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2020 年度前期授業アンケート集計結果（全体的特徴） 
 

 
2020 年度前期 2019 年度前期 

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 49 152 150 48 48 144 141 

非常勤 62 61 105 103 75 72 116 112 

看護 14 14 23 23     

総合計 125 124 280 276 123 120 260 253 

 

 

【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 996 名 19.3%  1 年次 3122 名 60.4% 

公共政策学科 504 名 9.7%  2 年次 1273 名 24.6% 

経営学部 
スポーツ経営学科 1827 名 35.3%  3 年次 607 名 11.7% 

情報メディア学科 985 名 19.0%  4 年次 159 名 3.1% 

看護学部 861 名 16.6％  5 年以上 12 名 0.2% 

計 5173 名 100.0%  計 5173 名 100.0% 

       

 

延べ回答者数／延べ受講者数＝回答率 

5,173／14,471 ＝35.7%（2019年度前期：50.0％） 

 

2020 年度前期はコロナ禍の中で、大半の授業を遠隔授業として行った。これまで経験のほ

とんど経験の無かったオンライン授業やポータルサイトを利用した課題出題の体制を急遽

立ち上げ、助走無しでいきなり授業に臨むこととなった。全国の大学でも同じような状況

にあった中、本学が一定の成果を上げて乗り切ることが出来たのは、各教員の先生方のご

尽力の賜物であり、心から感謝申し上げたい。加えて、未曽有の事態の中で真摯な姿勢を

保ちつつ遠隔授業に臨んでくれた数多くの学生がいたことにも、感謝するところである。

授業アンケートから見える学生から声には、もちろん辛辣なものもあるが、本学への帰属

意識のようなものを感じることが出来るものも多い。例年にも増して、教員にはこれらの

声を大切にしていく責務がある。 

なお、前期は大半が遠隔授業であったことから、今回のアンケートでは設問の一部を例年

のものから変更している。また、必ずしも過去のアンケートでの数値との比較は意味のあ

る訳ではないが、比較から見える遠隔授業の特徴もある。全体としては過去との比較を行

う中で遠隔授業の評価を行っていきたい。 

【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
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数）は 98.6％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 97.3％であったので、大差は無い。前年度(2019 年度)よりスマホ等のオンラインに

より学生ごとにアンケート回答を行っているため、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るこの数値は、あまり意味のあ

るものでは無くなっている。 

○回答率（=延べ回答者数／延べ受講者数）は前回アンケートでの 50.0％から、今回 35.7%

に大幅に低下した。前回／今回ともアンケート回答はオンラインで入力するものだが、回

答することの指示自体については、前回は対面授業で行い、今回は遠隔授業で行っている

という違いがある。様々な要因は考えられるが、一般的な指示や連絡が学生に伝えられて

了解される割合は、遠隔授業では対面授業の 3 割減となることとも捉えられる。また、こ

のような回答率であったことから、今回のアンケート結果は比較的学業等に熱心な学生の

割合が多いことを念頭に見て行かなければならない面がある。 

なお、回答者の構成比について、学科別にみるとスポーツ経営学科が高い割合を占める

が、学生数の比率から見れば同学科の回答率が低いことは、例年と変わらない傾向である。 

一方、1 年次生の構成比が 60.4%（前回は 54.4%）と大きいことは、今回のアンケート結

果が、大学の授業としてほとんど遠隔授業しか経験のない学生が主に回答していることを

意味する。対面授業による普通の大学の授業を知っている 2 年次以上の学生とは遠隔授業

に対する見方が違うことも考えられるが、具体的な違いを突き止めることは難しい。 

〇このように状況の違いがあるため、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（悪いもの）であっても、実態が改善された（悪化した）とは簡単には結論付けら

れない。しかしながら、全体としては 2020 年度前期の遠隔授業を前回と比較して評価する

ためのデータとなっていることに間違いはない。 

 

設問１.【遠隔授業で使用されたパワーポイント・講義資料は分かりやすいか（読みやすい

か）】 

○この設問は例年、「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）」を

問うているが、今年度は板書を外したものとしている。 

「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 63.8%（前回の昨

年度後期は 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 9.9%（前回 19.9％）を上回っている。例年、板書についてはその美醜に関する感想

が多く、遠隔授業で板書が無い分だけ評価が上がったと考えられる。 

○講義に関する肯定的なコメントが記入される設問１１では「パワーポイント」に３７件、

「レジュメ」に４件の言及があるのに対して、否定的なコメントが記入される設問１２で

は「パワーポイント」に８件、「レジュメ」に４件の言及がある。すなわち、一般的にパワ

ーポイントなどの電子化資料に学生は好意的である傾向が見て取れる。これらの肯定的な

コメントの中には、「Teams のオンライン授業で、主にパワーポイントの資料を用いて授業

を受けましたが、対面とほぼ変わらない感じの講義を毎回聞けたので効果はあったと感じ

ます」というようなものもある。遠隔授業においてパワーポイント資料が有効であったこ

とが伺える。教員の立場からであれば手書きした方が対面授業風の臨場感があるのではな

いかと考えることもあるが、否定的なコメントには、「パワーポイントなどを使わずに紙に

書いたものをカメラに写すことがありそれが見にくいときがあった」などと手厳しいもの
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があった。 

○遠隔授業では、充実したノートテイクをする経験を積む機会は対面授業に比べて大きく

減っていると思われる。この設問での評価が上がっても、単純には良いこととは言えない

可能性はある。 

 

設問２.【オンライン授業・動画配信授業での教員の話し方・説明は分かりやすいか】 

○例年の設問では単純に“教員の話し方・説明は分かりやすいか”と尋ねているが、今年

度はオンライン授業・動画配信授業であることを特定し、回答の選択肢には、“オンライン

授業は行われなかった”を追加している。この“オンライン授業は行われなかった”を選

択しているものが 28.7%となっているが、この数値は設問６での授業形態に関する回答の

集計と全く一致しない。課題で提示された資料を含めて“説明”と捉えているのかも知れ

ないが、それだけでは説明出来ない差ではあり、詳細は不明である。 

○「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 50%（前回 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 5.8%（前回

15.1％）を上回っている。上述の 28.7%との関係もあって評価しづらいが、遠隔授業の説明

でも“話し方”に関しては大きな変化は無かったのではないかと推測される。 

○コメントの内容も、昨年度までと変わらない傾向が見られる。すなわち、話す速さに関

する言及が多く、「ゆっくり」「速い」の速さに関するものが、肯定的なコメントで１４件、

否定的なコメントで２１件あった。 

○また、遠隔授業固有の問題として通信事情等による聞こえやすさへの影響はある程度は

あったものと思われる。すなわち、「電波の関係で声が聞こえにくいことがあった」「音が

聞こえにくい部分があった」「音声がぶつぶつと切れる」等のコメントも散見される。 

 

設問３.【授業内容がどの程度理解できるか】 

○この設問は、例年と同じものである。回答についても「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が 67.7%（前回 67.0％）、「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が 9.6%（前回 9.5％）であり、前回とほとんど変

わらない。しかしながら後述する設問 12 の回答では、授業内容の理解に不安を抱かせる傾

向も見受けられる。 

○肯定的な感想には「オンライン授業の解説でより理解が深まった」など、オンラインの

授業に肯定的なものが多い。中には「実際に生徒を当ててみんなで講義を受けるという意

識が高まり、理解度が深まった」というものもあり、オンライン授業においても双方向性

が重要であることがうかがい知れる。 

 

○なお、例年、設問４として“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”を尋ねているが、遠隔授業では該当する場合がほとんど無い

ので、今回のアンケートでは削除している。オンライン授業の感想には、「他の人の私語が

なく、集中できるから」良いとするものもあった。 

 

設問４.【授業に意欲的に参加したか】 

○この設問も、例年と同じものである。回答についても「とても意欲的である」「ある程度
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意欲的である」と回答した割合の合計が 77.2%（前回 74.2％）、「全く意欲的でない」「あま

り意欲的でない」と回答した割合が合計 4.1%（前回 5.2％）であり、昨年度とほとんど同

じである。 

○この項目の回答は、遠隔授業であることによって大きく影響を受けるのではないかと考

えてしまうが、そうでは無かった。感想の中には、オンライン授業であっても「対面授業

と同じように授業に意欲的に参加できた」「先生の授業の進め方が熱心で意欲が出た」とす

るものもあれば、「対面であれば、もっと理解できて意欲を持ってできたんじゃないかと思

う」「（オンライン授業より）直接の指導の方が意欲と集中力がより増されると思う」とす

るものあり、影響はあったはずである。それでも前回アンケートとあまり変化が無かった

ことは、オンライン授業に対してある程度肯定的な評価と見なしても良いかと考えている。 

 

設問５.【授業に参加してどのように感じているか】 

○この設問も例年と同じものであり、また、その回答は学生の授業に対する満足度を表す

重要な指標となる。「とても満足」「やや満足」と回答した割合の合計が 63.1%（前回 64.9％、

「とても不満」「やや不満」と回答した割合の合計が 8.8%（前回 7.5％）であり、若干下が

ったものの、あまり変化が無かったことは教務として安堵したところである。 

○この項目については、「オンライン授業／非オンライン授業」という観点から、2019 年度

の前期と同じ授業との比較を含めて集計を行った。「2020 年度前期遠隔授業総括」という別

資料でも同じ内容を報告しており重複となるが、重要な事実であることから以下に再掲す

る。 

○まず、オンライン（Teams ビデオ会議、Zoom を用いたリアルタイムの授業）とそれ以外

（ポータルの課題、オンデマンド）の別による学生からの評価を下のグラフを示す。オン

ライン授業のほうが評価は高いが、非オンライン授業との差については色々な見方がある

かと思われる。 

○学生の授業アンケートでの満足度の設問は、2019 年度前期も 2020 年度前期と同じもの

で行っている。2019 年度前期と 2020 年度前期との授業は多くが共通（講義コードで突合）

しており、それらの授業がオンライン授業を行ったか否かにより、どのように満足度が変

化したかを示すのが、次の表とグラフである。 
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2019年度前期 2020年度前期

非オンライン授業(2020) 115 3.91 3.81

オンライン授業(2020) 98 3.96 3.92

合計 213 3.93 3.86

共通の

授業数

満足度平均

※満足度：非常に不満=1,…,どちらでもない=3,…,非常に満足=5
 

 

○同じ授業について 2019 年度と比べると、非オンライン授業／オンライン授業のいずれも

満足度は低下しているが、その度合いはオンライン授業の方が少ない。これにおり、授業

分野や担当者の違いではなく、授業形態の違いにより差がある（オンライン授業の満足度

が高い）ことを示していると、ある程度言える（t 検定：片側、非等分散で確率 0.066）。 

○全部の授業を非オンライン授業で行った 2019 年度においても、両者（＝2020 年度前期

では非オンライン授業／オンライン授業のいずれで実施されたかにより区別される2019年

度前期の講義）に有意な差は無いが（確率 0.201）、学生の満足度が高い授業を担当してい

る教員はオンライン授業を選択したという事例多いことが伺える。 

○感想としては「オンライン講義と課題のバランスが良い。講義によっては負担が大きい

が本講義ではちょうど良かった」というものもあり、オンライン授業だけでは十分でない

ことを伺わせる。また、学生ポータルでの授業についても「ポータルに載せられる参考資

料が、文章だけでなく図や統計グラフも記載されていて、その分野の背景を理解しやすか

ったので、わかりやすくて良かった」という感想もあり、一概に否定的なことばかりでは

もちろん無い。 

 

設問６.【授業形態】 

○この項目は遠隔授業の実施に伴って新たに設けたものであり、1.Teams オンライン授業

(ビデオ会議)、2.Zoom オンライン授業、3.オンデマンド授業(動画配信授業)、4.Teams によ

る課題、5.学生ポータルによる課題、6.その他のネット上の課題、7.対面授業から複数回答

可として選択するものである。 

○オンライン授業（Teams と Zoom）の比率は 31.8%となっているが、これは学生ひとり

ひとりが受けた授業の中でオンライン授業を実施した授業の割合であり、授業数ベースで
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のオンライン授業の割合（＝オンライン授業を行った授業数を全体の授業数で割ったもの）

とは異なる。すなわち、平均的な学生について週に１２回の授業があるとすると、そのう

ち 3.8 回がオンライン授業ということであり、普段学生から聞く話とおおよそ符合する。授

業数ベースでのオンライン授業の割合は、前述の資料「2020 年度前期遠隔授業総括」作成

時の教員に対するアンケート結果では 58%（未回答の先生もおられるため暫定値）程度な

ので、大人数の授業ではオンライン授業は少なかったことが伺える。 

○学生ポータルによる課題が 50.2%であり、教務としてはオンライン授業を推進したのだ

が、“前期遠隔授業は学生ポータルが中心”という実態であったと言える。 

 

設問７.【対面授業と比べた場合に遠隔授業は何％の教育効果があったか】 

○この項目は遠隔授業の実施に伴って新たに設けたものであり、設問５と並んで回答は重

要な指標となる。この項目についても、「オンライン授業／非オンライン授業」という観点

から集計を行った。下に示す表とグラフがその結果である。 

○設問５とほぼ同様な結果であり、オンライン授業が対面授業に近いことが現れていると

考えることが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

設問８.【設問７の理由】 

○この項目は設問７の理由を自由記述で入力するものである。ここまでに記した学生の感

想やコメントも、この設問８にて入力されたものがある。 

○オンライン授業を行っている授業の場合、当然ながら設問７で“対面の１００％”など

の高評価を選択した場合では設問８でも「オンライン授業は対面授業と変わらない」とい

う肯定的な感想が多く、設問７で低評価を選択した場合では設問８でも「やはり対面授業

が良い」とい否定的な感想が多い。そして、授業ごとに「設問７：高評価、設問８：肯定

対面の

100%
80%

対面の

50%
30%

対面の

10%

非オンライン授業 12% 33% 34% 14% 7%

オンライン授業 14% 45% 30% 8% 3%
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的」と「設問７：低評価、設問８：否定的」のいずれかに偏っており、結局のところ、オ

ンライン授業としての評価・感想というよりも、授業そのものの内容の評価という傾向が

見られる。 

○オンライン授業で無い授業の場合、資料や課題の良し悪しについての感想もあるが、は

っきりと「オンライン授業をやって欲しかった」と書かれているものも多い。すなわち、

設問８でも非オンライン授業よりもオンライン授業を学生が評価していることが分かる。 

 

設問９.【授業１回の課題にどのくらいの時間をかけたか】 

○この項目も遠隔授業の実施に伴って新たに設けたものであるが、例年行っていた“予習・

復習を毎回平均してどの程度行っているか”の設問にある程度対応した内容である。 

○遠隔授業が開始された当初は、課題の分量が多すぎることへの学生からの苦情が多いこ

とが問題となり、教員には過重な負担とならないよう配慮するように周知が行われた。し

かしながらこの設問の回答では「1 時間以下」「２時間以下」を合わせて 76.5%となり、過

重というほどでは無い授業が大半であったことが分かる。実際、感想には「課題が多すぎ

る」というものが多い訳ではない。 

○課題に関する感想で目立つのは、「課題だけでよく分からなかった」というものである。

もっとはっきりと、「他の先生がオンライン授業をしておられる中、課題だけだったのは少

し物足りない」と訴えているものもある。課題だけの授業は問題である場合が多いと思わ

れる。 

 

設問 10.【遠隔授業での情報システムの不調】 

○本設問は複数回答を意図していたが、誤って択一となっており、お詫びいたします。 

○“(学生ポータルの)課題提出”の 17.2%、“（オンライン授業等での）音声”の 16.7%の２

つの値が大きくなっているが、それぞれの機能の使用頻度にも影響さえる数値なので、単

純に不調が発生しやすいと単純には断定出来るものではない。 

○「音声が聞き取りにくい時があった」というコメントが多数あり、これには①システム

（通信回線）の問題の場合に加えて、②教員の発話の問題の場合もあるようである。いず

れにしても、学生が聞き取れていない可能性を意識して教員は時々チェックする必要があ

るかと思われる。 

 

【設問 11 および 12 の結果（記述式アンケート）の概要】 

 設問 11 および 12 は記述式アンケートであり、それぞれ「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 11 が授業に肯定的なコメント、設問 12 が否定的なコメントである。今回のアンケー

トでは、設問 11 で 1853 件、設問 12 で 765 件であった。また、例年と異なり今回は設問 8

も記述式であり、これが 2563 件であった。前回アンケートでは設問 11／設問 12 が、それ

ぞれ 1271 件／455 件、前々回のアンケートでは、1440 件／495 件であったので、記述式

アンケートの回答数が大幅に増えている。“遠隔授業に関してひとこと言いたい”という学

生の意識の現れであると考えられる。また、全コメントの数に対する否定的コメントの比

率も増えている。遠隔授業に対する学生のストレスが小さくないことを認識して、教員は

今後も行うこととなる可能性が高い遠隔授業の改善に努めなくてはならない。 
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 設問 11 および 12 の内容については、設問 1～10 までの分析の際に、“感想”や“コメン

ト”としてすでに言及している。以下の項では、設問 11 および設問 12 でのキーワードの

出現率について考察する。 

 

設問 11.【この授業で大変良かったと思われる点】 

前回アンケートでは「楽しい」「分かりやすい」「丁寧」などの主観的な感想が多ったが、

それらのキーワードの出現率を、前回と今回とで比べてみると次のようになる。なお、こ

れらのキーワードは設問８にも表れるため、今回アンケートの出現数にはこの設問８での

出現数も加え、母数は設問 11 の全コメント数とした。このような算出ではキーワード毎の

比較が可能な数値とはならないが、キーワード間での差異については考察が可能である。 

 

＜出現率が下がったキーワード＞ 

・楽しい 7.9% → 6.3% 

・分かりやすい 6.7% → 3.5% 

・雰囲気 1.3% → 0.4% 

・優しい 1.1% → 0.7% 

＜出現率が上がったキーワード＞ 

・丁寧  3.6% → 4.3% 

・詳しい 2.0% → 4.3% 

 

この傾向をまとめると、「遠隔授業となったため、教員は丁寧で詳しい説明に努めたが、学

生にとってそれは必ずしも分かりよいものではなく、授業の楽しい雰囲気や教員の優しさ

に触れる機会は失われてしまった」ということになるかと考える。対面授業に如くものは

無いと言わざるを得ない。 

 

同じように具体的な項目について比較を行うと次のようになる。 

 

＜出現率が下がったキーワード＞ 

・テスト 5.7% → 2.1% 

・グループ 3.9% → 0.3% 

・振り返り 3.4% → 1.0% 

＜出現率が上がったキーワード＞ 

・知識  2.0% → 3.7% 

 

遠隔授業では知識伝授が中心となり、学生が書くこと（テスト）が減り、学生が話すこと

（グループ）は皆無に近くなっている状況が伺える。 

 

設問 12.【この授業で工夫・改善して欲しいと思う点】 

設問 12 については、傾向が分かれるキーワードが取りにくいため、別の方法で前回と比較

してみる。すなわち、今回の出現数を設問 12 と設問８とで合計することは同じであるが、

母数についても設問 12 と設問８とで合計することとする。このようにすると、設問８には
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肯定的なコメントの数も母数に加わるため、実際の出現率が前回と今回とで同じであれば、

今回の方が算出される数値は下がるはずである。ところが次のように理解に関するキーワ

ードで算出された数値は上がっている。 

 

＜出現率が上がったキーワード＞ 

・難しい 2.0% → 2.7% 

・理解できない 0.3% → 1.3% 

 

設問８の母数は 2563 件なので、これらのキーワードの実際の出現率は相当上がっているこ

とが推定される。授業の理解度を問う設問３では前回と今回とで回答に大きな差は見られ

なかったが、実際には“授業について行けない”と呟かざるを得ない学生は増加している

ことが心配される。これは、後期や来年度の教育を考える際にも注視しておく必要がある。 

 

また、設問 12 では“オンライン授業をやって欲しかった”という旨のコメントが、逆に設

問 11 では“オンライン授業で良かった”という旨のコメントが、それぞれ相当数あった。 

 

以 上 

 


