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2020 年度後期授業アンケート集計結果（全体的特徴） 
 

 
2020 年度後期 2019 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 49 268 238 49 49 261 249 

非常勤 68 64 112 106 62 61 114 113 

看護 13 13 22 22 10 10 15 15 

総合計 130 126 402 366 121 120 390 377 

 

 

【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 895 名 20.2%  1 年次 2476 名 55.9% 

公共政策学科 438 名 9.8%  2 年次 1436 名 32.4% 

経営学部 
スポーツ経営学科 1266 名 28.6%  3 年次 406 名 9.2% 

情報メディア学科 791 名 17.9%  4 年次 96 名 2.2% 

看護学部 1039 名 23.5％  5 年以上 15 名 0.3% 

計 4429 名 100.0%  計 4429 名 100.0% 

       

 

延べ回答者数／延べ受講者数＝回答率 

4,429／14,734＝30.0%（2019年度後期：50.0％） 

 

【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 91.0％(=366÷402)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 96.7％であったので割合は下がっているが、2020 年度後期のアンケー

トを実施した時期はコロナ禍で全面遠隔授業となっていた時期であり、前年度との比較は

必ずしも意味を持たない。むしろ、コロナ禍の中で比較的実施率はそれほど悪く無かった

と考えられる。 

○同様のことは学生の回答率（=延べ回答者数／延べ受講者数）についても言える。すなわ

ち、前回アンケートでは 50.0％であったのが今回は 30.0%に低下していることも遠隔授業

であったことに起因していると考えられる。しかしながら、2020 年度後期と同様にアンケ

ート実施時に遠隔授業であった 2020 年度前期は 35.7%であり、これに比べても下がってい

ることは問題である。また、授業時間内にマークシートに記入して回答提出を行っていた

頃に比べると回答率は大きく下がっている。 

○学生数に対する回答率がスポーツ経営学科にて低く、1 年次生において高い傾向は、例年

と変わらない。 
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〇上述のようにアンケートを実施した時期での授業形態の違い（対面／遠隔）があるため、

前回アンケートと今回アンケートとで数値を比較しても額面通り受け取れないことは、

2020 前期授業アンケートと同じであるが、前期と違って後期は対面授業を 2 か月半ほど行

っており、この点では前期に比べて比較に意味がある。しかしながら、回答率が下がって

いることから、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は変わりは

無い。 

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．【授業形態】 

○複数回答の問いであるためアンケート回答数の母数で割り算すると、授業での実施率は

次のようになる。 

①Teams ｵﾝﾗｲﾝ授業(ﾋﾞﾃﾞｵ会議) 69.8% (=3092/4429) 

②Zoom ｵﾝﾗｲﾝ授業 2.4% (=108/4429) 

③ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ授業(動画配信授業) 11.8% (521/4429) 

④Teams による課題 26.8% (=1187/4429) 

⑤学生ﾎﾟｰﾀﾙによる課題 47.9% (=2123/4429) 

⑥その他のﾈｯﾄ上の課題 1.8% (=79/4429) 

⑦対面授業 73.7% (=3265/4429) 

 母数を“学生×授業”と見れば良いので、学生からの視点で 7 割の授業がオンラインで

実施され、7 割 4 分の授業が対面授業を行ったということになる（回答率が高く無いことよ

り誤差がある）。この集計ではオンライン／対面のどちらも行った授業、どちらも行わなか

った授業の割合は分からないが、多くの授業で課題のみとはならなかったと考え得る。先

生方のご尽力に感謝する次第である。 

○下のグラフに、学科ごとの授業形態を示す。実習のある看護学科と情報メディア学科で

愛面の授業が多くなっており、両学科ともオンライン授業の割合も高い。一方、スポーツ

経営学科はポータルの課題の割合が高い。 
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設問２．【オンライン授業の受講デバイス】 

○下のグラフに学科ごとのオンライン授業での受講デバイスを示す（複数回答可）。看護学

科での iPad の利用が進んでいること、経済学部でのパソコンの利用が多いことなどが見て

取れる。 

 

設問３．【情報システムの不調】 

○“特に無し”との回答数 3679 は、全回答 4429 の 83.1%であり、学生からの視点で 8 割

以上の授業で情報システムの不調は無かったことになる（なお、学科別集計の Excel デー

タでは不調の申告数を母数とした割合を算出しており、全回答を母数とした値とは異なる。

下のグラフも同様）。 

○下のグラフに、学科ごとの情報システムの不調の学生×授業での割合を示す。学科ごと

に違いが見られるが、要因は不明である。お気づきの点がある方はご教授をお願いしたい。 
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下の表に、2020 年度前期の情報システムの不調の申告数を示す。表は授業ごとの集計であ

り単純に上記の後期の結果とは比較できないが、後期の結果は前期に比べて減少している

とは言えそうである。前期に比べて後期は遠隔授業の比率が低かったことが主な要因と考

えられるが、教員・学生とも遠隔授業環境に慣れてきた影響もあるかと思われる。 

 

2020 年度前期でのシステムの不調を訴えた授業数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問４~設問１３【全般的な傾向】 

○設問４以下のいずれの項目も数値は大きく改善されていて、肯定的な回答の割合が高く

なっている。昨年度(2019)後期と今年度(2020)後期とはコロナ禍の影響の有無という違いが

あるが、コロナ禍の影響下にあった今年度(2020)前期に比べても、数値ははっきりと改善し

ている。 

○個々の項目について数値の改善の理由を読み解くことは困難であるが、全体として改善

していることには、“前期は行われなかった対面授業を後期は行えたことの喜び”が全体の

肯定的数値を上げる方向に働いているようにも思われる。これは証明出来る類のことでは

無いが、コメント等にも感謝の言葉が多く、例年見られる吐き捨てるような言葉は少ない。

対面授業の重要性の証左とまでは言えないが、特に他の要因も見当たらず、可能性はある

と考えている。 

○もうひとつ考えられる要因としては、学生層の変化である。学募においての学力層への

働きかけによりこの１~２年に入学した学生には、一定数の学力層が存在する。その割合は

小さいものであり、影響は限定的と考えられるが、少数でもそれらの学生が学生全体に良

い影響を与えている可能性が無くはないと考えている。 

 

設問４.【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 72.7％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（7.9％）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 60.7％、

「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 14.9％）と比較する

と数値としては改善されていると言える。また、概ねオンライン授業であった 2020 年度前

期の値（63.8%、9.9%）よりも良い。後期授業が対面＋遠隔であったことは改善の要因と

なっている可能性もあるが、読み解くことは難しい。 

○上述の数値の改善とは裏腹に、板書に関しては肯定的なコメントと否定的なコメントと

が相半ばする。美醜に関する感想以外にも、「要点がしっかりとまとめてある」「大事な内

容が詳しく書いてある」など、内容への言及もある。新しい傾向としては、「丁寧にタッチ
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ペンで板書されて、理解が深まった」というものがあり、電子デバイスの活用が今後の課

題となることが予見される。 

○一方、パワーポイントに関しては肯定的なコメントが多い。ノートテイクを嫌いパワー

ポイントを好む気質は若い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。 

 

設問５.【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 72.7％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（7.7％）を上回っている。 

○この項目においても、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 62.4％、「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 15.1％）と比較しても大きめの改善が見られ、前期(50%,5.8%)よりも良い。 

○「声が聞こえない」「声が小さすぎる」などの物理的な不満は前回アンケート回答と同様

に見られるが、数としては多くない。むしろ、「分からないところを丁寧に教えてくれる」

などの内容として肯定的なコメントが目立った。 

 

設問６.【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 75.3％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（6.1％）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 67.0％、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

9.5％）と比較すると、“理解出来る”という方向に変化している。この結果は肯定的に捉え

ることも出来るが、授業のレベル設定に問題がある（易し過ぎる）ことも懸念される数値

とも言える。 

○しかしながら、コメントは概ね肯定的な感想が多い。「難しいところを細かく教えてくれ

た」「具体的な例を用いて、難しい内容を説明していた」「難しい分野だったが、参考とな

る講義資料などが参照されていたのでわかりやすかった」など、教員側の工夫が垣間見え

るコメントも多い。また、前回アンケートでも同じ傾向があったが、「振り返りが良かった」

「毎回前回の振り返りのテスト実施がよかった」など、振り返りに関して肯定的な感想が

多い。 

 

設問７.【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 81.6%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（4.4％）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 71.9％、「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 7.8％）と比較すると、これも大きく改善されている。 

○「うるさい」などの不満を記したコメントは減っている。また、「うるさい人がいたら注

意して黙らせていた、授業の妨害になる人にはしっかり注意をしていた」「先生がうるさい
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人、出席でインチキしてる人への対応に尽力されていた。」など、教員の対応を評価するコ

メントも散見するようになっている点も、従来とは違う傾向である。 

 

設問８.【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 83.4％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（2.8％）を上回ってい

る。 

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 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％））と比較すると大きく改善しており、少し良すぎるのではないかという不安を

感じさせる数値である。全体的な傾向に記したように“対面授業が行える喜び”が作用し

ているのであれば、教員は心してこの数字を受け止める必要がある。 

○もちろん、先生方のご尽力による結果でもあることは、「直してほしい所を生徒に聞き、

それが次の授業で改善されていてとても意欲的に参加出来る」「課題の返却も丁寧にしてい

ただいたのでモチベーションにもつながった」などのコメントにも表れている。 

 

設問９.【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 74.3％であり、「とても不満」「やや

不満」と回答した割合の合計（5.3％）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 64.9％、

「非常に不満」「やや不満」と回答した割合の合計は 7.5％）と比較すると、この項目も大

きく改善している。 

○コメントには“授業が楽しい”というものも多いが、「スポーツにもマーケティングが重

要になってくるということを知ることが出来た」「政治について難しいと感じていたけれど

しっかり学ぶことが出来た」「緊張感を持って参加出来た」などの学ぶことへの満足が記さ

れたものも相当数ある。また、「オンライン授業になってからは何度も復習出来るように

Teams に動画が残っていたのでわからない所など何度も復習することが出来た」「対面授業

から teams の授業に変わって、顔が見えない中でもグループワークを行った」などのオン

ライン授業での可能性を感じさせるコメントがある反面、「一人で teams で講義を受ける

のが、分からなすぎて苦痛に感じました」「teams 課題は質問しにくい」などの否定的なコ

メントも多い。特にネット上の課題だけの授業には不満が多い。 

 

設問１０.【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 69.5％であり、他方「ほとんどしない」と回答した割合は 30.5％

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 42.9％、他方「ほとんどしない」と回答した割合は 57.1％）と比較すると、大き

く改善している。 

○学科間ごとに「ほとんどしない」と回答した割合は、看護学科(20.4%)、公共政策学科

（22.6％）、情報メディア学科（27.8％）、経済学科（29.1％）、スポーツ経営学科（44.2％）

であり、改善した中でもスポーツ経営学科の数値は他学科との差がある。 
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○「予習復習をすることで、より講義の内容を深く理解することが出来るような講義内容

であったので自然と学習意欲の向上につながっていったと感じる」「予習、復習用にプリン

トが用意されていて、自己学習しやすかった」「毎回課題があったので復習することができ

た」など、予復習を肯定的に記したコメントも目立ち、宿題の出し方に先生方が工夫され

ていることが伺える。 

 

設問１１.【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 11.6％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（前回は

13.3%）。複数回答可の理由選択において、「小テストや課題」（34.5%）や「前回の振り返

り」（28.6%）に比べて、「問答」が少ない（14.8%）傾向は前回アンケートから変わってお

らず、双方向授業がまだ十分に行われていないことが伺える。 

 

【設問１２および１３の結果（記述式アンケート）の概要】 

 設問１２および１３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１２が授業に肯定的なコメント、設問１３が否定的なコメントである。今回のアンケ

ートでは、設問１３は 1410 件、設問１３は 449 件の回答があった。前回アンケートでは、

設問１２は 1271 件、設問１３は 455 件であり、肯定的なコメントの割合が増加している。 

 設問１２および１３のそれぞれの結果については、以下のとおりである。 

 

設問１２.【この授業で大変良かったと思われる点】 

次の設問１３も併せて、特徴的なコメントは上述の各設問に関連付けて記している。ここ

では、キーワードの出現頻度について記す。 

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:91、分かりやすい:223、丁寧:59、詳しい:2、雰囲気:3、優しい:11 

＜具体的な事項＞ 

テスト:31、グループ:26、振り返り:42、知識:30 

母数が異なるが、前回アンケート（2019 年度後期）では、次のとおりとなっていた。 

＜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 

「分かりやすい」という感想が突出して多く出現しており、また、前回アンケートよりも

大きく増加している。「雰囲気」や「優しい」などの副次的なキーワードでなく、「分かり

やすい」というような授業で知識や能力を得ることへの意識が高まっていると見ることが

出来るのではないかと考える。 

 

設問１３.【この授業で工夫・改善して欲しいと思う点】 

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＞ 
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プリント:8、資料:41、パワーポイント:16、レジュメ:0 

＜教員の行動に関するもの＞ 

字:23、聞:44、板書:15、声:26 

＜授業のやり方に関するもの＞ 

テスト・試験:12、説明:31、難しい:11、うるさい:2、出席:7 

前回アンケート（2019 年度後期）では、次のとおりとなっていた。 

＜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 

対面での定期試験が無かったことを受けて“テスト”の出現頻度が下がっていること以外

は特徴的な変化は無い。 

以 上 


