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抄録
「大阪市立大学教育改善・FD宣言」にある教育改善やFDの状況および教員の意識について調査

し、調査結果を相互に活用したり内外に周知したり教育改革･改善に生かしたりするために、「大阪
市立大学の教育・FDに関する教員の意識調査本調査」を、2011年度末に実施した。本稿では、そ
の数値部分の調査結果と分析結果の概要を報告し、本学の教育改善・FDの活動状況と教員の意識
の一端を明らかにした。その結果、日常的な教育実践状況やFD活動への参加状況と意欲を初めと
する各項目の回答から、FD宣言が重視している自立的で恒常的・日常的なFDはかなり幅広く実施
されていることが明らかとなった。また、FD行事等への参加においては、ここ数年で活発化し大
きく拡大した部局FDや同僚とのコミュニケーションなど、FD宣言が重視している日常的FDの比重
が高まり、根付いていることも明らかとなった。さらに、全学FD事業へすでに積極的に参加して
いる教員が一定層いる上に、潜在的参加意欲も大きいことが確認された。

キーワード：教員の意識調査、FD、本調査、教育実践、学習成果の評価
Keywords: Survey for Faculties, FD, Educational Practice, Assessment of Learning Outcomes

はじめに

―「本調査」実施の経緯と本稿の位置づけ

大阪市立大学（以下、本学）は、2011年 3月に「大

阪市立大学教育改善・FD宣言」（以下、「FD宣言」）を

制定し、本学の教育改善のためのFDを「質の高い教

育活動を維持し、教育力の一層の向上に資するための、

教員団を中心とする構成員の自律的で組織的な改善の

活動」と幅広く捉えることを確認した。すなわち、

FDを本学の学生が真に学ぶための質の高い教育の実

施とより良い教育の改善という目的の中で捉え、以前

からも多様に幅広く実施されていた「自己点検活動に

基づく恒常的な教育向上の取組み」を、本学の教育改

善やFDの基盤として再確認した。

そして本学の大学教育研究センターは、本学教員の

このような教育改善・FDに関する活動状況や教員の

意識について調査するために、「大阪市立大学の教

育・FDに関する教員の意識調査本調査」（以下、「本

調査」）を実施した。同様の調査は2003年度にも「教

育・FDに関する教員の意識調査」1 ）（以下、「前回調

査」）として同センターが実施しているが、その後7年

が経過し、あらためて現在の本学の教育改善・FDの

状況や教員の意識を正しく把握し、今後の本学におけ

る教育実践や教育改善に役立てるための調査を実施す

ることとしたものである。

2010年度から検討を始め、「本調査」の準備のため

に、2010年12月～2011年 3月にかけて「予備調査」を

実施した。2011年度にはその結果も踏まえて「本調査」

の質問項目を検討し 2 ）、2011年度末（2012年 2 月～）

に調査を実施した。実施にあたっては、教育研究評議

会で依頼を行った。

2012年度には、調査結果全体の入力・集計・整理と

数値データ部分を中心とする分析を行った。2012年度
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に数値データ部分を中心とする分析を行ったのは、今

回の「本調査」では、教員の日々の教育実践や教育改

善意見をより詳しく拾い上げることを目的として、自

由記述による回答項目を多く設定したため、自由記述

データの入力・整理に時間を要したことによる。その

結果は、自由記述データ部分の整理・分析の中間報告

3）や「予備調査」報告とともに同年度末の2013年 3月

に報告書 4）としてまとめた 5）。

本稿では、「本調査」の数値部分の調査結果とその

分析結果の概要を報告し、本学の教育改善・FDの活

動状況と教員の意識の一端を明らかにする。

1 ．「本調査」の目的と活用方法

「本調査」は、上述の通り、本学の教育に関わる各

教員が、日々の教育活動の改善やFDとしてどのよう

な工夫や試行錯誤を行い、またどのようなニーズや本

学の教育の現状や課題への意見を持っているかを明ら

かにすることを目的とした。より具体的には、以下の

2点を目指した。

【「本調査」実施の目的】

（1）本学の教育の基盤である、教員および教員団が日

常的・恒常的に取り組んでいる（とくに大学教育特

有の）教育実践の工夫や教育改革・FDの取り組み

状況を拾い出し、明らかにするためであり、それは、

第 1には（A）教育改善のヒントとして相互に活用

するために、また副次的には（B）教育改善・実践

について本学が真摯に取り組んでいることを内外に

明示するために実施する。

（2）本学の教育実践の状況および大学全体や部局の教

育改善・FDのあり方や課題に関する教員の意識や

意見等を拾い上げ、その結果を本学での教育の充実

やFDのあり方・方向性を考える議論に生かすため

に実施する。

そして、このような目的を達成するために、調査結

果を、以下の 4つの方法で活用することとした。

【本調査の目的を達成するための活用方法】

「本調査」で得られた結果は、まず、（1）調査結果

全体を報告書にまとめて配付したりWEB上に公開す

ることに加えて、（2）調査の結果集まった日々の授業

に効果的な教育的工夫や取組の事例を、個々の教員が

活用しやすい形に整理分類・加工してWEB上に公開

する等、必要に応じて検索、活用できる形にして情報

提供する。具体的には、教育実践の取組事例に関する

自由記述部分を中心により詳細な分析を行い、教員相

互に活用しやすい形で整理し取りまとめて、WEB検

索システムとして提示する。また、（3）「本調査」で

得られた結果は、教育研究評議会等にも報告し、「本

調査」で集約された本学の教育・FDに関する教員か

らの意見・要望・課題を提示し全学的に広く共有し

て、今後の教育改善の議論のために役立てられる情報

として提示するほか、（4）各種委員会やワーキンググ

ループからの要望に応じて関連する調査結果を報告

し、具体的な教育改善検討に活用できるように提供す

る。

2 ．実施・回収結果概要と集計結果のまと

め方

「本調査」の実施や回収結果の概要は以下の通り。

実施時期：2012年 2月～ 3月（ただし、回答回収期

限を 4月まで延長した。）

配付対象：本学の全専任教員および全特任教員計

889名

回 収 率：32.5％（289／889件）

回答率が高かった部局は、看護学研究科（52.0％）、

その他（45.9％）、理学研究科（39.5％）、医学研究科

（35.9％）であり、回答率の高い職階は、助教（57.1％）、

次いで、講師（35.8％）であった。

なお、医学研究科については回答数が111件であり、

全学の回収総数289件の 4割弱を占めている上、医学

研究科と他部局での回答傾向が異なる部分も多いた

め、集計結果は、（a）全学（全部局）合算、（b）医学

研究科以外の部局、（c）医学研究科のみの別でまとめ

て分析したが、本稿では限られた紙面の中、（a）全学

の結果を中心に分析することとする 6）。
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3 ．回答者の属性に関する傾向

3－ 1 ）大学での通算教育年数（市大内での教育年数）

回答者の教育年数について、（a）全学では、10～15

年未満と 5年未満が多かった。さらに「前回調査」の

ように10年刻みにまとめてみると、0～10年未満が最

も多く、10～20年未満、20～30年未満、30年以上の順

に減っている。10年刻みのこの傾向は、「前回調査」

とも同様であり、割合も大差はない。

3 － 2 ）市大内での教育関連の役職経験

教育関連の役職経験として、（a）全学の教員で多か

ったのは、部局の教務関連委員、教育関連の委員会

WGメンバー、全学の教務関連委員などであった。

3 － 3 ）過去 5 年間での授業担当内容（複数回答有）

（a）全学の教員で授業担当の経験が多かったのは、

学部専門教育であり 8割以上を占めていた。次に大学

院教育が多く65％程度だった。その次に多かったのは、

全学共通教育の総合教育科目や他大学非常勤であり、

いずれも 3割程度だった。なお、授業担当がない教員

は、1割弱（ 9％）、だった。

「前回調査」と比較すると、全学共通教育（総合・

基礎・外国語・健スポ）の担当割合はほぼ変わらず、

学部専門教育の担当や大学院教育の割合は 1割弱減っ

ている程度だった一方、他大学非常勤が半減してい

た。

4 ．各質問項目別の回答の傾向と分析

「本調査」の質問項目Q1～ 8の各項目（末尾調査

票参照）について、結果概要と分析結果を以下にまと

める。

4 － 1 ）Q1：大学教員としての活動状況について

この項目については、全体的に、大学運営や社会貢

献（含、病院診療）および教育に費やす時間の実際の

割合が理想の割合よりも大きいことにより、研究時間

の割合が理想より少なくなっていることが、以下の通

り指摘できる。

（a）全学の傾向としては、教員全体における活動

割合の理想では、研究（ 4割）→教育（ 3割）→社会

貢献（ 2割）→大学運営（ 1割）の順に多くの時間を

取りたいとしていた。これに対する、過去 1年間の実

際の状況としては、教育（ 3割強）→研究（ 3割弱）

→社会貢献（ 2割強）→大学運営（15％）となってお

り、理想に比して研究が 1割以上少なく、大学運営が

5％程度多くなっており、教育と研究の割合が逆転し、

いずれも 3割前後の時間が取られていた。

なお、「前回調査」では、理想と現状ではなく重要

度を聞いていたり、大学運営の項目がなかったりした

ので「本調査」との単純比較は出来ないが、今回の理

想の割合と近い傾向があると仮定して比較をしてみる

と、研究→教育→社会貢献の順で時間を多く取りたい

と考えているあるいは重視している点は共通してい

た。また、「前回調査」にあわせて、今回の「本調査」

の大学運営以外の 3項目で100％になるように換算し

たところ、教育が若干減って社会貢献が増加している

のみで、ほぼ「前回調査」と同程度の割合となった。

4 － 2 ）Q2：大阪市立大学の教育目標について

「FD宣言」にもあるように、「本学の学生に真に学

ばせる」ために重要だと考えられる本学の教育目標に

ついては、（a）全学の教員全体、（b）医学研究科以外、

（c）医学研究科ともに大体同じ傾向を示しており、9

つの選択肢の大半が、本学の教育目標として重要であ

るとの見解が示された。詳細すると、次のような結果

であった。

中でも、とくに重視されていたのは、以下の 3項目

―すなわち「教育目標②：学生が学問的興味を持って

学ぶことを促す教育」、「教育目標①：教育目標学生の

自主性を尊重し、学生が自律的に学ぶことを促す教

育」、「教育目標③：学生に学問的な基礎知識や方法論

をしっかり身につけさせる教育」であった。「大変当

てはまる」を 6 割程度の教員が、「大変当てはまる」

「やや当てはまる」を合わせると約 9割の教員が選択

していた。

次に多く選択されていたのは、「教育目標⑥：学生

に言葉やシンボルを使って自分の見解や見つけた解を

正しく表現させる教育」、「教育目標⑤：学生に学問的
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課題や現代社会や自然の抱える課題等に気づかせ理解

させる教育」、「教育目標⑨：学生に学問的な新しい発

見や知識の創造を行うことを促す教育」、「教育目標

④：学生に学問的で高度な知識や方法論をしっかり身

につけさせる教育」、「教育目標⑧：学生に多様な人と

共に学び協働し合う力や姿勢を身につけさせる教育」

の 5項目であり、それぞれ「大変当てはまる」が 3～

4 割程度、「やや当てはまる」も合わせると 8 割程度

がこれらを重要であるとしていた。

さらに、上記の項目よりはやや選択割合が低かった

1項目「教育目標⑤：学生に解を見つけにくいまたは

幾通りもの解のある大きく難解な課題に積極的に取り

組ませる・取り組む姿勢を身につけさせる教育」につ

いても、「大変当てはまる」が 2割程度、「やや当ては

まる」と合算で 6割程度が本学の教育として重要であ

るとしていた。

4 － 3 ）Q3：授業において実際に行っている工夫・

改善

今回の調査の目的（1）にある通り、「本調査」は、

「本学の教育の基盤である、教員および教員団が日常

的・恒常的に取り組んでいる（とくに大学教育特有の）

教育実践の工夫や教育改革・FDの取り組み状況を拾

い出し、明らかにする」ことを目指して実施した。そ

のため、効果的だった取り組み 3事例と効果的ではな

かった取り組み 1事例を自由記述で回答出来るように

するなど、このQ3は大きな重点を置いて設定した項

目であった。（これらの自由記述事例の分析結果は本

紀要別稿 7）を参照されたい。）全20項目を、1）「学生

に学ばせる観点からの工夫」と 2）「教員が実施する

という観点からの工夫」とに分けて設定し、それらの

取り組み状況や、重要性などについても聞いている。

Q3の数値部分回答結果の概要としては、「学生に学

ばせる観点からの工夫」は全項目とも大半の教員が、

「教員が実施する観点からの工夫」も大半の項目につ

いて多くの教員が取り組んでいた。また、「前回調査」

項目と類似の項目では、「⑲他教員との話し合い」の

1項目を除いた全ての項目で、前回調査よりも実施率

が上がっていた。「他教員との話し合い」は、近年急

速に増加した部局FDの中に吸収された可能性がある。

Q3-1）【学生に学ばせる観点からの工夫】（ 9 項目）

「学生に学ばせる観点からの工夫」全 9項目の内 7

項目が、「現在行っている」「過去に行ったことがある」

を合わせた累計では 8割程度以上の多くの教員によっ

て取り組まれた経験があり、残りの 2項目も 7割程度

が取り組んだ経験があった。

中でも、最も多かったのは、「①学問や扱う課題に

対する興味・関心を喚起させ、知的好奇心を刺激する

ための工夫」であり、（a）全学と（b）医学研究科以

外で 8割以上が、（c）医学研究科でも 7割以上が「現

在も行っており」、「過去に行ったことがある」とする

教員も合わせると（a）（b）（c）いずれも 9 割前後が

取り組んでいた。また、その重要性についてのポイン

トもこの項目が一番高かった。

（a）全学で次に多く取り組まれていたのは、「②学

問的知識の定着・吸収をさせるための工夫」、「⑤学生

に自分で考えさせる（思考力を育成する）ための工夫」、

「⑦授業時の学生の学習成果や理解度を把握したり学

生と教員との双方向の意思疎通をはかったりするため

の工夫（小テスト、小レポート、コミュニケーション

ペーパーなど）」であり、いずれも現在も 7割程度が

取り組んでいた。過去に行ったことがあるも合わせる

と 9割弱が取り組んでいる。

この他、「③学問の方法論や専門技術を習得させる

ための工夫」、「④大学での学びへの動機づけや自律的

学習・積極的学習を習慣づけさせるための工夫」およ

び「⑥論理的に書かせたり話させたり、適切に表現さ

せるための工夫」は、現在 6割程度が取り組んでおり、

過去に行ったことがあるを合わせると 8割近くが取り

組んでいた。

さらに、残る「⑧学生相互の意見交換や共同学習の

場を持たせるための工夫（グループワーク・ディスカ

ッション・ディベートの導入等）」、「⑨授業外での学

習を支援するための工夫」についても、現在約半数

（ 5割弱）の教員が取り組んでおり、「過去に行ったこ

とがある」も合わせると 7割が取り組んだ経験があっ

た。

ちなみにこれらの項目は、（b）医学研究科以外と

（c）医学研究科では実施の度合いや順番が若干異なる

点があった。（b）では、①→⑦→⑤→②→③→⑥→④
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→⑨→⑧と続き、①⑦⑤は 9割以上に取組み経験があ

り現在も 8割が実施していたのに対し、（c）では、①

→②→⑤→③→④→⑦→⑥→⑧→⑨と続き、①②⑤は

8割以上に取組み経験があり現在も 6～ 7割が実施し

ている。（b）（c）いずれも①と⑤がより多く取り組ま

れている点は同様だったが、（b）で上位だった⑦小テ

スト等の実施が（c）ではやや低く、むしろ（c）では、

②知識の定着・吸収がより上位に来ている点が異なっ

ていた。

なお、重要性の選択肢を、重要性の強さに応じて 1

～ 4の得点に変換し（ 1点：重要でない、2点：あま

り重要でない、3点：やや重要である、4点：重要で

ある）、その得点の平均値を検討したところ、上記

「①～⑦」の項目に関しては、（a）全学で、3.5～3.8点

程度の得点となり、重要性が強く認められている。ま

た、残りの「⑧～⑨」についても、「やや重要である」

を変換した 3点以上の得点（3.3および3.0）となって

おり、やはり一定の重要性が認められている。

Q3-2）【教員が実施する観点からの工夫】（11項目）

「教員が実施する観点からの工夫」の項目の大半も、

全学的に多くの教員が取り組んでおり、全11項目の内、

6項目について 8割程度以上の教員が取り組んだ経験

があり、4項目について 7～ 8割以上が現在も取り組

んでいる。

（a）全学で、現在最も実施されていたのは「⑭教

員が豊富な知識を持つための努力」であり、8割以上

（（b）医学研究科以外では89％）の教員が実施してい

る。このほか、「⑮教員が優れた研究力を持つための

努力」もやはり 8 割程度（（b）医学研究科以外では

86％）の教員が実施しており、自身の知識/研究力の

向上には真摯に取り組んでいる教員が多いことが確認

された。

「現在行っている」割合に「過去に行ったことがあ

る」割合を合わせて累計 9割以上だった項目は、上述

の「⑭教員が豊富な知識を持つための努力」（93％）、

「⑮教員が優れた研究力を持つための努力」（93％）、

そして、「⑬専門分野における重要な知識や最新の研

究成果を授業に取り入れる工夫」（91％）、「⑰視聴覚

機器を活用する工夫（映像やパワーポイント、その他

の機器を用いた授業など」（90％）であった。⑬と⑰

は 7割以上の教員が現在も実施している。

続いて累計が 8割以上だった項目は、「⑪その科目

の目的に合わせた、学期中の授業全体の一貫した講義

計画の作成・授業概要の説明等、授業の意義や重要性、

目的などを明確に伝えるための工夫」（82％）と「⑯

話し方や板書の仕方の工夫」（80％）であり、現在も

6割以上が実施している。さらに累計 7割程度以上だ

った項目は、「⑫日々の授業に就いての文書による講

義案（シナリオ等）の作成」（73％）→「⑲授業のあ

り方について他の教員と話し合い、改善に役立てる工

夫」（68％）であり、現在は⑫が 5割、⑲が 3割程度

の教員により実施されている。

また、累計が 6 割弱だったのは「⑩TAや授業補助

などの配置など、授業を円滑に進めるための教育体制

の工夫」（58％）であり、現在は 3割程度が実施して

いる。「⑳その他」（ 4％）を除いて、唯一取組が少な

かった項目は、「⑱英語で講義を行うなど、国際性を

意識するための工夫」（26％）であり、「今までに行っ

たことがない」とする教員も 7割近く（68％）いた。

この⑩と⑱の項目は、現在の本学の厳しい財政や本学

のこれまでの特色から、低くなっているものと思われ

る。

なお、この項目群では、（b）医学研究科以外で⑪授

業の意義・目的等を伝える工夫が、（c）医学研究科で

⑰視聴覚機器の活用が、より多く実施されていた点が

異なる程度で、（b）と（c）での違いはあまり見られ

なかった。

重要性の得点変換値については、上記で実施が多か

った項目⑭と⑮は、「重要である」（ 4点）と「やや重

要である」（ 3点）の中央値よりも高い3.6点となって

おり、重要性が認識されている。また、残りの項目も

「⑱英語で講義を行うなど、国際性を意識するための

工夫」（2.7点）以外はすべて3.0～3.5点の間の得点と

なっており、やはり一定の重要性が認められていた。

以上のうち、累計の経験としては 6割を超えていた

「⑲授業のあり方について他の教員と話し合い、改善

に役立てる工夫」について、現在の実施が 3割弱にと

どまっている要因として、近年の教員削減による負担

増による時間不足や部局FDの活発化に吸収されたこ

となどが推察される。
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また、全体を通して言えることであるが、「過去に

行ったことがある」取り組みの中には、実施してみた

があまり効果が得られなかったものも含まれていると

考えられる。また、担当している授業形態やその対象

によって取り組みの傾向が変わる可能性もある。これ

等の点については、先述の別稿 8）を参照されたい。

4 － 4 ）Q4：学生の学習成果の把握について

Q4－（1）学習成果把握に役立った・有効だった手段

（a）全学で有効だった手段として多かったのは、

「①授業時間内での小テストやミニレポート、中間試

験による評価」（55％）、「④期末試験や期末レポート

での評価」（51％）だった。このほか比較的多かった

のは、「②授業内容への質問、感想票を用いた対話型

授業の実施」（37％）、「⑦卒論・卒業研究、学位論文

など、それまでの学習全体を統合する成果の評価」

（34％）の方法であった。さらに、「⑥部局や大学など

で組織的に行われる授業評価アンケートの実施」は 2

割程度、「③授業の目的と到達目標に沿った評価方法

の採用」、「⑤自分で用意した授業評価アンケートの実

施」などの方法は 1割程度のみが役立つ・有効だとし

ていた。

Q4－（2）学士課程教育における学生の学習成果把握

のために重要な事項

この項目は、（a）全学、（b）医学研究科以外、（c）

医学研究科ともに、重視する順番や割合は多少異なる

ものの重視されていた上位 4項目が一致していた。重

視されていた項目は、「教員間で情報を共有すること」

39％（（a）全学の数値以下同様）、「卒論・卒業研究、

学位論文など、それまでの学習全体を統合する成果の

評価方法・評価基準の確立」34％、「部局ごとの学習

成果把握のためのシステムや体制の整備」31％、「学

習成果把握についての、学生自身の意識や態度」30％、

だった。

4 － 5 ）Q5：学習支援・学生支援について

Q5－（1）教員個人の立場での対処の重要性

（a）全学教員および（b）医学研究科以外、（c）医

学研究科のいずれもの 6割以上（（a）全学で67％）が、

何らかの事情により学習意欲を持てない学生や学力的

についてこられない学生に対し、教員個人の立場で対

処（授業内での配慮や授業外での指導等）することを

「重要だ」としていた。

また、実際に「対処している」のは、（a）全学で

42％、（b）医学研究科以外で50％、（c）医学研究科で

29％だった。この項目は、（b）医学研究科以外と（c）

医学研究科で、対応の有無に1.5倍以上の違いがある

が、「該当する学生に接したことがない」という教員

が（b）医学研究科以外では 2割弱なのに対して、（c）

医学研究科のみでは4割以上と大きく異なるためだと

考えられる。一方、「対処していない」としたのは、

（a）全学で25％だった。

Q5－（2）全学の組織的支援・体制として

また、上記のような学習意欲を持てない・学力的に

ついてこられない学生に対しての、「全学的支援や体

制」と「部局毎の支援や体制」について、（a）全学で

は各 5 割弱が、（b）医学研究科以外では 6 割弱が、

「十分ではない」としていた一方で、（c）医学研究科

では逆に 5割程度が「十分である」と評価していた。

この違いも、前項で述べたとおり、そもそも医学研究

科では「該当する学生に接したことがない」とする教

員が多く、必要性自体を認めていないことが理由とし

て考えられる。

Q5－（3）困難を抱えた学生の受講状況

本学の授業において、各種の障がい等の困難を抱え

た学生が受講していた経験があるかどうかについて

も、（b）医学研究科以外と（c）医学研究科のみの傾

向は大きく異なっていた。すなわち、「特に困難を抱

えた学生は受講したことはない」と答えた教員が、（c）

医学研究科では 7割以上（72％）もいたのに対し、（b）

医学研究科以外の部局では4割程度（39％）のみであ

った（＝逆に 6割程度の教員が何らかの困難を抱えた

学生が受講していた経験があると考えられる）。

4 － 6 ）Q6：教育改善・全学FD・部局FD・日常的

FD

各種教育改善・FD活動への参加状況や参加意欲も、

（b）医学研究科以外と（c）医学研究科では異なって

いた。

FD活動 1）～ 6）別の状況は以下に個別に示すが、
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「前回調査」との比較のみ先に示しておくこととする。

「前回調査」では、（i）FD研究会、（ii）教育改革シン

ポジウムと（iii）公開授業 9）の 3つについての参加経

験を聞いていたのみであったが、これと比較すると、

「本調査」では（i）と（ii）の参加経験の割合が減少

している。これは、近年、その他FDワークショップ

や大学教育研究セミナーなどの多様な全学FD行事が

増えたり、各部局単位でのFDが飛躍的に充実したり

したことによって、より日常的レベルな部局FDにFD

の軸足が移行したことによると考えられる。

Q6-1）全学FD事業（FD研究会、教育改革シンポジウ

ム、FDワークショップ、大学教育研究セミナー）

（b）医学研究科以外では、全学FD事業の 4つの催

しいずれにも、「良く参加している」と「たまに参加

している」および「参加したことはないが今後は参加

してみたい」を合わせると、8割程度～ 9割弱（79～

87％）が積極的に関わっているあるいは関わる意欲を

持っていることが分かった。中でもFD研究会は、「良

く参加している」と「たまに参加している」合わせて

6割以上（65％）となっており、多くの教員の参加経

験がある。その他の教育改革シンポジウム（51％）、

FDワークショップ（49％）、大学教育研究セミナー

（44％）も「良く参加している」と「たまに参加して

いる」合わせて 4～ 5割の教員が参加している。

これに対し、（c）医学研究科では、全学FD事業の 4

つの催しいずれにも、「良く参加している」と「たま

に参加している」および「参加したことはないが今後

は参加してみたい」を合わせて、5～ 6割が積極的に

関わっているあるいは関わる意欲を持っていた。とく

に、「良く参加している」はFDワークショップに少し

見られるのみで、「たまに参加している」が、いずれ

も 1割前後にとどまっていた。一方で、「参加したこ

とはないが今後は参加してみたい」との意欲がある教

員がいずれも 4割程度いた。

上記②③の結果を受けて、（a）全学合算では、全学

FD事業の 4つの催しいずれにも、「良く参加している」

と「たまに参加している」および「参加したことはな

いが今後は参加してみたい」を合わせて、7割以上が

積極的に関わっているあるいは関わる意欲を持ってい

た。また、「良く参加している」と「たまに参加して

いる」を合わせると、FD研究会で 4 割以上（45％）、

それ以外の 3つの催しで 3割以上（32～37％）が参加

しており、「今後は参加してみたい」としていたのは

いずれも 3～ 4割弱（32～39％）だった。

Q6-2）各部局のFD活動

ここ数年で大幅に活発化し拡大したのが、各部局の

FD活動であり、今回調査でも、多くの部局において、

そこに参加する教員が多数いることが確認できた。

すなわち（b）医学研究科以外では、4 割以上

（46％）の教員が「良く参加している」としており、

「たまに参加している」の 3割弱（28％）を合わせる

と、7 割以上（73％）の教員が参加していた。また、

「今後は参加してみたい」教員（17％）を合わせると

90％もの教員がすでに参加していたり意欲を示してい

たりすることが分かった。

（c）医学研究科においては、「良く参加している」

と「たまに参加している」および「今後は参加してみ

たい」を合わせて 6割強（62％）であり、「良く参加

している」と「たまに参加している」を合わせると 1

割強（15％）だった一方で、「今後参加してみたい」

と意欲がある教員が 5割近く（47％）いることが分か

った。

これらの結果を受けて、（a）全学では、部局での

FD活動に「良く参加している」としたのは 3 割

（30％）、「たまに参加している」の 2割教（22％）と

合わせて 5割以上（52％）、半数以上の教員がすでに

参加しており、さらに 3割弱（28％）の教員が「今後

参加してみたい」と意欲を見せており、全学の 8割の

教員が既に参加あるいは潜在的な参加意欲を持ってい

ることが明らかとなった。（残りの 2 割の教員の内、

明確に「今後も参加する気はない」と答えたのは16％

程度のみだった。）

Q6-3）同僚との教育に関わる活動や教育に関するコ

ミュニケーション

「FD宣言」で重視している日常的・恒常的な教育

改善・FD活動にも大きく関わると考えられるのが、

先述の部局毎のFDとともにこの「同僚との教育に関

わる活動や教育に関するコミュニケーション」の項目

である。この項目についても、大半の教員がすでに積

極的に行っているか行う意欲を持っていることが分か
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った。

すなわち、（b）医学研究科以外では、3 割以上

（34％）の教員が「よく参加している（行っている）」

としており、「たまに参加している（行っている）」と

する 4 割弱（38％）の教員と合わせると 7 割以上

（71％）がすでに実施・参加していた。また、「今後参

加したい（行いたい）」とする教員も 2割程度（19％）

おり、合わせて 9割（90％）に登った。残りの 2割弱

の教員の内、明確に今後も行う気はない（参加する気

はない）との意思表示をしていたのはわずか 5％のみ

だった。

（c）医学研究科でも、この項目に対する参加が各

種FD活動の中で一番多く、「よく参加している（行っ

ている）」が 1 割強（12％）、「たまに参加している

（行っている）」としていたのが17％で、合わせて 3割

弱（28％）がすでに行っており、また 4割近く（38％）

が「今後参加したい（行いたい）」としており、合計

すると 6割以上（66％）の教員がすでに行っているあ

るいは行う意欲を持っていた。今後も行う気は無いと

の意志を示したのは 4分の 1程度（24％）の教員だっ

た。

これらの結果から、（a）全学の教員全体の傾向とし

ては、「よく参加している（行っている）」が26％、

「たまに参加している（行っている）」としていたのが

30％で、合わせて 5割強（56％）がすでに行っており、

また26％が「今後参加したい（行いたい）」としてお

り、合計すると 8割以上（82％）の教員がすでに行っ

ているあるいは行う意欲を持っていた。

Q6-4）学外のFD研修会

学外のFD研修会については、（a）全学、（b）医学

研究科以外、（c）医学研究科いずれも傾向が似ており、

「よく参加している」と「たまに参加している」を合

わせて1割前後、「今後は参加してみたい」が 4割程度

で、すでに参加しているあるいは参加意欲がある教員

は 5 割前後（半数程度）となっていた。学外のFD研

修会には、現時点では参加は少ないが、潜在的な参加

意欲は一定程度あることが分かった。

4 － 7 ）Q7：本学の教育改善のための組織的重要事項

本学の教育改善のために組織として重要なことにつ

いて、（a）全学で選択が多かった上位 3点は、「学生

の学力や興味・関心の状況の把握と理解」（31％）、

「学部専門教育カリキュラムの改善」（30％）、「教育施

設・設備の充実強化」（28％）だった。それらに次い

で多かったのは、「全学共通教育カリキュラムの改善」

（23％）、「教員の教育能力の適切な評価」（21％）、「大

学院教育カリキュラムの改善」（19％）、「大学全体の

教育情報や教育資源を集約し把握する体制の整備」

（16％）などだった。全体として少なかった事項は、

「本学の教育カリキュラム運営体制の改善」（13％）や

「教育研究の機会の増加」（12％）だった。

おわりに

―「本調査」数値部分の分析結果全体の概観

以上、今回の「本調査」におけるQ3の教育実践状

況やQ6のFD活動参加状況や意欲を初めとする各項目

の回答を見る限り、本学の「教育改善・FD宣言」が

重視している自立的で恒常的・日常的なFDはかなり

幅広く実施されていることが明らかとなった。

FD行事等への参加においては、ここ数年で活発化

し大きく拡大した部局FDを初めとして、同僚とのコ

ミュニケーションなど、FD宣言が重視している日常

的FDの比重が高まり、根付いてきていることが明ら

かとなっている。全学FD事業についてもすでに積極

的に参加している教員も一定層いる上に、潜在的参加

意欲も大きいことが確認され、今後の情報周知や開催

の工夫などにより、それらの潜在的参加意欲を持った

層の参加を引き出せる可能性も大いにあると思われ

る。

一方で、今回の回答者の傾向について、以下の点に

注意しながら読み解く必要もある。すなわち、Q6の

各種FD活動に関する「本調査」回答者数と近年のFD

研究会および教育改革シンポジウムの実際の参加者割

合（のべ数ではなく、参加したことのある教員の実数10））

から算出した割合とを比較して、今回の「本調査」回

答者層を確認した結果、FD研究会は、「よく参加」し

ている参加者の 8割程度、「たまに参加」の 7割弱が

回答しており、「参加なし」は 2割弱の回答率だった。

また、教育改革シンポジウムは、同じく「よく参加」
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の 6割、「たまに参加」の 5割弱の回答率、「参加なし」

は 2割強の回答率だった。このことから、今回の「本

調査」は、全学のFD行事に積極的に参加しているFD

に熱心な教員が中心に回答した調査となっていること

が分かる。

このように、「本調査」回答者は全学FD事業への積

極的参加者が多く含まれており、今回の結果がそのま

ま全学の実態であるとは言えない可能性もある。しか

し、FD行事にこれまで参加してこなかった教員層の

大半に潜在的参加意欲があることも確認され、教育改

善・FDへの一層の積極的推進の可能性も見えた。

なお、（b）医学研究科以外と（c）医学研究科とで

回答傾向が似ているもの（教育目標Q2や学習成果把

握時の重要事項Q4（2）等）もあったが、とくに教育

の工夫（Q3）や学習支援・学生支援（Q5）およびFD

活動参加（Q6）等のように異なる結果となっている

ものも多かった。両者の回答傾向の違いは、さまざま

な理由に起因すると考えられるが、Q3の教育実践上

の違いの 1つの理由としては、医学研究科の教育が医

師養成のために一定量の知識・スキル習得の到達度評

価を重視する教育を行っているという特性が挙げられ

るだろう。またQ4の学習支援上の相違は学生の特性

の違いにも起因していると考えられる。さらにQ6の

FD参加については、医学研究科の教員規模が大きい

ことやキャンパスが離れていることも要因として考え

られるだろう。

以上の点を含めた今回の数値部分の回答結果のより

詳細な要因分析のためには、本紀要別稿の他にも自由

記述回答データのさらなる分析が必要となるが、本稿

の紙面の分量の制約上、別途まとめることとしたい。

また、今回の｢本調査｣の具体的取組事例の自由記述

データについては、当初の目的や活用方法にも挙げて

いたような、教員相互に各教育実践に日常的に活用出

来る形でのWEB検索システム構築を現在進めている。

注

1 ）大阪市立大学大学教育研究センター（2005）『「FDに関

する教員の意識調査」報告書』

2）「予備調査」の結果とそれを踏まえた「本調査」の項目

検討の詳細については、飯吉弘子（2012）「大阪市立大

学の教育・FDに関する教員の意識調査「予備調査」か

らの考察―意識調査「本調査」設計に向けた示唆―」大

阪市立大学大学教育研究センター『大学教育』第10巻第

1号を参照のこと。

3）自由記述データについては、1）教育実践の取り組み事

例部分―Q3（2）および（3）―は授業種類別に分類し、

2）教育・FDに関する改善意見―Q3（4）～Q8―は意見

の内容に応じた整理分類を行った。

4）大阪市立大学大学教育研究センター（2013）『「大阪市立

大学の教育・FDに関する教員の意識調査」本調査数値

部分報告書、本調査自由記述部分報告書（中間）、予備

調査報告書』

5）これらの調査の設計・実施・分析は、すべて大学教育研

究センターの各種会議での検討・審議を経て進められた

ものであるが、「本調査」は、大学教育研究センター専

任研究員の飯吉弘子と同非常勤研究員の平知宏が、調査

の設計・実施と調査結果の整理・分析を主に担当した。

6）部局毎の度数および割合データのほかに、役職経験別ク

ロス集計割合と度数のデータも集計分析したが、本稿で

は割愛することとした。

7）本紀要に別途掲載の平・飯吉の資料論文参照。平知宏・

飯吉弘子（2014）「教育実践の取組みの事例の分類に基

づく、大阪市立大学における教育改善・FDの実態」大

阪市立大学大学教育研究センター『大学教育』第11巻第

2号、pp.71-78。

8）同上。

9 ）従来から行っていた公開授業をさらに発展させた形の

FD活動として、近年はFDワークショップ（授業デザイ

ンワークショップ）を実施している。

10）FD研究会は過去 5年間、教育改革シンポジウムは過去 8

年間の参加教員名簿から、参加したことのある教員の実

数を拾い出し、全教員実数に対する割合を算出した。そ

の際、参加頻度ごとの割合も算出した。（例えば過去 5

年中 3回以上出席：よく参加、1～ 2回出席：たまに参

加、で計算するなど。）
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67

大阪市立大学『大学教育』 第11巻　第 2号　2014年 2月



68
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