.html）を確認の上、使用教室を明記して書い

てください。 
設問18：オンラインで受講した場合、授業環境（インターネット接続、資料の見やすさなど）について

コメントがあれば書いてください。 
 
 
【学部毎の追加項目について】 
「学生による授業評価」について、学部単位（専任教員：所属）等で項目を追加することが可能であり、
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以下の項目を追加してアンケートを実施します。 
 

理工学部向けの追加項目 
設問19：この授業への取り組みについて、最もあてはまるものを一つ答えなさい。（注：「真面目に取り

組む」とは、予習や復習を含め、主体的に授業に参加し、内容を理解しようと努力する態度を

指します。単に出席しただけでは真面目に取り組んだとは言えません。） 
設問20：授業の進行に伴う学習、理解の状況について、最もあてはまるものを一つ答えなさい。 
設問21：この授業の達成目標に挙げられた内容について、全体としてどの程度身についたと思いますか、

最もあてはまるものを一つ答えなさい。 
設問22：この授業で説明された「○○」について、どの程度身についたと思いますか、最もあてはまる

ものを一つ答えなさい。※「○○」の部分は教員が授業でアナウンスします。 
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(2) 「学生による授業評価」自己点検・評価報告書入力画面 
  自己点検・評価報告書をPORTAで入力する必要があります。入力方法はPORTAへ掲載しますので

確認をお願いします。 
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(3) 『「学生による授業評価」実施について（ご案内）』（配付書類） 

＊年＊月＊日 
第＊クォーター授業担当者各位 
                       南山大学内部質保証委員会 委員長代行 青木  清 

南山大学FD委員会   委員長 沢登 文治 
 

2022年度第＊クォーター 

「学生による授業評価」実施について（ご案内） 

 
日頃は南山大学の教育のためにご尽力いただき、まことにありがとうございます。 

本学では、「学生による授業評価」に組織的、継続的に取り組んでおります。本学の「学生による授業

評価」の目的は、各教員が授業方法の改善点を見出し、積極的に自己研鑚を行い、大学全体の教育を質的

に向上させることにあります。そのために、授業に関する自己点検・評価活動を継続し、FD（Faculty 
Development）活動を展開しています。「学生による授業評価」の趣旨をご理解いただき、ご協力のほど

お願いいたします。なお、対象科目について、2020年度より教員1人につき各学期（春学期・秋学期）1科

目に変更となりました。学生へのアナウンス方法等を記載しておりますので、必ず最後までお目通しくだ

さい。 

 
「学生による授業評価」を実施していただく科目はPORTA 掲載の 2022 年度第＊クォーター「学生に

よる授業評価」アンケート実施科目一覧をご確認ください。実施期間になりましたら、次のページをご参

照のうえ、授業中に学生へ適切なご指示をお願いいたします。 
 

 

【授業評価スケジュール】 

日程 内容 
＊年＊月＊日（＊） 「学生による授業評価」実施について（ご案内）をPORTA、授業評価Webページに

掲載 

＊年＊月＊日（＊） 
｜  

＊年＊月＊日（＊） 
「学生による授業評価」の実施期間（学生がPORTAから回答） 

＊年＊月＊日（＊） 「学生による授業評価」結果を教員へ個別にPORTAで公開 

※紙媒体では送付しませんので、PORTAから結果を確認してください。 

＊年＊月＊日（＊） 「学生による授業評価」自己点検・評価報告書の提出期限 

（教員がPORTAから提出） 

＊年＊月頃 南山大学「学生による授業評価」のまとめ 冊子発行 

 
「学生による授業評価」実施の手引は大学のWebページからご覧いただくことができます。 

http://office.nanzan-u.ac.jp/kyoken/jugyou/ 
  （南山大学ホーム＞日本語トップ＞南山大学 教育企画・研究推進課＞授業評価） 

 

ご不明な点は、教育企画・研究推進課（内部質保証委員会事務局）（内線：1184、E-mail：

kenkyu-jimu@nanzan-u.ac.jp）までお問い合わせください。 
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「学生による授業評価」フローチャート 

 
                    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※一定基準に合致した科目の自由記述欄をFD委員会で閲覧させていただき、教育力の向上のため、活用さ

せていただきます。また、一定基準以下の科目について、内部質保証委員会から授業改善方策報告書の

提出を求める場合があります。 

＊年＊月＊日（＊）【対象科目のお知らせ】 
・PORTA、授業評価Webページに『「学生による授業評価」実施について（ご案内）』を掲載し

ます。 

・対象科目は PORTA 掲載の 2022 年度第＊クォーター「学生による授業評価」アンケート実

施科目一覧をご確認ください。「各学期（春学期・秋学期）１教員１科目を対象とする」、

「集中講義や複数教員科目は除く」等の科目選出ルールにより選出しています。 

・学生は各自のスマートフォン等で回答が可能なため、実施期間に入りますと、時間を問わ

ず、どこからでも授業評価に回答可能となります。 

・回答を匿名化処理する関係上、学生は回答を終えたアンケートを、再度回答し直すことは

できません。また、回答の一部修正もできなくなります。 

・特定の授業日での授業評価の実施をご希望の場合は、実施予定日を実施期間前に学生にア

ナウンスしてください。 

＊年＊月＊日（＊）～＊年＊月＊日（＊）【自己点検・評価報告書入力期間】 

・＊年＊月＊日（＊）よりご自身の「学生による授業評価」結果(※）を PORTA で確認でき

ます。紙媒体では送付しませんので、PORTAから結果を確認してください。 

・＊年＊月＊日（＊）までに「学生による授業評価」自己点検・評価報告書をPORTAから入

力してください。 

・結果の閲覧方法および自己点検・評価報告書の入力方法はPORTAをご覧ください。 

 

＊年＊月＊日（＊）～＊年＊月＊日（＊）【「学生による授業評価」の実施期間】 

・実施期間内の授業時間に、少なくとも１回は授業評価への回答時間を確保し、学生へ回答

を指示してください。 

・回答率向上のため、授業時間内に以下の〈回答方法指示〉を読み上げてください。また、

学生が十分に回答できるだけの時間を確保してください。 

＊年＊月頃【『学生による授業評価」のまとめ』冊子刊行】 

・自己点検・評価報告書および集計結果を『学生による授業評価」のまとめ』冊子として

刊行します。 

〈回答方法指示〉（以下の文章を読み上げて、アンケート回答の指示をしてください） 

・この科目は「学生による授業評価」アンケートの対象科目です。このアンケートは大学の

教育を質的に向上させることを目的に行っています。 

・今から、各自のスマートフォン等で PORTA にログインし、学生メニューの「授業評価ア

ンケート回答」から、この授業のアンケートに回答してください。 

・回答は匿名化して処理するため、教員が回答から学生を特定することはできません。 

・スマートフォン等を携帯していない等、この時間に回答ができない学生は、授業終了後に

学内または自宅PC等を利用して回答をしてください。なお、実施期間を過ぎると、授業評

価に回答することができなくなりますので、授業後速やかに回答するようにしてください。 

 



 9 

 
 (4) 授業改善方策報告書の提出依頼文（サンプル）

 
＊年＊月＊日 

＊＊＊＊＊＊＊ 先生 

（科目名：＊＊＊＊＊＊＊） 

 

南山大学内部質保証委員会 委員長代行 青木  清 

南山大学FD委員会   委員長 沢登 文治 

 

授業改善方策報告書提出のお願い 

 

「学生による授業評価」にご協力いただき、ありがとうございました。 
さて、＊年度＊クォーター、授業評価対象となりましたご担当の科目は、授業改善方策報告書をご提出

いただく、以下の基準の＊に該当いたしました。 

カテゴリー1：設問No.3-14の評定平均が3.0未満 
カテゴリー2：設問No.14が3.0未満 
カテゴリー3：設問No.3-14のいずれかが2.0未満 

 
なお、これらの基準に該当する科目は、＊年度＊クォーターに授業評価を実施し、かつ集計処理を行っ

た科目全体の＊.＊％でありました。 
 

設問3 設問4 設問5 設問6 設問7 設問8 設問9 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
設問10 設問11 設問12 設問13 設問14 設問3-14の平均 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
 
つきましては、今後、授業改善の方策としてどのようなことにご配慮されていくかについて、通常ご提

出いただいております自己点検・評価報告書とは別に、改めてご報告いただきたいと存じます。 
報告の書式は自由といたしますので、報告書を＊月＊日（＊）までに、南山大学内部質保証委員会およ

び南山大学FD委員会宛にご提出くださいますようお願いいたします。 
ご提出は電子メイル（kenkyu-jimu@nanzan-u.ac.jp）でも結構です。なお、ご提出いただいた授業改

善方策報告書は、内部質保証委員会の審議資料とさせていただきますので、ご承知おきください。 

ご多忙のこととは存じますが、よろしくお願いいたします。 
 
提出先：南山大学教育企画・研究推進課（内部質保証委員会事務局） 
（電話：052-832-3686, 内線：1184, E-mail: kenkyu-jimu@nanzan-u.ac.jp） 
 

以上 
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「学生による授業評価」実施の手引（最終更新2022.1.24） 

問い合わせ先 

    南山大学 教育企画・研究推進課（本部棟 2階） 

    〒 466-8673 名古屋市昭和区山里町18 

     Phone    （052）832‐3686 （内線番号 1184） 

    Fax      （052）831‐2741 

    E-mail    kenkyu-jimu@nanzan-u.ac.jp 
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