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2019 年度後期授業アンケート集計結果（全体的特徴） 
 

 
2019 年度後期 2018 年度後期 

教員数 講義数 教員数 講義数 

対象 実施 対象 実施 対象 実施 対象 実施 

専任 49 49 261 249 51 50 255 230 

非常勤 62 61 114 113 65(68) 64 96 89 

看護 10 10 15 15     

総合計 121 120 390 377 116 114 351 319 

 

注）2018 年度教員数欄は、アンケートを実施すべき科目担当者数、（ ）内は総人数 

※）2019 年度において、対象講義数が 2018 年度後期より増加した理由については、2018 年度
は同科目を複数クラス受け持つ場合は、教員が実施する講義を選択できたが、2019 年度はすべ
ての講義について実施したためである。 

 

【属性】 

アンケートに答えた学生（のべ回答者）の内訳は、次表のとおり 

学部学科別人数・構成比  学年別人数・構成比 

学部 学科 人数 構成比  学年 人数 構成比 

経済学部 
経済学科 1190 名 18.1%  1 年次 3570 名 54.4% 

公共政策学科 882 名 13.4%  2 年次 1840 名 28.0% 

経営学部 
スポーツ経営学科 2560 名 39.0%  3 年次 886 名 13.5% 

情報メディア学科 1297 名 19.8%  4 年次 254 名 3.8% 

看護学部 634 名 9.7％  5 年以上 13 名 0.2% 

計 6563 名 100.0%  計 6563 名 100.0% 

       

 

延べ回答者数／延べ受講者数＝回答率 

6,587／13,171 ＝50.0%（2018年度後期：62.3％） 

 

【授業アンケートの実施率と回答率】 

○講義数でみた授業アンケートの実施率（=アンケート実施講義数／アンケート対象講義

数）は 96.7％であった。前年度同期のアンケート（以下、「前回アンケート」と略記）の実

施率は 90.8％であったので、一見上昇したように見えるが、これは、アンケートの実施方

法による値の意味の差であって、上昇した訳ではない。すなわち、アンケートを前年度(2018

年度)がマークシートにより授業単位で行ったのに対し、前年度(2019 年度)はスマホ等のオ

ンラインにより学生ごとに行っているという違いがある。このため、昨年度はマークシー

トの収集／提出を行った講義が 90.8%であるのに対し、今年度は受講生のうちオンライン

のアンケートに答えた者が一人でもいれば実施した授業にカウントされ、それが 96.7%で

あったということである。今年度について言えば、受講生の誰一人もアンケート回答を行

わなかった講義が 3.7%もあったということで、アンケートの実施率としては低いと言わざ

るを得ない。 

○このことを反映しているのが学生の回答率（=延べ回答者数／延べ受講者数）であり、前
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回アンケートでは 62.3％であったのが、今回は 50.0%に低下している。マークシートの回

収の形で回答提出を確認出来るのに対し、オンラインでは学生の性善説に基づいて回答を

得ていることが下がったことの要因であると推測される。アンケートのオンライン実施は、

担当教員にマークシートを手渡すことによる学生へのプレッシャーが無いこと、集計事務

の軽減されることなどの利点があるため、マークシートに戻るということはあり得ない。

しかしながら、オンライン実施での回答を促す手段には何かしらの工夫が必要であると考

えられる。例えば授業中にスマホによる回答を行うよう指示したその場で、未回答の学生

をオンラインで確認出来るなどの機能があれば、その学生に回答を促すことが出来る。な

お、回答者の構成比を学科別にみるとスポーツ経営学科が 39.5％と高い割合を占めるが、

2019 年 2 月当初の全学生に対するスポーツ経営学科の学生数の比率の 47.5%よりも大きく

下回っており、スポーツ経営学科の学生が回答にあまり熱心でなかったことがうかがえる。

昨年度の回答に於けるスポーツ経営学科の構成比は偶然 47.5％であり、マークシートによ

るアンケートでは学科ごとの資質による回答率の差は無かったと推定される。同様に学年

別での 1 年次生の構成比は 54.4%であり、学生数の構成比の 32.4％を大きく上回る。これ

は４年次生があまり多くの講義を受講しないことの反映でもあるが、50%を超えていること

には 1 年次生が真面目に回答を行っていることも要因になっていると想像される。 

〇このようにアンケートの実施方法の違いがあるため、前回アンケートに比べて今回アン

ケートの数値が良いものであっても、実態が改善されたとは結論付けられない。もし回答

を行う学生は回答を行わない学生よりも真面目であるとするならば、今年度からのアンケ

ート結果は比較的真面目な学生による評価ということになり、この点では偏ったデータと

も言える。上述したように、オンライン実施での回答を促す手段には何かしらの工夫が必

要である。 

〇なお、現状には上述のような問題があるとしても、アンケートのオンライン実施自体は

様々な可能性を秘めている。例えば、匿名性を守りながら回答者をその成績や入学時の入

試種別に紐づけることは出来るので、「成績上位者は××の点に不満を持っている」などと

いった踏み込んだ分析が可能となる。今後可能性を模索する価値があると考える。 

 

設問１.【板書・パワーポイント・資料は分かりやすいか（読みやすいか）】 

○「とても分かりやすい」、「やや分かりやすい」と回答した割合の合計は 60.7％であり、「と

ても分かりにくい」「やや分かりにくい」と回答した割合の合計（14.9％）を上回っている。 

 前回アンケートの結果（「分かりやすい」、「やや分かりやすい」と回答した割合は 58.1％、

「とても分かりにくい」「やや分かりにくい」と回答した割合の合計は 10.3％）と比較する

とどちらも増えているが、あまり大きな差は無いと言える。 

○板書に関してはその美醜に関する感想が多く、「板書が汚いのでみにくい」「板書の文書

が長すぎる」などの否定的なものと、「板書が見やすい」「板書が簡潔で分かりやすい」な

どの肯定的なものとが相半ばする。これに対して、パワーポイント、資料等については、「パ

ワーポイントを使った講義で分かりやすい」「わかりやすい資料や例文を与えてくれる」な

どのような肯定的な感想が多く、はっきりと「黒板に書くだけではなくパワーポイントと

かも使ってほしい」と求めている者もいる。ノートテイクを嫌い、パワーポイントを好む

気質は同世代に共通していることかも知れないが、充実したノートを書く経験を積ませた

いという教員側の思いとの乖離を感じる。 
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設問２.【教員の話し方・説明は分かりやすいか】 

○「とても分かりやすい」、「やや分かりやすい」と回答した割合の合計は 62.4％であり、「と

ても分かりにくい」「やや分かりにくい」と回答した割合の合計（15.1％）を上回っている。 

前回のアンケートの結果（「とても分かりやすい」、「やや分かりやすい」と回答した割合

の合計は 62.5％、「分かりにくい」「やや分かりにくい」と回答した割合の合計は 9.7％）と

比較しても大きな差はない。他の設問と共通していることは、「どちらともいえない」が減

少していることで、マークシートを強制的に収集された前回アンケートよりも、自らの意

志でスマホにより回答をした今回アンケートのほうが、はっきりした意見を持つ層の割合

が高くなっていることがうかがえる。 

○「もう少しゆっくり話してほしい」「声が小さすぎる」などの物理的な不満と、「抽象的

過ぎて訳が分からない」のような内容に対する不満とがあるが、前者が比率としては多い。 

 

設問３.【授業内容がどの程度理解できるか】 

○「とても良く理解できる」「ある程度理解できる」と回答した割合の合計は 67.0％であり、

「全く理解できない」「あまり理解できない」と回答した割合の合計（9.5％）を上回ってい

る。 

 前回アンケートの結果（「とても理解できる」「ある程度理解できる」と回答した割合の

合計は 62.4％、また「全く理解できない」「あまり理解できない」と回答した割合の合計は

8.6％）と比較すると、大きな差は無い。 

○肯定的な感想には「実際に学習した知識を実践する場を設けている」「グループワークに

よって板書の内容を体験するような授業で理解が深まった」などの授業形態によるものが

あり、工夫された授業が学生の理解に役立っていることがうかがえる。また、「振り返りが

良かった」「前回の振り返りをしてから新しい内容にはいること」など、振り返りに関して

肯定的な感想が多い。 

 

設問４.【授業に集中するための環境（私語、遅刻、途中退室が無い状況等）は保たれてい

るか】 

○「とてもよく保たれている」「ある程度保たれている」と回答した割合の合計は 71.9 であ

り、「全く保たれていない」「あまり保たれていない」と回答した割合の合計（7.8％）を上

回っている。 

 前回アンケートの結果（「とても保たれている」、「ある程度保たれている」と回答した割

合の合計は 68.5％、「全く保たれていない」、「あまり保たれていない」と回答した割合の合

計は 5.9％）と比較すると、あまり大きな変化は無い。 

○環境が保たれていないことへは「私語がうるさくなる事が時々あるので、もう少し厳し

くても良いかと思う」「スマホを使う学生への対応を今以上に厳しくしてほしい」「先生も

もっと叱るべき」など、教員の厳しさを求める声が多い。特に教職関係の授業にはその傾

向がある。 

 

設問５.【授業に意欲的に参加したか】 

○「とても意欲的である」「ある程度意欲的である」と回答した割合の合計は 74.2％であり、

「全く意欲的でない」「あまり意欲的でない」と回答した割合の合計（5.2％）を上回ってい

る。 



- 4 - 

 

前回アンケートの結果（「とても意欲的である」「ある程度意欲的である」と回答した割

合の合計は 67.2％であり、「全く意欲的でない」「あまり意欲的でない」と回答した割合の

合計（5.4％））と比較すると、あまり大きな変化は無い。 

○記述式アンケートでは、「とてもわかりやすくすごく授業に意欲的に参加しようといった

気持ちになれる」「重要な所は繰り返し教えてくれる意欲的に取り組める」など、分かりよ

さが意欲に繋がることが見て取れる。 

 

設問６.【授業に参加してどのように感じているか】 

○「とても満足」「やや満足」と回答した割合の合計は 64.9％であり、「とても不満」「やや

不満」と回答した割合の合計（7.5％）を上回っている。 

前回アンケートの結果（「非常に満足」「まあまあ満足」と回答した割合の合計は 61.0％、

「非常に不満」「やや不満」と回答した割合の合計は 7.9％）と比較すると、あまり大きな

変化は無い。 

○「貧困問題や格差の問題について考える事ができた」「法学のことがわかった」「看護の

歴史や法律についてわかった」などの具体的な知識を得たことを挙げる場合、「グループワ

ークがたくさん取り入れられている」「発言で加点するシステムは良い」「グループ発表の

システムがよかった」などの運用方法を挙げる場合、「いろいろと気にかけてくれる親切な

先生」「とても優しい先生」などの先生の姿勢を挙げる場合など、満足の理由は多様であり、

学生の満足度を向上させるには総合的な取り組みが必要であることがうかがえる。逆に言

えば、授業内容、教授方法、教員の姿勢のいずれが悪くても学生の不満につながる。満足

度は“こうすれば上がる”というような単純な解決方法がある指標ではないからこそ、記

述式アンケートに数多く見受けられる辛辣な批判にも、教員はまず耳を傾けることから始

めなければならないと感じる。 

 

設問７.【予習・復習を毎回平均してどの程度行っているか】 

○「1 時間以上」「30 分～1 時間程度」「30 分未満」と回答した割合の合計、すなわち予習・

復習を行っている割合は 42.9％であり、他方「ほとんどしない」と回答した割合は 57.1％

であった。 

前回アンケートの結果（「1 時間以上」「30 分～1 時間程度」「30 分未満」と回答した割合

の合計は 41.9％、他方「ほとんどしない」と回答した割合は 58.1％）と比較すると、あま

り大きな変化は無い。 

○学科間ごとに「ほとんどしない」と回答した割合は、情報メディア学科（48.7％）、公共

政策学科（51.1％）、経済学科（54.2％）、スポーツ経営学科（67.1％）であり、学科間の差

が大きいことが恒常化している。 

 

設問８.【学生の理解を確認しながら授業が進められているか】 

○学生の理解が「確認されていない」と回答した割合は約 13.3％であり、多くの授業では

何等かの方法により学生の理解を確認しながら授業が進められていると言える。複数回答

可の理由選択において、「小テストや課題」（27.7%）や「前回の振り返り」（30.9%）に比

べて、「問答」が少ない（13.8%）ことについては、双方向授業がまだ十分に行われていな

いことが要因とも考えられる。記述式アンケートにおいても、小テストや振り返りに対す

る高評価は多くみられるが、問答に対するものは少ない。 
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○また、学習習慣が無い学生が多いとされている本学学生においても、記述式アンケート

では「小テストや課題」が高評価されていることは注目に値する。逆に学習習慣を身に付

けさせるためにも、小テストや課題をもっと行ってよいのではないかと思われる。 

 

【設問 9 および 10 の結果（記述式アンケート）の概要】 

 設問 9 および 10 は記述式アンケートであり、順に「この授業で大変良かった点と思われ

る点」、「この授業で工夫・改善して欲しいと思われる点」を問うものとなっていて、設問 9

が授業に肯定的なコメント、設問 10 が否定的なコメントである。今回のアンケートでは、

設問 9 は 1271 件、設問 10 は 455 件の回答があった。前回アンケートでは、設問 9 は 1440

件、設問 10 は 495 件であり、若干減ってはいるが、のべ回答数も減っている（7056 件⇒

6563 件）ので、オンライン回答でもマークシート回答とあまり差の無い記述式回答が得ら

れたと考えられる。また、授業に肯定的な設問 9 は減少し、否定的な設問 10 は増加してい

ることは、オンライン回答により匿名性が増して否定的なコメントが書きやすくなったこ

とが要因かとも考えられる。 

 設問 9 および 10 の個別の結果については、以下のとおりである。 

 

設問 9.【この授業で大変良かったと思われる点】 

全般的には、「楽しい」「分かりやすい」「丁寧」などの主観的な感想が多い。設問 8 にも影

響されているためか、具体的な事項としては「テスト」「振り返り」を評価するものが多い

が、それ以外では「グループ」で行う授業についての言及が多い。 

主なキーワードの出現回数は次のとおり。 

＜主観的な表現＞ 

楽しい:101、分かりやすい:85、丁寧:46、詳しい:25、雰囲気:17、優しい:14 

＜具体的な事項＞ 

テスト:72、グループ:49、振り返り:43、知識:25 

 

設問 10.【この授業で工夫・改善して欲しいと思う点】 

板書・パワーポイント・資料等に関するもの、板書や声など教員の行動に関するもの、テ

ストや説明、出席など授業のやり方に関するものに大別される。 

主なキーワードの出現回数は次のとおり。 

＜資料に関するもの＞ 

プリント:18、資料:11、パワーポイント:9、レジュメ:7 

＜教員の行動に関するもの＞ 

字:31、聞:28、板書:21、声:10 

＜授業のやり方に関するもの＞ 

テスト・試験:37、説明:27、難しい:15、うるさい:11、出席:10 

 

以 上 

 


