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科目名
教育原理 Principle Education

担当者名 小林　伸行

回答者 2

履修者 7

回答率 29%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 50%

どちらともいえない 1 50%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 50%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 2 100%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 1 50%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 50%
難しかった 0 0%
適切だった 1 50%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 50%

そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

9～14までの項目の平均値 4.3
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 1

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 1

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 1

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
①全般的に評価が高い傾向にあることから、概ね問題はないものと考えられる。②ただし「7.配布資料」・「9.説明の仕方」・「10.話し方」ともに「どちらとも言えない」評価が一つずつ、また「6.授業の難易度」に「とても難しかった」と一人が評価していることから、説明が足りず、必ずしも理解が十分でない場合が生じていたことが示唆される。対策として、説明を噛み砕くことに加え、補足的な説明資料を多めに用意する必要もあるものと考えられる。
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科目名
論理学II LogicII

担当者名 安藤　友晴

回答者 4

履修者 8

回答率 50%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 25%

読んでいない 3 75%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 2 50%
1～3回欠席した 2 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 3 75%

1時間未満 1 25%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 25%

意欲的 3 75%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 25%
難しかった 1 25%
適切だった 2 50%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 2 50%

どちらとも言えない 1 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 50%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 1 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 2 50%

どちらとも言えない 1 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 3
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 25%
そう思う 2 50%

どちらとも言えない 1 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 1 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

9～14までの項目の平均値 4.0
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 3

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 3

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 3

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
ユーラシア文化論 Eurasian culture

担当者名 井出　晃憲

回答者 15

履修者 28

回答率 54%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 9 60%

読んでいない 6 40%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 7 78%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 2 22%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 3 20%
1～3回欠席した 8 53%
4～5回欠席した 4 27%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 3 20%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 3 20%

1時間未満 5 33%

全くしない 4 27%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 7 47%

意欲的 2 13%

どちらともいえない 6 40%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 7%
難しかった 1 7%
適切だった 11 73%
易しかった 2 13%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 33%
そう思う 4 27%

どちらとも言えない 4 27%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 2 13%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 27%
そう思う 9 60%

どちらとも言えない 2 13%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 27%
そう思う 9 60%

どちらとも言えない 2 13%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 27%
そう思う 9 60%

どちらとも言えない 2 13%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 20%
そう思う 8 53%

どちらとも言えない 4 27%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.9

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 4

いいえ 11
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 3 20%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 7%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 3 20%
そう思う 8 53%

どちらとも言えない 4 27%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.9

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 20%
そう思う 6 40%

どちらとも言えない 6 40%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

9～14までの項目の平均値 4.0
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 4

どちらとも言えない 2
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 8

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 2

どちらとも言えない 2
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 10

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 2

どちらとも言えない 2
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 10

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
本授業は、前期に開講している「文化人類学」を理論編あるいは総論として、その応用編あるいは各論として展開している。それゆえ、「文化人類学」を既習の学生にとっては理解しやすかったかと思う。アンケートの結果も全般的に肯定的意見が多かったが、それは「文化人類学」既修者の意見かと思う。否定的な意見としては、シラバスがわかりにくかったのが2名、授業の難易度が「とても難しかった」、「難しかった」が計2名いた。それらは今後の改善点としたい。
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科目名
アメリカ文化論 American cultural History

担当者名 相原　成史

回答者 5

履修者 9

回答率 56%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 3 60%

読んでいない 2 40%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 3 100%
どちらともいえない 0 0%
わかりにくかった 0 0%

3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 20%
1～3回欠席した 4 80%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 1 20%
2時間未満～1時間以上 1 20%

1時間未満 3 60%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 20%

意欲的 4 80%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 5 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 4
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 20%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 20%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

9～14までの項目の平均値 4.3
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

アメリカの歴史・文化が学べ、非常に勉強になった。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
アメリカの歴史が1通り理解でき、その国の思想がある程度理解できた。
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



社会調査論

1

科目名
社会調査論 Social Survey

担当者名 小林　伸行

回答者 10

履修者 18

回答率 56%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 7 70%

読んでいない 3 30%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 4 57%

どちらともいえない 1 14%

わかりにくかった 2 29%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 9 90%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 1 10%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 1 10%
2時間未満～1時間以上 7 70%

1時間未満 1 10%

全くしない 1 10%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 0 0%

意欲的 7 70%

どちらともいえない 2 20%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 1 10%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 10%
難しかった 4 40%
適切だった 5 50%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 9 90%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 1 10%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 10%
そう思う 8 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 10%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 10%
そう思う 7 70%

どちらとも言えない 1 10%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 10%
平均値 3.7

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 9 90%

どちらとも言えない 1 10%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.9

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 9 90%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 10%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 6

いいえ 4
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 10%

そう思う 3 30%

どちらとも言えない 2 20%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 7 70%

どちらとも言えない 2 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 10%
平均値 3.5

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 8 80%

どちらとも言えない 1 10%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 10%
平均値 3.6

9～14までの項目の平均値 3.7
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 3

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

私の卒業研究の内容と合致していて、とてもタイムリーな授業でした。学生への配慮も完璧で授業時間も適切であったと思います。

本当に意味が分からなかった。目的もわからず、何を求めているのかもわからなかった。アクティビティも意味がわからず、意欲的にな
んてなれなかった。頭がいい・元々内容を知っている人向けの話し方であり、基礎的に学ぶ生徒向けではない。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

家の事情などで欠席、遅刻が多くなってしまったことが反省です。

適切に説明し、出して欲しい答えを導ける人になりたい。
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
①全般的に評価が高い傾向にあることから、概ね問題はないものと考えられる。②ただし「3.出席」に関して「６回以上欠席した」学生が一人回答しており、一人だけほぼ全ての質問に強くネガティブに回答していることと連動している形跡があることから、日本語を前提とした授業であることを知らない留学生が不満を解消できなかった可能性が示唆される。対策としては、授業初回にかぎらず初めて出席する留学生がいる場合には日本語前提であることを説明することに加え、シラバスで日本語前提としていても可能な範囲で外国語による補足的な説明を用意する必要があるものと考えられる。
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科目名
情報と職業 Information and vocational

担当者名 斉藤　吉広

回答者 9

履修者 23

回答率 39%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 6 67%

読んでいない 3 33%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 5 83%

どちらともいえない 1 17%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 11%
1～3回欠席した 7 78%
4～5回欠席した 1 11%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 6 67%

1時間未満 0 0%

全くしない 3 33%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 22%

意欲的 7 78%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 1 11%
適切だった 8 89%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 56%
そう思う 4 44%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 67%
そう思う 3 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 67%
そう思う 3 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 56%
そう思う 4 44%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.6

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 44%
そう思う 5 56%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 3

いいえ 6
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 22%

そう思う 1 11%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 6 67%
そう思う 3 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 67%
そう思う 3 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

9～14までの項目の平均値 4.6
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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1

科目名
海洋生態学 Marine Ecology

担当者名 秋野　秀樹

回答者 8

履修者 16

回答率 50%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 5 63%

読んでいない 3 38%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 5 100%
どちらともいえない 0 0%
わかりにくかった 0 0%

3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 3 38%
1～3回欠席した 3 38%
4～5回欠席した 1 13%
6回以上欠席した 1 13%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 1 13%
2時間未満～1時間以上 3 38%

1時間未満 4 50%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 25%

意欲的 5 63%

どちらともいえない 1 13%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 1 13%
適切だった 7 88%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 38%
そう思う 3 38%

どちらとも言えない 1 13%
そう思わない 1 13%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 38%
そう思う 2 25%

どちらとも言えない 2 25%
そう思わない 1 13%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 38%
そう思う 3 38%

どちらとも言えない 2 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 38%
そう思う 4 50%

どちらとも言えない 1 13%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 38%
そう思う 3 38%

どちらとも言えない 2 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 4

いいえ 4
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 13%

そう思う 2 25%

どちらとも言えない 1 13%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合



海洋生態学

3

強くそう思う 2 25%
そう思う 5 63%

どちらとも言えない 1 13%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 25%
そう思う 4 50%

どちらとも言えない 2 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

9～14までの項目の平均値 4.1
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
TOEIC講座II TOEIC II

担当者名 相原　成史

回答者 3

履修者 14

回答率 21%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 3 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 3 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 33%
1～3回欠席した 2 67%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 1 33%
2時間未満～1時間以上 1 33%

1時間未満 1 33%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 67%

意欲的 1 33%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 1 33%
易しかった 2 67%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 33%
そう思う 2 67%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 3

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 3 100%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 3 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

9～14までの項目の平均値 4.7
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 0

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 0

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 0

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
基礎英語II Basic English II

担当者名 相原　成史

回答者 5

履修者 19

回答率 26%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 4 80%

読んでいない 1 20%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 2 50%

どちらともいえない 2 50%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 5 100%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 2 40%

1時間未満 3 60%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 20%

意欲的 1 20%

どちらともいえない 3 60%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 20%
難しかった 3 60%
適切だった 1 20%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%



基礎英語II

2

全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 2 40%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 1 20%

どちらとも言えない 2 40%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 4

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 60%

どちらとも言えない 1 20%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.75
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 20%
そう思う 1 20%

どちらとも言えない 3 60%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.6

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 1 20%

どちらとも言えない 2 40%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.4

9～14までの項目の平均値 3.9
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
日本語(井出) Japanese language(Ide)・日本語(南) Japanese language
(Minami)

担当者名 井出　晃憲・南　満幸

回答者 3

履修者 3

回答率 100%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 3 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 3 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 2 67%
1～3回欠席した 1 33%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 2 67%
2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 1 33%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 67%

意欲的 1 33%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 2 67%
適切だった 0 0%
易しかった 1 33%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 33%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 33%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 33%

そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 2 67%
そう思う 1 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 33%
そう思う 2 67%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

9～14までの項目の平均値 4.6
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
本授業は、南先生との分担であり、私の担当時間については受講学生の都合で本来の授業時間に開講することができず、毎週課題を出してその間違いを空いた時間に添削指導するという変則的な形態であった。それゆえ、学生に対して十分な指導ができたとは言えない。アンケートの結果を見ると肯定的な意見が多いが、指導不足の点を今後改善したいと思う。（井出）
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科目名
キャリアデザインA Career Design A

担当者名 佐賀

回答者 19

履修者 37

回答率 51%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 12 63%

読んでいない 7 37%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 11 92%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 1 8%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 5 26%
1～3回欠席した 13 68%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 1 5%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 4 21%
2時間未満～1時間以上 5 26%

1時間未満 3 16%

全くしない 7 37%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 9 47%

意欲的 10 53%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 2 11%
適切だった 16 84%
易しかった 1 5%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 12 63%
そう思う 7 37%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 12 63%
そう思う 6 32%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 1 5%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 12 63%
そう思う 6 32%

どちらとも言えない 1 5%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.6

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 12 63%
そう思う 6 32%

どちらとも言えない 1 5%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.6

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 12 63%
そう思う 5 26%

どちらとも言えない 2 11%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 7

いいえ 12
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 5 26%

そう思う 2 11%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合



キャリアデザインA

3

強くそう思う 8 42%
そう思う 11 58%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 8 42%
そう思う 11 58%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

9～14までの項目の平均値 4.5
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 15

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 15

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 3

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 15

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

自分の強みを理解することの重要性。もっと知っていかないとダメだと知れた。
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



キャリアデザインC

1

科目名
キャリアデザインC Career Design C

担当者名 佐賀

回答者 19

履修者 26

回答率 73%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 15 79%

読んでいない 4 21%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 14 93%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 1 7%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 7 37%
1～3回欠席した 11 58%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 1 5%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 1 5%
4時間未満～2時間以上 4 21%
2時間未満～1時間以上 9 47%

1時間未満 2 11%

全くしない 3 16%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 6 32%

意欲的 12 63%

どちらともいえない 1 5%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 4 21%
適切だった 11 58%
易しかった 4 21%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 11 58%
そう思う 8 42%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 11 58%
そう思う 7 37%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 1 5%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 11 58%
そう思う 8 42%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.6

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 10 53%
そう思う 9 47%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 10 53%
そう思う 9 47%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 12

いいえ 7
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 7 37%

そう思う 5 26%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 10 53%
そう思う 9 47%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 11 58%
そう思う 7 37%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 5%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

9～14までの項目の平均値 4.5
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3
そう思う 1

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 1
質問設定なし 13

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4
そう思う 2

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 1
質問設定なし 11

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4
そう思う 1

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 1
質問設定なし 12

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 
就職などの人生設計に役立った 。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

様々な職業について知ることが出来た。



キャリアデザインC

4

教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



総合教養I

1

科目名
総合教養I Liberal Arts I

担当者名 浅海　弘保,相原　成史,佐賀　孝博

回答者 9

履修者 15

回答率 60%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 8 89%

読んでいない 1 11%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 7 88%

どちらともいえない 1 13%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 3 33%
1～3回欠席した 6 67%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 3 33%

1時間未満 2 22%

全くしない 4 44%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 22%

意欲的 7 78%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 11%
難しかった 5 56%
適切だった 3 33%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 22%
そう思う 6 67%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 22%
そう思う 6 67%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 11%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 33%
そう思う 5 56%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 22%
そう思う 6 67%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 22%
そう思う 5 56%

どちらとも言えない 2 22%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 7
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 22%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 2 22%
そう思う 5 56%

どちらとも言えない 2 22%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 22%
そう思う 6 67%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

9～14までの項目の平均値 4.1
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 
浅海先生の授業は全く何を目的とし何を身につけるのか理解出来なかった。言葉も聞き取れないし、説明が説明ではなかった（理解し
難い言い回し等）

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

全然わからなかったところの復習をあまり行えなかったこと

様々な教員が居て、様々な授業方法があり、己で学ぶより他ない事もあるとわかった。
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
目的について理解できなかったとのことですので、コメントいたします。判断・数的推理では、論理的思考のトレーニングを行い、素早く解を得られるようにすることを目的としています。数多くの問題にあたり、瞬時に判断できる能力を身につけられるよう相当数の問題をこなします。説明が難しく理解できなかったことについて、簡潔明瞭な説明を心がけるようにいたします。



総合教養III

1

科目名
総合教養III Liberal Arts III

担当者名 浅海　弘保,相原　成史,佐賀　孝博

回答者 2

履修者 5

回答率 40%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 2 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 50%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 1 50%
2時間未満～1時間以上 1 50%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 1 50%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 1 50%
適切だった 1 50%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 50%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 50%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

9～14までの項目の平均値 4.6
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

現状あまり自信はありませんが、本番後悔しない様頑張ります。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

日々継続して勉強を行い、その積み重ねが大事。
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
情報教養II Basic Computer Science II

担当者名 佐賀　孝博

回答者 4

履修者 20

回答率 20%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 3 75%

読んでいない 1 25%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 3 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 3 75%
4～5回欠席した 1 25%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 3 75%

1時間未満 1 25%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 50%

意欲的 2 50%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 1 25%
適切だった 3 75%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 3

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 3 75%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 50%
そう思う 2 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

9～14までの項目の平均値 4.7
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



映像論II

1

科目名
映像論II(マルチメディア概論II・応用マルチメディア技術論) Theory of Film and 
VideoII

担当者名 阪本　裕文

回答者 11

履修者 19

回答率 58%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 9 82%

読んでいない 2 18%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 7 78%

どちらともいえない 1 11%

わかりにくかった 1 11%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 3 27%
1～3回欠席した 8 73%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 5 45%

1時間未満 4 36%

全くしない 2 18%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 3 27%

意欲的 6 55%

どちらともいえない 1 9%

意欲的とはいえない 1 9%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 4 36%
適切だった 5 45%
易しかった 2 18%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 45%
そう思う 5 45%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 55%
そう思う 4 36%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 55%
そう思う 4 36%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 55%
そう思う 4 36%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 45%
そう思う 4 36%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 5

いいえ 6
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 5 45%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 7 64%
そう思う 3 27%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 45%
そう思う 4 36%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

9～14までの項目の平均値 4.3
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 9

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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1

科目名
映像メディア論I・II

担当者名 牧野　竜二

回答者 2

履修者 5

回答率 40%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 2 100%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 1 50%

1時間未満 0 0%

全くしない 1 50%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 1 50%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 1 50%
適切だった 1 50%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

9～14までの項目の平均値 3.8
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



プログラミング基礎

1

科目名
プログラミング基礎 Programming Language C

担当者名 小泉　真也

回答者 2

履修者 27

回答率 7%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 2 100%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 1 50%

1時間未満 0 0%

全くしない 1 50%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 1 50%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 1 50%
適切だった 1 50%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

9～14までの項目の平均値 3.8
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



UNIX基礎

1

科目名
UNIX基礎 UNIX Fundamental

担当者名 小山　民雄

回答者 2

履修者 17

回答率 12%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 0 0%

どちらともいえない 1 100%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 50%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 1 50%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 1 50%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 0 0%

どちらともいえない 1 50%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 2 100%
難しかった 0 0%
適切だった 0 0%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 1 50%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 50%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 50%
平均値 2.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 50%
平均値 2

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 50%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 50%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 50%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

9～14までの項目の平均値 2.8
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



UNIX基礎実習

1

科目名
UNIX基礎実習 Practical Training of UNIX Fundamentals

担当者名 小山　民雄

回答者 2

履修者 17

回答率 12%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 50%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 1 50%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 1 50%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 0 0%

どちらともいえない 1 50%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 2 100%
難しかった 0 0%
適切だった 0 0%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 1 50%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 50%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 50%
平均値 2.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 50%
平均値 2

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 50%
平均値 3

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 50%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 50%
平均値 3.0

9～14までの項目の平均値 2.8
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



データベース論II

1

科目名
データベース論II Theory of Database II

担当者名 安藤　友晴

回答者 10

履修者 37

回答率 27%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 9 90%

読んでいない 1 10%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 5 56%

どちらともいえない 3 33%

わかりにくかった 1 11%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 8 80%
1～3回欠席した 2 20%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 3 30%
2時間未満～1時間以上 5 50%

1時間未満 2 20%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 3 30%

意欲的 6 60%

どちらともいえない 1 10%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 3 30%
難しかった 4 40%
適切だった 2 20%
易しかった 1 10%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 30%
そう思う 4 40%

どちらとも言えない 3 30%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 20%
そう思う 6 60%

どちらとも言えない 2 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 20%
そう思う 7 70%

どちらとも言えない 1 10%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 20%
そう思う 8 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 20%
そう思う 5 50%

どちらとも言えない 3 30%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.9

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 8

いいえ 2
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 10%

そう思う 6 60%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 1 10%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 10%
そう思う 7 70%

どちらとも言えない 1 10%
そう思わない 1 10%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 8 80%

どちらとも言えない 2 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

9～14までの項目の平均値 4.0
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 1

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 3

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 2

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 
Pythonとsqliteの利用でのデータベース管理の方法を知れてよかった 。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

構文エラーが多かったのでしっかりと構文を確認して取り組みたいと思います。



データベース論II

4

教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



ネットワーク概論

1

科目名
ネットワーク概論 Computer Network Fundamentals

担当者名 張江　洋次朗

回答者 2

履修者 27

回答率 7%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 50%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 1 50%

1時間未満 1 50%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 0 0%

どちらともいえない 1 50%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 2 100%
適切だった 0 0%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 1 50%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 1 50%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 0

いいえ 2
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.0

9～14までの項目の平均値 3.7
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 
配ったプリントの内容が間違っている時があるのは仕方ないと思うが、それを口頭で説明して修正するのではなく、ホワイトボードなど
に書いて修正した方がいいと思う。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
ネットワーク実習 Computer Network Fundamentals(Practical)

担当者名 張江　洋次朗

回答者 2

履修者 27

回答率 7%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 50%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 1 50%

1時間未満 1 50%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 0 0%

どちらともいえない 1 50%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 2 100%
適切だった 0 0%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 50%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 5
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 100%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.0

9～14までの項目の平均値 4.0
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

プリントに書かれているコマンドで空間があるのかどうかが見にくい。ホワイトボードの字が読みにくい。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
知能情報プログラミング Intellectual Information Engineering

担当者名 小山　民雄

回答者 5

履修者 11

回答率 45%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 3 60%

読んでいない 2 40%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 33%

どちらともいえない 2 67%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 4 80%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 1 20%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 2 40%
2時間未満～1時間以上 2 40%

1時間未満 1 20%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 20%

意欲的 3 60%

どちらともいえない 1 20%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 4 80%
適切だった 0 0%
易しかった 1 20%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 2 40%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 60%
そう思う 1 20%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 60%
そう思う 1 20%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 60%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 1 20%
平均値 3.6

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 80%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.6

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 4

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 4 80%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.6

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

9～14までの項目の平均値 4.1
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

後半遅刻が多かったので反省しております。
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



Webプログラミング基礎

1

科目名
Webプログラミング基礎 Basic Web programing

担当者名 佐賀　孝博

回答者 16

履修者 32

回答率 50%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 10 63%

読んでいない 6 38%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 7 70%

どちらともいえない 3 30%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 10 63%
1～3回欠席した 5 31%
4～5回欠席した 1 6%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 1 6%
4時間未満～2時間以上 3 19%
2時間未満～1時間以上 6 38%

1時間未満 5 31%

全くしない 1 6%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 6 38%

意欲的 8 50%

どちらともいえない 2 13%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 6%
難しかった 8 50%
適切だった 7 44%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 38%
そう思う 8 50%

どちらとも言えない 2 13%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 38%
そう思う 8 50%

どちらとも言えない 1 6%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 1 6%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 7 44%
そう思う 8 50%

どちらとも言えない 1 6%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 7 44%
そう思う 7 44%

どちらとも言えない 2 13%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 38%
そう思う 9 56%

どちらとも言えない 1 6%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 15

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 8 50%

そう思う 6 38%

どちらとも言えない 1 6%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 4 25%
そう思う 10 63%

どちらとも言えない 2 13%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 38%
そう思う 9 56%

どちらとも言えない 1 6%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

9～14までの項目の平均値 4.3
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 2

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 11

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 11

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 11

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



ネットワーク管理論II

1

科目名
ネットワーク管理論II Theory of Network Management II

担当者名 浅海　弘保

回答者 5

履修者 8

回答率 63%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 5 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 2 40%

どちらともいえない 3 60%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 5 100%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 1 20%
4時間未満～2時間以上 2 40%
2時間未満～1時間以上 1 20%

1時間未満 1 20%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 20%

意欲的 3 60%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 1 20%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 20%
難しかった 3 60%
適切だった 1 20%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 2 40%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 2 40%

どちらとも言えない 2 40%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.6

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 80%
そう思う 1 20%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 5

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 40%

そう思う 2 40%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 20%
そう思う 2 40%

どちらとも言えない 2 40%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 2 40%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.6

9～14までの項目の平均値 3.9
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 3

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

分からない部分は自分で調べることで、ある程度理解出来たかと思います。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
1限の講義とは言え、時間ギリギリの出席があまりにも多かったので深く反省しております。
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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1

科目名
ネットワーク管理論II実習 Practical of Network Management Theory II

担当者名 浅海　弘保

回答者 5

履修者 8

回答率 63%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 5 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 3 60%

どちらともいえない 2 40%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 20%
1～3回欠席した 4 80%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 1 20%
4時間未満～2時間以上 1 20%
2時間未満～1時間以上 1 20%

1時間未満 2 40%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 20%

意欲的 3 60%

どちらともいえない 1 20%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 20%
難しかった 2 40%
適切だった 2 40%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.6

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 4 80%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 5

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 40%

そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.4
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 2 40%
そう思う 2 40%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%
そう思う 2 40%

どちらとも言えない 1 20%
そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.6

9～14までの項目の平均値 3.9
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 3

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 
実習にかなり苦戦しましたが、質問を積極的にすることでなんとか終えることができて良かったと思います。新館1階の実習室ですが、
作業中あまりにも寒く手がかじかみ、キーボード入力に苦労しました。新館1階の実習室は普段短時間しか利用しないので厳しいとい
うのも理解してますが、可能であれば暖房を付けていただけると嬉しいです。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



ソフトウェア制作演習

1

科目名
ソフトウェア制作演習 Software Production Exercises

担当者名 オムニバス

回答者 9

履修者 7

回答率 129%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 7 78%

読んでいない 2 22%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 7 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 7 78%
1～3回欠席した 1 11%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 1 11%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 5 56%
4時間未満～2時間以上 2 22%
2時間未満～1時間以上 1 11%

1時間未満 0 0%

全くしない 1 11%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 5 56%

意欲的 3 33%

どちらともいえない 1 11%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 11%
難しかった 4 44%
適切だった 4 44%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 11%
そう思う 4 44%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 3 33%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 11%
そう思う 2 22%

どちらとも言えない 3 33%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 3 33%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 44%
そう思う 4 44%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 56%
そう思う 4 44%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.6

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 44%
そう思う 4 44%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 6

いいえ 3
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 4 44%

そう思う 2 22%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 5 56%
そう思う 3 33%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 56%
そう思う 3 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 11%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

9～14までの項目の平均値 4.4
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 
隔週で発表を行ったが、学生のプロジェクトへのアドバイスをするのであれば毎回発表という形式じゃなくても良いと思った。目的として
発表というものに慣れて欲しい、という意図があるのであれば別だと思うが。

成果物の最終発表にて、プロジェクトや発表の改善点をご指摘いただけるのは大変ありがたいのですが、プロジェクト自体に効果があ
るのか、意義があるのか、など根本から否定するような意見を言うのはおかしいと感じた。効果があったか知りたいのであれば質問と
いう形で聞いてくれればいいし、実際効果があるのか無いのかについては検証などを行っていないため得られてないのは事実だが、
それを得られてないからといって否定されたところで最終発表時点で改善する余地もないし、発言の意味がないと感じた。一番はプロ
ジェクトを否定されたようで腹が立った。今まで教員の方の意見を聞き講義に取り組んでいたが、最終発表だけ来るような人に否定さ
れてがっかりでした。

プレゼンのポイントやコツ、チームでの開発や設計の難しさや目的設定の重要さなど学べることは多く、受講して良かったと思います。
特にこの講義でチーム開発の経験を積めたことはかなり大きいと思います。 
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20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

プレゼン方法、開発するアプリの設計やスケジュールの立て方については、失敗したことが幾つかあったので反省しております。

教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



線形代数学II

1

科目名
線形代数学II Linear Algebra II

担当者名 陶山　大輔

回答者 2

履修者 6

回答率 33%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 2 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 1 50%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 2 100%
2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 100%

意欲的 0 0%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 1 50%
易しかった 1 50%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

9～14までの項目の平均値 4.8
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
線形代数学II特講 Linear Algebra II Special Lecture

担当者名 陶山　大輔

回答者 2

履修者 6

回答率 33%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 50%

どちらともいえない 1 50%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 1 50%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 2 100%
2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 100%

意欲的 0 0%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 50%
難しかった 0 0%
適切だった 0 0%
易しかった 1 50%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 100%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

9～14までの項目の平均値 4.9
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 



線形代数学II特講

教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



環境とエネルギー

1

科目名
環境とエネルギー Environment and Energy

担当者名 遠藤　孝夫

回答者 4

履修者 4

回答率 100%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 4 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 4 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 4 100%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 2 50%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 2 50%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 25%

意欲的 3 75%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 4 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 2 50%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 4 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 3
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

9～14までの項目の平均値 4.2
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
1.および2. シラバスについて，全員が履修登録前にシラバスを読み，わかりやすかったとの回答でした．　4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)について，全15週の平均として4時間程度を想定していますが，それ以上に該当する回答(4時間以上)が半数ある一方で，それよりやや少ない回答(1時間以上2時間未満)も半数あり、二分されました．　9-14.平均値算出項目の各項目とも平均値は4.0ポイント以上であり，大きな問題は見られませんでした．　18.この授業に関する感想・意見および19.自由記述について，記入が無かったこと自体は大きな問題では無いかと存じますが，余裕をもって回答できるように時間を設定するといった改善を検討いたします． 



環境マネジメント

1

科目名
環境マネジメント Environmental Management

担当者名 遠藤　孝夫

回答者 2

履修者 2

回答率 100%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 2 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 2 100%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 2 100%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 0 0%

意欲的 2 100%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 2 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 0

いいえ 2
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

9～14までの項目の平均値 4.2
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 



環境マネジメント

4

教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
1.および2. シラバスについて，全員が履修登録前にシラバスを読み，わかりやすかったとの回答でした．　4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)について，全15週の平均として4時間程度を想定していますが，それに該当する回答(2時間以上4時間未満)をしている人はおらず，全員それよりやや少ない(1時間以上2時間未満)との回答でした．　9-14.平均値算出項目の各項目の平均値は4.0ポイント以上であり，大きな問題は見られませんでした．このうち11（質問等への適切な対応）については，すべて「強くそう思う」との回答でした．この結果を今後の本科目や他科目にも活かせるように考えたいと思います．　18.この授業に関する感想・意見および19.自由記述について，記入が無かったこと自体は大きな問題では無いかと存じますが，余裕をもって回答できるように時間を設定するといった改善を検討いたします． 



ビジネス英語

1

科目名
ビジネス英語 Business English

担当者名 相原　成史

回答者 2

履修者 4

回答率 50%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 2 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 50%
1～3回欠席した 1 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 2 100%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 1 50%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 2 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 50%

そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

9～14までの項目の平均値 4.7
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

理解しやすいように説明いただきました。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



観光事業論

1

科目名
観光事業論 Tourism Business

担当者名 井出　晃憲

回答者 9

履修者 19

回答率 47%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 3 33%

読んでいない 6 67%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 33%

どちらともいえない 2 67%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 4 44%
4～5回欠席した 5 56%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 1 11%
2時間未満～1時間以上 3 33%

1時間未満 3 33%

全くしない 2 22%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 0 0%

意欲的 4 44%

どちらともいえない 4 44%

意欲的とはいえない 1 11%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 5 56%
適切だった 4 44%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 2 22%

どちらとも言えない 5 56%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 2 22%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 11%
そう思う 5 56%

どちらとも言えない 3 33%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 22%
そう思う 4 44%

どちらとも言えない 3 33%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.9

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 33%
そう思う 6 67%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 3 33%

どちらとも言えない 6 67%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.3

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 3

いいえ 6
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 33%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 11%
そう思う 2 22%

どちらとも言えない 6 67%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.4

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 11%
そう思う 6 67%

どちらとも言えない 1 11%
そう思わない 1 11%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

9～14までの項目の平均値 3.8
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 2
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 2
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 2
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

他の観光学系の授業とは差別化できていてよかった。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
本授業は1年生向けの授業で、前期に開講している観光学全般を扱う「観光概論」に対して、観光のビジネス的側面を扱うことに特化した科目である。それゆえ、感想・意見の自由記述として、「他の観光学系の授業とは差別化できていてよかった。」というものがあったことは、本授業の目的がよく達成されたと言えると思う。その他のアンケート項目については可も無く不可も無く特徴がよくつかめないが、少しでも否定的な回答を減らすよう今後努力したい。
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科目名
観光学実践論 Tourism and Regional development

担当者名 井出　晃憲

回答者 22

履修者 30

回答率 73%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 11 50%

読んでいない 11 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 11 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 5%
1～3回欠席した 11 50%
4～5回欠席した 8 36%
6回以上欠席した 2 9%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 4 18%
2時間未満～1時間以上 7 32%

1時間未満 8 36%

全くしない 3 14%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 5 23%

意欲的 8 36%

どちらともいえない 7 32%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 2 9%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 2 9%
難しかった 1 5%
適切だった 15 68%
易しかった 2 9%

とても易しかった 2 9%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 27%
そう思う 7 32%

どちらとも言えない 7 32%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 2 9%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 27%
そう思う 9 41%

どちらとも言えない 7 32%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 10 45%
そう思う 5 23%

どちらとも言えない 7 32%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 8 36%
そう思う 7 32%

どちらとも言えない 7 32%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 9 41%
そう思う 6 27%

どちらとも言えない 7 32%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 7

いいえ 15
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 9%

そう思う 5 23%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合



観光学実践論

3

強くそう思う 3 14%
そう思う 12 55%

どちらとも言えない 7 32%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 27%
そう思う 8 36%

どちらとも言えない 8 36%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.9

9～14までの項目の平均値 4.0
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 1

どちらとも言えない 6
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 13

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2
そう思う 1

どちらとも言えない 6
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 13

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3
そう思う 0

どちらとも言えない 6
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 13

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
本授業は、前期に開講している「観光まちおこし論」を理論編あるいは総論として、その応用編あるいは各論として展開している。様々な観光による地域振興の成功事例を紹介して、それについて他の地域での事例を調べてくるというのが、毎回の授業内容であった。学生には取り組みやすい内容であったかと思う。アンケートの結果にもそれは現れている。ただ、「全く意欲的でない」という回答が2名、「とても難しかった」という回答が2名いた。それらの改善は今後の課題としたい。
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科目名
観光メディア論 Tourism and Media

担当者名 井出　晃憲

回答者 6

履修者 9

回答率 67%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 5 83%

読んでいない 1 17%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 5 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 2 33%
1～3回欠席した 2 33%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 2 33%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 1 17%
2時間未満～1時間以上 1 17%

1時間未満 4 67%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 33%

意欲的 4 67%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 6 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%
そう思う 3 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 2 33%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 33%
そう思う 4 67%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 83%
そう思う 1 17%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 67%
そう思う 2 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 83%
そう思う 1 17%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 0

いいえ 6
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 4 67%
そう思う 2 33%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 50%
そう思う 3 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

9～14までの項目の平均値 4.7
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 6

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 6

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 6

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

アニメの聖地巡礼の話が面白かったです。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
ビジュアルデザインI(DTP基礎) Visual Design I

担当者名 藤木　正則

回答者 4

履修者 12

回答率 33%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 50%

読んでいない 2 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 2 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 2 50%
1～3回欠席した 2 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 3 75%

1時間未満 0 0%

全くしない 1 25%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 25%

意欲的 3 75%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 4 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 50%
そう思わない 0 0%



ビジュアルデザインI(DTP基礎) 

2

全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 2 50%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 50%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 2 50%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.5

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 2 50%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.3

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 2 50%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.3

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 4

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 50%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 2 50%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 25%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 2 50%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.3

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 1 25%
そう思わない 2 50%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.0

9～14までの項目の平均値 3.3
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 2

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 2

全くそう思わない 0
質問設定なし 1

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 2

全くそう思わない 0
質問設定なし 1

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。

miuri
テキスト ボックス
本授業は、観光とメディアの関係を様々な事例から考えさせる内容であり、学生の興味を惹き理解しやすかったのではないかと思う。それはアンケートの9～14までの項目の平均値が4．7と極めて高いことからもわかる。感想・意見の自由既述には、「アニメ聖地巡礼の話が面白かったです。」という好意的なものがあり、本授業の形式は今後も踏襲していって良いかと考えている。
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科目名
映像制作I(マルチメディア技術論) Multimedia Technologies

担当者名 阪本　裕文

回答者 8

履修者 11

回答率 73%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 8 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 8 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 4 50%
1～3回欠席した 4 50%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 8 100%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 8 100%

意欲的 0 0%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 13%
難しかった 3 38%
適切だった 3 38%
易しかった 0 0%

とても易しかった 1 13%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 63%
そう思う 3 38%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 63%
そう思う 3 38%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 8 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 8 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 8 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 8

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 5 63%

そう思う 3 38%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 5 63%
そう思う 3 38%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.6

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 50%
そう思う 4 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

9～14までの項目の平均値 4.8
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 8

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 7

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

最終課題は撮影するものが限られたがもっと良い作品が作れると他の人の作品をみて思った。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
画像表現演習 Image Representation Exercises

担当者名 立花　冨美雄

回答者 7

履修者 20

回答率 35%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 4 57%

読んでいない 3 43%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 4 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 4 57%
1～3回欠席した 3 43%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 1 14%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 3 43%

1時間未満 3 43%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 29%

意欲的 5 71%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 6 86%
易しかった 1 14%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 71%
そう思う 2 29%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 71%
そう思う 1 14%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 1 14%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 71%
そう思う 2 29%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 71%
そう思う 2 29%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 57%
そう思う 2 29%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 14%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 7

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 29%

そう思う 5 71%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.3
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 3 43%
そう思う 4 57%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 29%
そう思う 5 71%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

9～14までの項目の平均値 4.5
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 1

全くそう思わない 0
質問設定なし 6

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 6

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 6

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
CG制作(映像技術) Making of Computer Animation

担当者名 阪本　裕文

回答者 14

履修者 17

回答率 82%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 9 64%

読んでいない 5 36%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 7 78%

どちらともいえない 2 22%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 10 71%
1～3回欠席した 4 29%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 4 29%
4時間未満～2時間以上 5 36%
2時間未満～1時間以上 2 14%

1時間未満 3 21%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 11 79%

意欲的 3 21%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 2 14%
難しかった 7 50%
適切だった 3 21%
易しかった 2 14%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 8 57%
そう思う 4 29%

どちらとも言えない 2 14%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 43%
そう思う 5 36%

どちらとも言えない 3 21%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 43%
そう思う 8 57%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 7 50%
そう思う 7 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 7 50%
そう思う 5 36%

どちらとも言えない 2 14%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 14

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 8 57%

そう思う 5 36%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 1 7%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.4
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 9 64%
そう思う 4 29%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 7%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 12 86%
そう思う 1 7%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 7%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.7

9～14までの項目の平均値 4.5
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 1

全くそう思わない 0
質問設定なし 12

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 0

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 12

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 1

どちらとも言えない 1
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 11

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 
It is very interesting. We had fun in this classes . 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



アート表現I(マルチメディア表現概論)

1

科目名
アート表現I(マルチメディア表現概論) Creative Expression

担当者名 藤木　正則

回答者 11

履修者 16

回答率 69%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 8 73%

読んでいない 3 27%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 6 75%

どちらともいえない 2 25%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 4 36%
1～3回欠席した 6 55%
4～5回欠席した 1 9%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 1 9%
4時間未満～2時間以上 1 9%
2時間未満～1時間以上 4 36%

1時間未満 3 27%

全くしない 2 18%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 3 27%

意欲的 7 64%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 1 9%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 9%
難しかった 8 73%
適切だった 2 18%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 27%
そう思う 7 64%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 9%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 27%
そう思う 6 55%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 1 9%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 27%
そう思う 7 64%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 36%
そう思う 7 64%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 45%
そう思う 5 45%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 9

いいえ 2
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 4 36%

そう思う 4 36%

どちらとも言えない 1 9%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.3
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 3 27%
そう思う 7 64%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 36%
そう思う 5 45%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 1 9%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.1

9～14までの項目の平均値 4.2
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 10

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 10

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 10

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

もっと自発的に動けばよかった。

スケジュール管理がうまくできなかった。

アートを通じて考えるということを知ることができた。ただ、考えを形にするのがなかなか難しく、作品にあまり納得はしていない。

作業時間はとても楽しかったです。        
20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



アート表現I実習(マルチメディア表現実習)

1

科目名
アート表現I実習(マルチメディア表現実習) Creative expression I practice

担当者名 藤木　正則

回答者 8

履修者 16

回答率 50%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 3 38%

読んでいない 5 63%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 3 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 4 50%
1～3回欠席した 2 25%
4～5回欠席した 2 25%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 5 63%

1時間未満 1 13%

全くしない 2 25%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 13%

意欲的 5 63%

どちらともいえない 1 13%

意欲的とはいえない 1 13%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 13%
難しかった 6 75%
適切だった 1 13%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 5 63%

どちらとも言えない 3 38%
そう思わない 0 0%



アート表現I実習(マルチメディア表現実習)

2

全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 5 63%

どちらとも言えない 2 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 1 13%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%
そう思う 6 75%

どちらとも言えない 2 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.8

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 50%
そう思う 3 38%

どちらとも言えない 1 13%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 25%
そう思う 4 50%

どちらとも言えない 1 13%
そう思わない 1 13%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.9

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 8

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 25%

そう思う 4 50%

どちらとも言えない 2 25%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 6 75%

どちらとも言えない 1 13%
そう思わない 1 13%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.6

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 13%
そう思う 4 50%

どちらとも言えない 2 25%
そう思わない 1 13%

全くそう思わない 0 0%
平均値 3.6

9～14までの項目の平均値 3.9
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 8

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 8

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 8

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

あまりうまくつくれなかった。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



情報サービス論

1

科目名
情報サービス論 Theory of Information Services

担当者名 安藤　友晴

回答者 4

履修者 12

回答率 33%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 3 75%

読んでいない 1 25%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 3 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 3 75%
1～3回欠席した 1 25%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 4 100%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 25%

意欲的 2 50%

どちらともいえない 1 25%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 4 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 2 50%

どちらとも言えない 1 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 1

いいえ 3
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 25%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 5
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合



情報サービス論

3

強くそう思う 1 25%
そう思う 3 75%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.3

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 25%
そう思う 2 50%

どちらとも言えない 1 25%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

9～14までの項目の平均値 4.3
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



情報サービス演習

1

科目名
情報サービス演習 Information Services skills

担当者名 安藤　友晴

回答者 2

履修者 12

回答率 17%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 2 100%
1～3回欠席した 0 0%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 2 100%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 1 50%

意欲的 1 50%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 2 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 1 50%

そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.5
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 50%
そう思う 1 50%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

9～14までの項目の平均値 4.5
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



図書館情報資源概論

1

科目名
図書館情報資源概論 Introduction to Library and Information Resources

担当者名 安藤　友晴

回答者 11

履修者 13

回答率 85%
講義or 演習などの科目かどうか 1 演習科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 8 73%

読んでいない 3 27%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 6 75%

どちらともいえない 2 25%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 3 27%
1～3回欠席した 7 64%
4～5回欠席した 1 9%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 2 18%
2時間未満～1時間以上 2 18%

1時間未満 3 27%

全くしない 4 36%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 18%

意欲的 6 55%

どちらともいえない 3 27%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 11 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 36%
そう思う 6 55%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 36%
そう思う 5 45%

どちらとも言えない 2 18%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 36%
そう思う 7 64%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 45%
そう思う 6 55%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 27%
そう思う 7 64%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 4

いいえ 7
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 18%

そう思う 2 18%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.5
14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 3 27%
そう思う 7 64%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.2

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 45%
そう思う 5 45%

どちらとも言えない 1 9%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

9～14までの項目の平均値 4.3
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 11

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 11

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 11

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



メディア史概論

1

科目名
メディア史概論 Introduction to History of the media

担当者名 安藤　友晴

回答者 5

履修者 25

回答率 20%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 40%

読んでいない 3 60%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 50%

どちらともいえない 1 50%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 20%
1～3回欠席した 4 80%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 1 20%
2時間未満～1時間以上 2 40%

1時間未満 2 40%

全くしない 0 0%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 0 0%

意欲的 5 100%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 2 40%
適切だった 3 60%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 3
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 40%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 0 0%
そう思う 5 100%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 40%
そう思う 3 60%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.4

9～14までの項目の平均値 4.3
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 1
そう思う 1

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 3

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 3

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 2

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 3

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

面白い授業でした。

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。



特別活動論

科目名
特別活動論 Specisl Activism

担当者名 但田　勝義

回答者 5

履修者 3

回答率 167%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 4 80%

読んでいない 1 20%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 4 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 3 60%
1～3回欠席した 2 40%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 4 80%

全くしない 1 20%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 4 80%

意欲的 1 20%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 1 20%
適切だった 4 80%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 80%
そう思う 1 20%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 4

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 4 80%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合



特別活動論

強くそう思う 4 80%
そう思う 1 20%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

9～14までの項目の平均値 4.9
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 5

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 

小テストをもう少し頑張りたかったです。
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
教育相談 Educational Counseling

担当者名 吉田　勝徳

回答者 4

履修者 3

回答率 133%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 1 25%

読んでいない 3 75%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 1 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 1 25%
1～3回欠席した 2 50%
4～5回欠席した 1 25%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 2 50%

全くしない 2 50%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 3 75%

意欲的 1 25%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 1 25%
適切だった 3 75%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 3

いいえ 1
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 3 75%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%
そう思う 1 25%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 4.8

9～14までの項目の平均値 4.8
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 4

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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科目名
教育方法論 Mehtods of Teaching

担当者名 佐藤　元彦

回答者 2

履修者 3

回答率 67%
講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

1.履修登録前にこの授業のシラバスを読みましたか。
Did you read the syllabus of this subject before enrolling?

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%
2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

わかりやすかった 2 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%
3.この授業にどれくらい出席しましたか 
How often have you attended this class 

項目 回答数 割合

全て出席した 0 0%
1～3回欠席した 2 100%
4～5回欠席した 0 0%
6回以上欠席した 0 0%

4.この授業に対する1週間あたりの勉強時間(授業時間を除く)はどの程度ですか。
What was your study time per week(excluding class hours)for this lesson?

項目 回答数 割合

4時間以上 0 0%
4時間未満～2時間以上 0 0%
2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 0 0%

全くしない 2 100%
5.この授業に意欲的に取り組みましたか。
Have you attended this class with high motivation? 

項目 回答数 割合

とても意欲的 2 100%

意欲的 0 0%

どちらともいえない 0 0%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%
6.授業の難易度は自分にとってどうでしたか。
How was the difficulty level of this subject for you? 

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%
難しかった 0 0%
適切だった 2 100%
易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%
7.テキストや配付資料は講義内容理解の助けになりましたか。
Did the text material and handouts help you understand the content of the lecture? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%
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全くそう思わない 0 0%
テキストや配付資料はなかった 0 0%

8.板書・スライド等は分かりやすく、見やすかったですか。
Were the course contents e.g. slide, board work easy to understand, clear and well written? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%
9.説明の仕方は分かりやすかったですか。
Was the instructional method of lecture easy to understand? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

10．聞き取りやすい話し方でしたか。
Do you think that the lecture was easy to listen to? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

11．質問等を促し、それに対して適切に対応していましたか。
Did the instructor encouraged discussions and responded to questions appropriately? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5

12．この授業は、語学科目、演習科目、実習科目のいずれかですか
Is this class a language subject, a practice subject, or a practical subject?

はい 2

いいえ 0
13.全体として個別的で適切な指導がなされましたか。
In the case of language, exercise and practical subjects, individual and appropriate guidance was given while needed? 

強くそう思う 2 100%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

14．授業全体についてよく理解できましたか。
In overall, did you understand this subject well? 

項目 回答数 割合
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強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

15．授業の内容に興味を持ち、より深く学びたいと思いましたか。
Are you interested in the contents of this subject and do you want to learn more in depth? 

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%
そう思う 0 0%

どちらとも言えない 0 0%
そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%
平均値 5.0

9～14までの項目の平均値 5.0
16は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 16 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

17は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。
 Questions 17 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

18は教員設定項目です。各教員の従って回答してください。 
Questions 18 are given by the teacher in charge of this subject.  According to instructions, please answer the questions. 

項目 回答数 割合

強くそう思う 0
そう思う 0

どちらとも言えない 0
そう思わない 0

全くそう思わない 0
質問設定なし 2

19．この授業に関する感想・意見を自由に記述してください。
Please provide any comments or suggestions without hesitation so that it might help us improve this subject in the future. 

20．この授業を受講して、あなた自身が学んだこと、反省していることなどを、自由に記述してください。
Please provide any lesson that you learned from this subject and any regression that you feel. 
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教員からのコメント

※ 割合については、小数点の計算により、各項目の割合を合計しても100%にならない場合があります。
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