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学生による授業評価

大学における授業改善

「学生による授業評価アンケートが多く実施」

利点：実施が容易

欠点：学生による主観的な評価
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学生

フィードバック

教員

わかりづらい
難しい

課題：学生の主観的評価を
教員の授業改善にいかにつなげるか

どこを改善すれば・・・授業評価
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先行研究（教授行動を推定する方法の提案）
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映像配信

教授行動推定

撮影

教員

受講者
授業評価

教
員

下線を引く回数が
少ないようです

下線引きを意識して
講義映像を見よう

米谷ら[1]の研究

授業改善支援のための講義映像フィードバックシステム

授業評価から教授行動の回数を推定する機能の開発
教授行動：授業における教員の観測可能な行動

学生による授業評価から
教授行動を推定することは有益[1]

サーバ

対面講義
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先行研究（教授行動の種類の充実）

米谷ら[1]の研究の課題
下線引きが少ないようです
文字色の変更回数が多いです

米谷ら[2]の研究

システム[1]で提示する教授行動の種類の充実
北尾ら[3]の定義した教授スキルの評価観点に従い教授行動を定義

提示可能な教授行動は2種類

教授スキルに基づく教授行動の充実

教授スキル
適当な間合いをとって話した
重要な所は強調して教えた

教授行動
3秒以上の間合い
黒板の指さし

授業の改善点を把握するためには
教授行動の種類が不足
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研究目的
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教授行動の種類を充実させる方法の提案

米谷ら[2]の研究の問題点

教授スキルを参考に教授行動を定義

教授行動を定義する方法については
明らかにされていない

教授行動を定義する客観的な方法は確立されていない

(Ⅰ)どのような情報を基に教授行動を定義するか…
(Ⅱ)何をもって教授行動とするのか…
(Ⅲ)どのようなプロセスに沿って教授行動を定義するか…
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(Ⅰ)抽象的教授スキル
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北尾ら[3]の研究

教授スキルを自己評価するための視点の検討

北尾らの定義した教授スキルに基づいて教授行動を定義

教授スキル評価項目
友達の発言をよく聞くように配慮した
子どもがよい発言をしたときにほめてやった
子どもの目をみて話した
導入で何を学ぶかはっきりさせた

表1 北尾らの定義した教授スキル (一部抜粋)

「ごく普通の授業について一般的に効果的であると
判断されるような教授行動のパターン[3]」

ベテラン教員の意見を参考に30項目の教授スキルを定義

教授スキル

教授スキルを複数の教授行動に具体化することが可能
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a. 観察が可能な行動
b. 表現が明確であり理解しやすい行動
c. 複数人が全員同一の行動であると認識できる行動

(Ⅱ)教授行動の条件
応用行動分析学[6]における

「適切な行動の条件[5]」に基づく教授行動の選定
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教授スキルに含まれる抽象的な表現を具体化

適切な行動の条件

以上の条件を満足しない表現を「抽象的表現」と定義

「～しない」のような否定的な表現は
「適切な行動の条件」を満たさない

「～する」のように
表現を変更

「重要な」「大切な」などの表現は
授業内容に依存

該当する表現を
削除
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(Ⅲ)具体化のプロセス
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（１）具体化したい教授スキル評価項目を選択

（２）「重要」などの授業内容に関与する表現を削除

（３）「～をしない」などの否定的表現は
「～をする」という肯定的表現に変更

（４）教授スキル評価項目に含まれる
抽象的な表現になっている部分を探す

（５）それらの抽象的な表現を具体化
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適用事例
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教授スキル 具体化の操作 教授行動

重要な所は
強調して教えた

(2)授業内容に関与する表現を削除

黒板の単語や文に
下線を引く

重要な所は
⇓
削除

(4)(5)抽象的な項目の変換

強調して教えた
⇓

下線を引く

無駄な発問を
少なくした

(3)否定的表現を肯定的表現にする

授業と無関係な発問をする

した
⇓

しない

(4)(5)抽象的な項目の変換

無駄な発問
⇓

授業と無関係な発問

表2 適用事例
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プロセスの妥当性の検証
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(ⅰ)教授行動が対応する教授スキルを反映しているか
(ⅱ)教授行動が適切な行動の条件を満たしているか

検証事項

(ⅰ)教員に対するアンケート
↳教授行動に対する評価と教授スキルに対する評価
に関係があるか？

対象：大学教員，重要と思うかどうか(5段階評価)

(ⅱ)複数の計測者が一意に計測できるか
対象：大学生2名の計測データを利用

検証の方法

平成25年度卒業研究発表会



教員に対するアンケート（ⅰ）
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・方法：アンケート（重要度の評価；5段階評価）
・内容：教授スキル30種類[3]

教授スキルから具体化した教授行動の36種類

調査概要

調査結果

表3 教授スキルの平均値（一部抜粋）

教授スキル 平均値

重要な所は強調して教えた 4.47

導入で何を学ぶかはっきりさせた 4.41

発問の内容が具体的であった 4.39

… …

教授行動 平均値

授業の導入で何を学ぶのか口頭で説
明する

4.41

「大切」「重要」などと口頭で明示する 4.27

学生の目を見て発話する 4.19

… …

表4 教授行動の平均値（一部抜粋）
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教授スキルと教授行動との関連性
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図1 教授スキルの重要度評価と教授行動の重要度評価との関係
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教授スキルと教授行動の関係 発問の内容が具体的であった

新しい課題に入るときの区切りが明確であった

無駄な時間を少なくし，効率よく教えることができた

授業でのまとめが適切であった

適当な間合いをとって話した

むずかしい言葉は言い替えた

学生が質問やコメントをするように促した

学生の目をみて話した

導入で何を学ぶかはっきりさせた

グループで話し合う機会を与えた

計画的に板書した

表情、身振り、手振りを入れて話した

重要な所は強調して教えた

相関係数 0.24

教授行動の表現を再確認
表情、身振り、手振り
を入れて話した

座って発話する
腰に手を当てて発話する
腕を組んで発話する

上記の教授行動を除いて再分析→相関係数 0.56

プロセスにより定義された教授行動は教授スキルを反映

教授スキル 教授行動

誤った具体化

教
授
行
動
の
評
定
平
均
値
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教授行動を講義映像で計測（ⅱ）
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方法：無作為に映像と行動を選択し学生2名（A，B）が計測
条件：計10種類の教授行動，（情報数学 4種類，情報理論 6種類）

調査概要

調査結果

教授行動 A B

質問やコメントがないか口頭で確認する 2 2

複数の項目にナンバリングして板書する 5 3

黒板に線を引いて内容を区別する 3 3

学生A：(a)や(b)なども計測
学生B：数字のみ計測

プロセスに基づいて
「適切な行動の条件」を満たす教授行動を定義できる

表5 計測結果（一部抜粋）

10種類の内，9種類は計測結果が一致

表現を詳細に検討
→適切な具体化が可能
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まとめと今後の課題

◆プロセスにより定義した教授行動と授業評価とのモデル構築

◆教員に教授行動を提示するシステムの開発
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まとめ

今後の課題

提案したプロセスの妥当性を示唆

( i )  教授スキルを反映した教授行動を定義
( ii ) 「適切な行動の条件」を満たす教授行動を定義

平成25年度卒業研究発表会
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教授スキルと５つの視点 １
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因子 教授スキル

計画性因子

6. 発問の内容が具体的であった
7. 子どもの発言をしっかり聞いた
16. 子どもが答えるまで充分に待つことができた
22. 新しい課題に入るときの区切りが明確であった
12. 無駄な時間を少なくし、効率よく教えることができた
27. 授業でのまとめが適切であった
15. 発問によって授業の焦点を明らかにした
23.無駄な発問が少なかった

わかりやすさの因子

21.適当な間合いをとって話した
3. 子供がわかるようにゆっくり話した
25. 板書の速度が適切だった
9. 板書の字がはっきりしていた
10. むずかしい言葉は言い替えた
8. 子どもが質問やコメントをするように促した

北尾らの定義した教授スキル
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教授スキルと５つの視点 ２

強調因子

26. 表情、身振り、手振りを入れて話した
4. 子ども一人ひとりに対して指導上の配慮をした
13 抑揚をつけて話した
5. 重要な所は強調して教えた
20. 教科書のほかにも教材を工夫して使った
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因子 教授スキル

相互作用助長因子

11. 友達の発言をよく聞くように配慮した
30. 子どもがよい発言をしたときにほめてやった
28. 子どもの目をみて話した
14. 導入で何を学ぶかはっきりさせた

自主性尊重因子

1. 子どもが自らすすんで活動する機会を与えた
17. 子どもどうしの意見がうまくかみあわせることができた
19. グループで話し合う機会を与えた
2. 子どもがわからないとき、励ましてやった
24. 一斉指導の他に個別指導やグループ指導をやった
18. 計画的に板書した
29. 教材の分量やむずかしさが適当であった

北尾らの定義した教授スキル

平成25年度卒業研究発表会



定義した教授行動1

評価項目 提案したプロセスで定義した教授行動
6. 発問の内容が具体的であった 学生に対し口頭で発問する際に選択肢を提示する

22. 新しい課題に入るときの区切りが明確であった

授業途中で新しい課題に入ったことを口頭で明示する
新しい課題に入るときに黒板に線を引いて内容を区別
する
新しい課題に入るときに課題名のみが書かれたスライ
ドを提示する

12. 無駄な時間を少なくし、効率よく教えることができた
#「あー」「えーと」など、場繋ぎ語を言う
#一度消した内容を再度板書する

27. 授業でのまとめが適切であった

授業内容をまとめるときに「まとめると」「要は」などと口
頭で明示する
授業内容をまとめるときに「まとめ」「要約」などと板書
して明記する
授業内容をまとめるスライドを提示する

21．適当な間合いをとって話した 発話と発話のあいだに間を入れて話す

10. むずかしい言葉は言い替えた
ある概念を現実に起こり得る事象に置き換えて口頭で
説明する

8. 子どもが質問やコメントをするように促した
質問やコメントがないか学生に口頭で確認する
学生に質問やコメントを紙に書いて提出させる

11. 友達の発言をよく聞くように配慮した
学生に対して友達の発言をよく聞く様に口頭で注意す
る

28. 子どもの目をみて話した 学生の目を見て話す
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定義した教授行動2
評価項目 提案したプロセスで定義した教授行動

14. 導入で何を学ぶかはっきりさせた
導入で何を学ぶのか口頭で説明する

導入で何を学ぶのか板書する
導入で何を学ぶのかスライドに提示する

19. グループで話し合う機会を与えた グループで話し合うことを口頭で奨励する

18. 計画的に板書した

複数の項目をナンバリングして板書する

黒板に点を用いて箇条書きする

複数の情報を枠線で囲んで板書する

複数の項目を矢印や線で結んで板書する

26. 表情、身振り、手振りを入れて話した

座って発話する

腕を組んで発話する
腰に手を当てて発話する
黒板やスクリーンを指差して発話する
黒板やスクリーンに手をかざして発話する
指を立てて数を数える

5. 重要な所は強調して教えた

「大切」「重要」と口頭で明示する

単語や文の色を変えて板書する

黒板の単語や文に下線を引く
黒板の単語や文を枠線で囲む

単語や文の色を変えてスライドに提示する
単語や文に下線を引いてスライドに提示する
単語や文を枠線で囲んでスライドに提示する

2020/3/4 19平成25年度卒業研究発表会



教授スキル・教授行動の平均評価
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教授スキル 平均値
重要な所は強調して教えた 4.47

導入で何を学ぶかはっきりさせた 4.41

発問の内容が具体的であった 4.39
学生の発言をしっかり聞いた 4.37

表情、身振り、手振りを入れて話した 4.37

適当な間合いをとって話した 4.31
学生の目をみて話した 4.24

学生がわかるようにゆっくり話した 4.22

新しい課題に入るときの区切りが明確であった 4.17

学生がよい発言をしたときにほめてやった 4.17

発問によって授業の焦点を明らかにした 4.15

教科書のほかにも教材を工夫して使った 4.14

授業でのまとめが適切であった 4.12

学生が答えるまで充分に待つことができた 4.08

学生が質問やコメントをするように促した 4.05

抑揚をつけて話した 4.05

教材の分量やむずかしさが適当であった 4.03

学生が自ら進んで活動する機会を与えた 4.00

板書の字がはっきりしていた 3.97
計画的に板書した 3.95
板書の速度が適切だった 3.92
むずかしい言葉は言い替えた 3.68

友達の発言をよく聞くように配慮した 3.64

無駄な時間を少なくし，効率よく教えることができた 3.51

学生一人ひとりに対して指導上の配慮をした 3.37

無駄な発問が少なかった 3.31

学生がわからないとき,励ましてやった 3.15

グループで話し合う機会を与えた 3.08

学生同士の意見をうまくかみあわせることができた 3.07

一斉指導の他に個別指導やグループ指導を行った 3.03

教授行動 平均値

授業の導入で何を学ぶのか口頭で説明する 4.41

「大切」「重要」などと口頭で明示する 4.27
学生の目を見て発話する 4.19
単語や文の色を変えて板書する 4.19
黒板の単語や文に下線を引く 4.08
発話と発話のあいだに間を入れて話す 4.00

学生に質問やコメントがないか口頭で確認する 3.98

黒板やスクリーンを指差して発話する 3.95

授業途中で新しい課題に入ったことを口頭で明示する 3.90

授業内容をまとめるときに口頭で明示する 3.86
黒板の単語や文を枠線で囲む 3.86

ある概念を現実の事象に置き換えて口頭で説明する 3.83

授業の導入で何を学ぶのか板書する 3.75

学生に質問やコメントを紙に書いて提出させる 3.66

授業内容をまとめるときに黒板に明示する 3.63
単語や文の色を変えてスライドに提示する 3.63

単語や文に下線を引いてスライドに提示する 3.58

単語や文は枠線で囲んでスライドに提示する 3.51

黒板やスクリーンに手をかざしながら発話する 3.46

授業内容をまとめたスライドを提示する 3.44

授業の導入で何を学ぶかスライドに提示する 3.39

学生に対して友人の発言をよく聞くように口頭で注意する 3.37

黒板に点を用いて箇条書する 3.34

複数の項目を矢印や線で結んで板書する 3.31

複数の項目をナンバリングして板書する 3.27

新しい課題に入るときに黒板に線を引いて内容を区別する 3.22

複数の項目を枠線で囲んで板書する 3.20
グループで話し合うことを口頭で奨励する 2.83

学生に対し口頭で発問する際に選択肢を提示する 2.81

「あー」「えーと」などの場つなぎ語を言う 2.73

新しい課題に入るときに課題名のみが書かれたスライドを提示する 2.68

一度消した内容を再度板書する 2.68
指を立てて数を数える 2.58
座って発話する 1.54
腕を組んで発話する 1.36
腰に手を当てて発話する 1.31

表 教授スキルの平均順位 表 教授スキルの平均順位
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教授スキル 教授行動 相関 検定
導入で何を学ぶかはっきりさせた 3授業の導入で何を学ぶのか口頭で説明する 0.66 **
学生が質問やコメントをするように促した 2学生に質問やコメントがないか口頭で確認する 0.61 **
学生の目をみて話した 3学生の目を見て発話する 0.55 **
グループで話し合う機会を与えた 4グループで話し合うことを口頭で奨励する 0.53 **
適当な間合いをとって話した 2発話と発話のあいだに間を入れて話す 0.47 **
友達の発言をよく聞くように配慮した 3学生に対して友人の発言をよく聞くように口頭で注意する 0.44 *
重要な所は強調して教えた 5単語や文の色を変えて板書する 0.37 *
重要な所は強調して教えた 5黒板の単語や文に下線を引く 0.37 *
重要な所は強調して教えた 5黒板の単語や文を枠線で囲む 0.37 *
新しい課題に入るときの区切りが明確であった 1新しい課題に入るときに課題名のみが書かれたスライドを提示する 0.34 *

むずかしい言葉は言い替えた 2ある概念を現実の事象に置き換えて口頭で説明する 0.30 *
導入で何を学ぶかはっきりさせた 3授業の導入で何を学ぶかスライドに提示する 0.29 *
表情、身振り、手振りを入れて話した 5指を立てて数を数える 0.25 +
重要な所は強調して教えた 5「大切」「重要」などと口頭で明示する 0.24 
学生が質問やコメントをするように促した 2学生に質問やコメントを紙に書いて提出させる 0.21 
重要な所は強調して教えた 5単語や文の色を変えてスライドに提示する 0.20 
重要な所は強調して教えた 5単語や文は枠線で囲んでスライドに提示する 0.19 
重要な所は強調して教えた 5単語や文に下線を引いてスライドに提示する 0.17 
表情、身振り、手振りを入れて話した 5黒板やスクリーンを指差して発話する 0.11 
新しい課題に入るときの区切りが明確であった 1授業途中で新しい課題に入ったことを口頭で明示する 0.08 
表情、身振り、手振りを入れて話した 5黒板やスクリーンに手をかざしながら発話する 0.06 
計画的に板書した 4複数の項目を矢印や線で結んで板書する 0.05 
計画的に板書した 4黒板に点を用いて箇条書する 0.03 
導入で何を学ぶかはっきりさせた 3授業の導入で何を学ぶのか板書する 0.03 
無駄な時間を少なくし，効率よく教えることができた 1「あー」「えーと」などの場つなぎ語を言う 0.02 
新しい課題に入るときの区切りが明確であった 1新しい課題に入るときに黒板に線を引いて内容を区別する 0.01 
授業でのまとめが適切であった 1授業内容をまとめるときに黒板に明示する 0.00 
授業でのまとめが適切であった 1授業内容をまとめたスライドを提示する 0.00 
発問の内容が具体的であった 1学生に対し口頭で発問する際に選択肢を提示する -0.07 
計画的に板書した 4複数の項目をナンバリングして板書する -0.08 
授業でのまとめが適切であった 1授業内容をまとめるときに口頭で明示する -0.10 
無駄な時間を少なくし，効率よく教えることができた 1一度消した内容を再度板書する -0.18 
計画的に板書した 4複数の項目を枠線で囲んで板書する -0.23 
表情、身振り、手振りを入れて話した 5座って発話する -0.24 
表情、身振り、手振りを入れて話した 5腰に手を当てて発話する -0.32 +
表情、身振り、手振りを入れて話した 5腕を組んで発話する -0.33 +
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