
科目名 教育原理 Principle Education

担当者名 小林　伸行

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

読んだ 4 80%

読んでいない 1 20%

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%

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%

項目 回答数 割合
4時間以上 1 20%

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 1 20%

全くしない 1 20%

項目 回答数 割合
とても意欲的 2 40%

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 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 20%

そう思う 3 60%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 1 20%

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%

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

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

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%

平均値 4.0

はい 1

いいえ 4

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

項目 回答数 割合

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

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 4.2

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

この講義から私は教育に関する多くの理念と知識を学びました

ディスカッションやディベートを行うことで、授業後も記憶に残りやすい点がとても良かった。
自分が想像していた授業とは異なる形式の授業でとても良い経験になったと思う。
人の意見を聞き、自分の意見をもっと広げることができて楽しかったです。

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.

日頃から、もっと社会問題に目を向けようと改めて感じた。
この授業を通して、教育に限らず様々な物事についての多様な視点を学ぶことができた。

人に伝えることの難しさを学びました。

教育への深い理解が必要

教員からのコメント

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「11.質問」において「どちらとも言えない」と一人が評価していることから、質問等の促進や回答が足りず、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、適宜かつなるべく多めに、補足説明を差し挟んでいくむ必要もあるものと考えられる。



科目名 アメリカ文化論 American cultural history

担当者名 相原　成史

回答者 10

履修者 26

回答率 38%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 8 80%

読んでいない 2 20%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 6 60%

1～3回欠席した 3 30%

4～5回欠席した 1 10%

6回以上欠席した 0 0%

項目 回答数 割合
4時間以上 1 10%

4時間未満～2時間以上 0 0%

2時間未満～1時間以上 6 60%

1時間未満 2 20%

全くしない 1 10%

項目 回答数 割合
とても意欲的 2 20%

意欲的 7 70%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 2 20%

適切だった 8 80%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 30%

そう思う 6 60%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 30%

そう思う 6 60%

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 40%

そう思う 5 50%

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 4.3

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 50%

そう思う 4 40%

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 4.4

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 20%

そう思う 4 40%

どちらとも言えない 3 30%

そう思わない 1 10%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.7

はい 2

いいえ 8

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 10%

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 30%

そう思う 5 50%

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 4.1

9～14までの項目の平均値 4.1

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 1

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 6

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 1

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 6

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 1

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 6

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?

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?

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.

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.

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.



この授業はアメリカの古代から現代までの歴史を紹介しており,アメリカの発展過程を含んでおり,非常に意義
がある

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.

※ 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。

歴史を知る上でその文化を学ぶのはもっと楽かもしれません
私はアメリカの様々な文化についてよく知っていますが、もっと深い理解が必要です

教員からのコメント



科目名 ○地域学II Local Area Studies II

担当者名 オムニバス

回答者 4

履修者 17

回答率 24%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 1 25%

読んでいない 3 75%

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%

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%

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 50%

2時間未満～1時間以上 1 25%

1時間未満 0 0%

全くしない 1 25%

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%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 75%

そう思う 1 25%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

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

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

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

はい 0

いいえ 4

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

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

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

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

この授業ではSDGsなど普段自分から調べることがあまりないことについても知ることができたので、自分の
知識の幅を広げられて良かったと思う。
様々な人の話を聞けて面白かったです。

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.

この授業を通して、稚内の地域社会などについての理解を以前より深められたと思う。
まとめるときに、どこをどう切り取るのかを学べた

教員からのコメント

miuri
テキスト ボックス
SDGs等普段自分から調べることがあまりないことについても知ることができ、自分の知識の幅を広げられて良かったとのコメントがありました。今後も授業内外で気になることがありましたら自ら調べ、その内容を記録していくと幅広い知識が身につくでしょう（遠藤）。



科目名 日本国憲法 Japanese Constitution

担当者名 小林　伸行

回答者 3

履修者 12

回答率 25%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 67%

読んでいない 1 33%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 2 67%

1～3回欠席した 0 0%

4～5回欠席した 1 33%

6回以上欠席した 0 0%

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 0 0%

1時間未満 2 67%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 0 0%

意欲的 2 67%

どちらともいえない 1 33%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 1 33%

適切だった 2 67%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 33%

そう思う 1 33%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

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 1 33%

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%

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

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

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

はい 1

いいえ 2

強くそう思う 0 0%

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 100%

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

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 4.3

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

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.

教員からのコメント

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.出席回数」での「4～5回欠席した」という回答や、「5.意欲」で「どちらとも言えない」という回答、「6．難易度」で「難しかった」という回答、「7.資料」で「どちらとも言えない」という回答、「8.板書・スライド」で「そう思わない」という回答が一人分ずつあることから、説明等のレベルが適切でなかった可能性がある。3.しかしながら、「16～18.教員設定項目」において質問内容が未設定にもかかわらず、一人ずつ「そう思う」と無意味な回答がなされていることから、高い確率で、もともと日本語を十分理解できない留学生による回答であったと推測される。授業内容というより日本語のみでの授業形態であることが本質的な問題だとすると、他の学生の学修の質保証という観点からは、説明のレベルを過剰に下げるわけにもいかず、これ以上の対応は事実上制限される面があるのも事実である。



科目名 ○基礎英語II Basic English II

担当者名 相原　成史

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 2 講義科目

読んだ 6 55%

読んでいない 5 45%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 6 55%

1～3回欠席した 4 36%

4～5回欠席した 1 9%

6回以上欠席した 0 0%

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 9%

2時間未満～1時間以上 3 27%

1時間未満 6 55%

全くしない 1 9%

項目 回答数 割合
とても意欲的 1 9%

意欲的 8 73%

どちらともいえない 2 18%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 3 27%

適切だった 4 36%

易しかった 4 36%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 5 45%

そう思う 5 45%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 55%

そう思う 2 18%

どちらとも言えない 3 27%

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%

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

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

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 2 18%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.1

はい 11

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

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 2 18%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.3

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 18%

そう思う 4 36%

どちらとも言えない 5 45%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.7

9～14までの項目の平均値 4.2

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 2

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 8

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 2

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 8

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 2

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 8

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

わかりやすい授業で、とても有意義な時間だった。
高校生の時に、理解できなかったことが理解できた
中学校や高校で学んだ内容も学び直すことが出来て良かったです。

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.

英文法に加え、話すときにどうなるかまで学んだ。
英語を勉強できる機会は自分じゃ作らないため、勉強できて良かった
復習を疎かにしてしまったのでそこは反省している 

教員からのコメント



科目名 ＴＯＥＩＣ講座II

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

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%

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%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 100%

そう思う 0 0%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 2

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

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

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

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名 日本語 Japanese language

担当者名 笹森　映里

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

読んだ 7 78%

読んでいない 2 22%

わかりやすかった 6 86%

どちらともいえない 1 14%

わかりにくかった 0 0%

項目 回答数 割合
全て出席した 5 56%

1～3回欠席した 4 44%

4～5回欠席した 0 0%

6回以上欠席した 0 0%

項目 回答数 割合
4時間以上 3 33%

4時間未満～2時間以上 4 44%

2時間未満～1時間以上 2 22%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 6 67%

意欲的 3 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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 2 22%

適切だった 5 56%

易しかった 1 11%

とても易しかった 1 11%

項目 回答数 割合

強くそう思う 7 78%

そう思う 1 11%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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 11%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 9 100%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 7 78%

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 4.8

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 7 78%

そう思う 1 11%

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 4.6

はい 9

いいえ 0

強くそう思う 7 78%

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

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

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 4.7

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 0

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 6

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 0

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 6

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 0

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 6

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名
○基礎演習(ゼミナール)II Basic

Seminar II

担当者名 初年次教育,担当者

回答者 6

履修者 8

回答率 75%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 5 83%

読んでいない 1 17%

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%

無回答 1 20%

項目 回答数 割合
全て出席した 6 100%

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%

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 3 50%

全くしない 1 17%

項目 回答数 割合
とても意欲的 3 50%

意欲的 3 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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 2 33%

適切だった 4 67%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 100%

そう思う 0 0%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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 

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?

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? 

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? 

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? 



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%
板書・パワーポイント等の使用はなかっ
た 0 0%

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

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 4.83

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 4.83

はい 5

いいえ 1

強くそう思う 4 67%

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%

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? 

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? 

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? 

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? 

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?

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? 



平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 5 83%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 33%

そう思う 3 50%

どちらとも言えない 1 17%

そう思わない 0 0%

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 4.5

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 5

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 5

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

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? 

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? 

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. 

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. 

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. 



※ 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。

自分の足りない知識や技術を学べたので、とても有意義なじかんだった。
これからの将来に向けた良い準備ができたと思います。

質問設定なし

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.

来年度につながることをしっかりと学べて、それをしっかりと糧にし、自分のなかで改善出来ることをさらに
改善し、来年度に向けて頑張ろうと思った。

この授業を通して、これからの大学生活で必ず必要となるレポートやスライドの作成方法を学ぶことができ

た。これからの大学生活でも授業での先生からの指摘や助言を生かしていきたい。

最後まで発表が上手く出来なかったことが少し心残り。自分では完成したと思ったものでも、他の人に一度見
てもらったほうが良いということを学んだ。

教員からのコメント

大学生活における基礎を学ぶことができて良かった。レポートや発表など今後の大学生活でも必要になるの
で、忘れずに活かしていけるように頑張ろうと思う
これからの大学生活で必要となることを学ぶことが出来てとても良かった。

2年からの学生生活で必要なことを一通り基礎として学べたと思う。スライドショーとかもLMSに載せておい
てあったりとその他の授業で助かった部分もあった。

パワポや発表の仕方など、これから使っていく技術を学んだ

まだまだ、上手くできなかったことがたくさんあったのでこれから先、一つ一つ身に付けていこうと思いま

す。

パワーポイントなどを使って発表する際の練習などの大切さをさらに学べました。相手に伝えることの難しさ

をとても実感しました。

わからないことはもっと早く聞いてより良いものを作っていければと思った

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.



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 7

履修者 13

回答率 54%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 7 100%

読んでいない 0 0%

わかりやすかった 6 86%

どちらともいえない 1 14%

わかりにくかった 0 0%

項目 回答数 割合
全て出席した 2 29%

1～3回欠席した 4 57%

4～5回欠席した 1 14%

6回以上欠席した 0 0%

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 14%

2時間未満～1時間以上 2 29%

1時間未満 3 43%

全くしない 1 14%

項目 回答数 割合
とても意欲的 2 29%

意欲的 3 43%

どちらともいえない 2 29%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 5 71%

適切だった 2 29%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 57%

そう思う 3 43%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

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

項目 回答数 割合

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

項目 回答数 割合

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

はい 3

いいえ 4

強くそう思う 1 14%

そう思う 1 14%

どちらとも言えない 1 14%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 29%

そう思う 3 43%

どちらとも言えない 2 29%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 29%

そう思う 3 43%

どちらとも言えない 2 29%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4

9～14までの項目の平均値 4.2

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 6

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 7

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 7

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

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.

教員からのコメント



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 10

履修者 12

回答率 83%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 6 60%

読んでいない 4 40%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 4 40%

1～3回欠席した 4 40%

4～5回欠席した 2 20%

6回以上欠席した 0 0%

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 7 70%

1時間未満 3 30%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 1 10%

意欲的 6 60%

どちらともいえない 3 30%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 6 60%

適切だった 4 40%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 40%

そう思う 6 60%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 40%

そう思う 5 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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 4 40%

そう思う 6 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

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 30%

そう思う 7 70%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 30%

そう思う 5 50%

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 4.1

はい 3

いいえ 7

強くそう思う 1 10%

そう思う 1 10%

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

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

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

9～14までの項目の平均値 4.2

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 9

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 9

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 9

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名 キャリアデザインA Career

Design A

担当者名 佐賀　孝博

回答者 8

履修者 23

回答率 35%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 6 75%

読んでいない 2 25%

わかりやすかった 6 100%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%

項目 回答数 割合
全て出席した 1 13%

1～3回欠席した 7 88%

4～5回欠席した 0 0%

6回以上欠席した 0 0%

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 25%

1時間未満 5 63%

全くしない 1 13%

項目 回答数 割合
とても意欲的 3 38%

意欲的 5 63%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 4 50%

適切だった 4 50%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 25%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



そう思う 6 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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 25%

そう思う 6 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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 25%

そう思う 6 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

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 38%

そう思う 5 63%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 38%

そう思う 5 63%

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

はい 4

いいえ 4

強くそう思う 1 13%

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



全くそう思わない 0 0%

平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 25%

そう思う 6 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

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 38%

そう思う 5 63%

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

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 6

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 6

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

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?

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?

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.

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.

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.



質問設定なし 6

※ 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。

秘書検定の教科書を見るに、社会的に嘘をついた方が良かったりするのはどうなんだろって思ったりしまし
た。

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.

教員からのコメント



科目名 キャリアデザインC Career Design C

担当者名 佐賀　孝博

回答者 22

履修者 33

回答率 67%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 17 77%

読んでいない 5 23%

わかりやすかった 16 94%

どちらともいえない 1 6%

わかりにくかった 0 0%

項目 回答数 割合
全て出席した 8 36%

1～3回欠席した 14 64%

4～5回欠席した 0 0%

6回以上欠席した 0 0%

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 14 64%

1時間未満 5 23%

全くしない 3 14%

項目 回答数 割合
とても意欲的 9 41%

意欲的 12 55%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 5%

難しかった 3 14%

適切だった 16 73%

易しかった 2 9%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 12 55%

そう思う 10 45%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 11 50%

そう思う 11 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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 15 68%

そう思う 7 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%

平均値 4.7

項目 回答数 割合

強くそう思う 14 64%

そう思う 8 36%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 13 59%

そう思う 9 41%

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

はい 13

いいえ 9

強くそう思う 9 41%

そう思う 4 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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 10 45%

そう思う 12 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

項目 回答数 割合

強くそう思う 9 41%

そう思う 11 50%

どちらとも言えない 1 5%

そう思わない 1 5%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 3

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 16

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 18

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 18

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

Everything ok

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.

Satisfied 

教員からのコメント



科目名 〇情報教養II Basic Computer Science II(稚内本校)

担当者名 佐賀　孝博

回答者 6

履修者 13

回答率 46%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 4 67%

読んでいない 2 33%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 4 67%

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 0 0%

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 50%

1時間未満 2 33%

全くしない 1 17%

項目 回答数 割合
とても意欲的 1 17%

意欲的 5 83%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 17%

難しかった 1 17%

適切だった 4 67%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 50%

そう思う 3 50%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 6 100%

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

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

はい 0

いいえ 6

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 6 100%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 5 83%

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

9～14までの項目の平均値 4.5

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 5

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 5

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 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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

情報に関する様々なことを学ぶことができ、それらは社会に出てからも役に立つと思うので学ぶことができて
良かったと思う。

難しい専門用語がたくさんあり、覚えることが大変でしたが、社会に必要な知識を学べて良かった。

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.

情報系は苦手だったけど、スライドや具体例のおかげでわかりやすく、理解しやすかった

情報セキュリティ問題への一層の理解が必要

専門用語のイメージをさらに強くする

教員からのコメント

学んだ知識を、仕事でも役立てたい。

この授業から私は多くの情報についての内容を学んで、更にどのようにインターネットを利用することをマス
ターしました

この講義で情報セキュリティについて多くの知識を学びました。インターネットについても多くの知識があり
ます。

この授業を通して、情報に関する様々なことを学ぶことができた。しかし、個人的に難しいと感じた範囲は理
解が足りないように思うので、今後、必要になるのであれば、しっかりと理解できるように再び勉強しようと
思う。
あまり用語が覚えられていないことが反省点です

もう少し情報系の知識つけ、将来的に活かすべきだと思った

計算問題もあり、大変なこともあったが間違ったところを見直しながら学習を続けることができた。先生の補

足の説明も楽しかった。

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.



科目名 〇情報教養II Basic Computer Science II(京都サテライト校)

担当者名 安藤　友晴

回答者 3

履修者 22

回答率 14%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 3 100%

読んでいない 0 0%

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%

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%

項目 回答数 割合
4時間以上 2 67%

4時間未満～2時間以上 0 0%

2時間未満～1時間以上 1 33%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 1 33%

意欲的 1 33%

どちらともいえない 1 33%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

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 3 100%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 33%

どちらとも言えない 2 67%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

平均値 3.7

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

平均値 3.7

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

平均値 3.7

はい 1

いいえ 2

強くそう思う 0 0%

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

平均値 3.7

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

平均値 3.7

9～14までの項目の平均値 3.7

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 1

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 1

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 1

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 1

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 1

そう思わない 0

全くそう思わない 0

質問設定なし 1

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?

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?

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.

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.

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.



※ 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。

この授業から私は多くの情報についての内容を学んで、更にどのようにインターネットを利用することをマス
ターしました

この講義で情報セキュリティについて多くの知識を学びました。インターネットについても多くの知識があり
ます。

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.

教員からのコメント

情報セキュリティ問題への一層の理解が必要
専門用語のイメージをさらに強くする

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.



科目名
図書館情報学概論II Introduction

to Library and Information

Science II

担当者名 安藤　友晴

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 2 講義科目

読んだ 3 43%

読んでいない 4 57%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 7 100%

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%

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 43%

1時間未満 0 0%

全くしない 4 57%

項目 回答数 割合
とても意欲的 0 0%

意欲的 3 43%

どちらともいえない 4 57%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 2 29%

適切だった 5 71%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 14%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



そう思う 4 57%

どちらとも言えない 2 29%

そう思わない 0 0%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 14%

そう思う 4 57%

どちらとも言えない 2 29%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 14%

そう思う 4 57%

どちらとも言えない 2 29%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.9

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 14%

そう思う 4 57%

どちらとも言えない 2 29%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.86

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 14%

そう思う 2 29%

どちらとも言えない 4 57%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.6

はい 2

いいえ 5

強くそう思う 0 0%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 2 29%

そう思わない 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?

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?

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?

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?

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?

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? 



全くそう思わない 0 0%

平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 14%

そう思う 4 57%

どちらとも言えない 2 29%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.9

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 14%

そう思う 2 29%

どちらとも言えない 4 57%

そう思わない 0 0%

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 3.7

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 5

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 5

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

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?

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?

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.

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.

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.



質問設定なし 5

※ 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。

図書館の歴史を深く知れたのでよかった

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.

参考文献の大事さ

教員からのコメント



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 3

履修者 30

回答率 10%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 67%

読んでいない 1 33%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 3 100%

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%

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%

項目 回答数 割合
とても意欲的 1 33%

意欲的 2 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%

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 3 100%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 67%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

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

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

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

はい 0

いいえ 3

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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 4.4

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 3

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 3

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

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?

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?

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.

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.

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.



質問設定なし 3

※ 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。

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.

教員からのコメント



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 6

履修者 10

回答率 60%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 5 83%

読んでいない 1 17%

わかりやすかった 4 80%

どちらともいえない 1 20%

わかりにくかった 0 0%

項目 回答数 割合
全て出席した 5 83%

1～3回欠席した 1 17%

4～5回欠席した 0 0%

6回以上欠席した 0 0%

項目 回答数 割合
4時間以上 1 17%

4時間未満～2時間以上 2 33%

2時間未満～1時間以上 0 0%

1時間未満 2 33%

全くしない 1 17%

項目 回答数 割合
とても意欲的 1 17%

意欲的 2 33%

どちらともいえない 3 50%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 4 67%

適切だった 2 33%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



そう思う 2 33%

どちらとも言えない 2 33%

そう思わない 0 0%

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 17%

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 33%

そう思う 3 50%

どちらとも言えない 1 17%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 4 67%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 1 17%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.8

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 33%

そう思う 3 50%

どちらとも言えない 0 0%

そう思わない 1 17%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4

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 2 33%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.8

はい 2

いいえ 4

強くそう思う 1 17%

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



全くそう思わない 0 0%

平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 4 67%

どちらとも言えない 2 33%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.7

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 50%

どちらとも言えない 3 50%

そう思わない 0 0%

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 3.8

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 5

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 5

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

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?

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?

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.

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.

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.



質問設定なし 5

※ 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。

プログラミングのことを理解できたかはまだ自分の中ではわからないが、楽しく授業を受けれた。

遅刻も出席扱いになるにも関わらず、数回遅刻してしまったので、反省している。

このコースはc言語の知識をたくさん学ばせてくれたし、プログラミングの能力をさらに深めることができた

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.

コンパイルしたときに失敗したときに冷静に処理をすること
様々な形のプログラミングを学んだ

プログラミングの練習が必要です

教員からのコメント



科目名 ＵＮＩＸ基礎 UNIX Fundamental

担当者名 浅海　弘保

回答者 3

履修者 17

回答率 18%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 67%

読んでいない 1 33%

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%

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%

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 33%

1時間未満 2 67%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 0 0%

意欲的 2 67%

どちらともいえない 1 33%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 33%

難しかった 1 33%

適切だった 1 33%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 1 33%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 100%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 100%

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

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

平均値 3.7

はい 1

いいえ 2

強くそう思う 0 0%

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



全くそう思わない 0 0%

平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

平均値 3.7

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 100%

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 3.9

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



質問設定なし 2

※ 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というのは初めてで、理解できるかが不安だったけどある程度理解できた。

自分には非常に難しく感じ、あまり理解出来ていないようにも思うが、UNIXに興味はあるので機会があれば再
び学びたいと思った。

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.

将来のためにもUNIXをしれたことは良かった。

この授業にを通して、UNIXに関するコマンドなどを学んだ。だが、あまり理解できなかったように思うので今

後学ぶ機会があれば復習をするなどしていこうとも思った。

教員からのコメント



科目名
知能情報プログラミング
Intellectual Information

Engineering

担当者名 安藤　友晴

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

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%

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%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 2

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

9～14までの項目の平均値 3.9

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



質問設定なし 1

※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名
Webプログラミング基礎 Basic

Web Programming

担当者名 佐賀　孝博

回答者 6

履修者 16

回答率 38%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 5 83%

読んでいない 1 17%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 1 17%

1～3回欠席した 4 67%

4～5回欠席した 1 17%

6回以上欠席した 0 0%

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 3 50%

1時間未満 2 33%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 3 50%

意欲的 2 33%

どちらともいえない 1 17%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 1 17%

適切だった 5 83%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 50%

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

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

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 33%

そう思う 3 50%

どちらとも言えない 1 17%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.2

はい 6

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



全くそう思わない 0 0%

平均値

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%

平均値 4.3

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 33%

そう思う 3 50%

どちらとも言えない 1 17%

そう思わない 0 0%

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

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 5

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 5

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

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?

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?

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.

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.

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.



質問設定なし 5

※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名 情報セキュリティ

担当者名 張江　洋二朗

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

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 50%

難しかった 1 50%

適切だった 0 0%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 0

いいえ 2

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

9～14までの項目の平均値 4.6

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

硬い感じの授業だと思って参加したが思ってたよりも緩い授業だった。質問にもキチンと答えくれていたので
よかった。

ブロックチェーンについて講義で取り上げていただきありがとうございました。今まで触れてこなかった分野
だったので、実習に苦労しましたがなんとかついて行けたかと思います。

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.

desやrsaなどの仕組みの基礎的な部分を学び、理解することができたかと思います。

教員からのコメント



科目名 集合論入門 set theory

担当者名 陶山　大輔

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

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%

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%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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 4.50

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 4.00

はい 0

いいえ 2

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

最初は理解できるか不安だったけど、なんとか理解できた

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.

証明をすることが難しかったが楽しんで受講できた

教員からのコメント



科目名 線形代数学II Linear AlgebraII

担当者名 陶山　大輔

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

読んだ 3 75%

読んでいない 1 25%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 2 50%

適切だった 2 50%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 1

いいえ 3

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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 4.6

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 4

※ 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。

将来につながることを学べたのでよかった。
内容を理解できるか不安だったが、先生の説明がわかりやすく理解することができた

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.

欠席が数回あり、置いていかれそうになったため、授業は極力休まないようにしたい。

問題文をしっかりと読むことができていなくて、期末テストは無駄に点数をいるので落としていた。なので

ちゃんと問題文を理解しなければならないと思った

大学数学は難しい印象があったが先生の説明でわかりやすく理解することができた

教員からのコメント



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 4

履修者 5

回答率 80%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 50%

読んでいない 2 50%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 2 50%

適切だった 2 50%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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 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%

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

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

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

はい 2

いいえ 2

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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 4.6

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 4

※ 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。

出された問題を解き、しっかり復習できた。
時間がかかる時もあったが最後まで解くことができてよかった

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.

すこしひねったもんだいも解き、解く力をつけた。
自分の書いたものを見せるため、わかりやすく書くことを意識した。

教員からのコメント



科目名 幾何学II Geometry II

担当者名 土田　旭

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

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%

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%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 0

いいえ 2

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

9～14までの項目の平均値 4.7

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名 解析学II Analysis II

担当者名 土田　旭

回答者 5

履修者 4

回答率 125%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 40%

読んでいない 3 60%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 2 40%

1～3回欠席した 2 40%

4～5回欠席した 1 20%

6回以上欠席した 0 0%

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 0 0%

全くしない 1 20%

項目 回答数 割合
とても意欲的 2 40%

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 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 2 40%

難しかった 3 60%

適切だった 0 0%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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 0 0%

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 40%

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 3 60%

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 4.6

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

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

はい 1

いいえ 4

強くそう思う 1 20%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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 0 0%

そう思わない 1 20%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.8

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%

平均値 4.4

9～14までの項目の平均値 4.6

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 5

※ 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。

難しい内容が多かったですが、その中でもわかる問題あったりもしたのでとても楽しい授業でした。レベルを

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.

教員からのコメント



科目名
環境経済学 Environmental

Economics

担当者名 遠藤　孝夫

回答者 6

履修者 19

回答率 32%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 5 83%

読んでいない 1 17%

わかりやすかった 4 80%

どちらともいえない 1 20%

わかりにくかった 0 0%

項目 回答数 割合
全て出席した 0 0%

1～3回欠席した 5 83%

4～5回欠席した 1 17%

6回以上欠席した 0 0%

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 67%

1時間未満 2 33%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 0 0%

意欲的 5 83%

どちらともいえない 1 17%

意欲的とはいえない 0 0%

全く意欲的でない 0 0%

項目 回答数 割合

とても難しかった 1 17%

難しかった 3 50%

適切だった 2 33%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 33%

そう思う 3 50%

どちらとも言えない 1 17%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.2

項目 回答数 割合

強くそう思う 2 33%

そう思う 3 50%

どちらとも言えない 1 17%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4.2

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%

平均値 4.3

はい 1

いいえ 5

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 17%

どちらとも言えない 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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 5 83%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 5 83%

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

9～14までの項目の平均値 4.2

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 5

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 5

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 4

※ 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。

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.

教員からのコメント

miuri
テキスト ボックス
・回答の平均値が示された項目　すべて4.0ポイント以上と良好な結果でした．・回答率　履修者19名，全15回の3分の2以上出席者13名，最終回出席者11名，そのうち回答者は6名でした．　回答率を上げるための工夫を検討いたします． 



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 4

回答率 50%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%

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%

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%

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 0 0%

1時間未満 1 50%

全くしない 0 0%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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 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%

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

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

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

はい 0

いいえ 2

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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 4.4

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

環境への理解を深め、環境管理についての知識もたくさん得られました。
質問に対してポイントを簡潔に教えていただき、理解しやすかったです。

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.

環境管理についてもっと覚えておく必要がありました

教員からのコメント

miuri
テキスト ボックス
・回答の平均値が示された項目　すべて4.0ポイント以上と良好な結果でした．・感想・意見，受講により学んだこと等について　授業項目のうち環境管理に関して複数のコメントがありました．社会のさまざまな場面で有用ですので，必要なときに学んだことを活かしてください．



科目名
都市地理情報論 Urban

Geographic Information

担当者名 遠藤　孝夫

回答者 2

履修者 11

回答率 18%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%

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%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 1

いいえ 1

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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 3.9

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

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.

教員からのコメント

miuri
テキスト ボックス
・回答の平均値が示された項目　5項目の平均値は3.9と，4.0より小さい値でした．これは，説明の仕方，話し方，質問対応は4.0以上であるのに対し，授業全体への理解，授業内容への興味が4.0未満であったからです．授業全体への理解，授業内容への興味が4.0未満となったのは，強くそう思う(5)に回答があった一方で，そう思わない(2)に回答があったことによるものです．　今期は，カリキュラム上の位置づけや授業科目の性質を理解しないまま出席を続けていた学生が複数見られました．これらは初回に説明し，その後も確認できるようにLMSコースに資料を掲載しております．　また，遅刻や欠席のための遅れを自ら追いつこうとする取組みをしない学生も複数見られました．学期の履修確認・変更締切の前に，履修継続意思の確認をする機会を設けることを検討いたします．・回答率　履修者11名，全15回の3分の2以上出席者6名，最終回出席者6名，そのうち回答者は2名でした．　回答率を上げるための工夫を検討いたします． 



科目名 総合英語II Integrated English II

担当者名 相原　成史

回答者 3

履修者 4

回答率 75%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 0 0%

読んでいない 3 100%

わかりやすかった 0 0%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%

項目 回答数 割合
全て出席した 3 100%

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%

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 3 100%

1時間未満 0 0%

全くしない 0 0%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 1 33%

適切だった 2 67%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

項目 回答数 割合

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

項目 回答数 割合

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

はい 3

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

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 3

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 3

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 3

※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名
現代メディアと社会 modern

media and society

担当者名 斉藤　吉広

回答者 6

履修者 22

回答率 27%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 4 67%

読んでいない 2 33%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 3 50%

1～3回欠席した 2 33%

4～5回欠席した 1 17%

6回以上欠席した 0 0%

項目 回答数 割合
4時間以上 1 17%

4時間未満～2時間以上 0 0%

2時間未満～1時間以上 4 67%

1時間未満 1 17%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 1 17%

意欲的 5 83%

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%

項目 回答数 割合

とても難しかった 0 0%

難しかった 3 50%

適切だった 3 50%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



強くそう思う 1 17%

そう思う 5 83%

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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 4 67%

どちらとも言えない 1 17%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 5 83%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 5 83%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 4 67%

どちらとも言えない 1 17%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 4

はい 1

いいえ 5

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 17%

どちらとも言えない 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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 5 83%

どちらとも言えない 1 17%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.8

項目 回答数 割合

強くそう思う 1 17%

そう思う 4 67%

どちらとも言えない 1 17%

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 4.0

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 6

※ 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。

この講義で原発について多くのことを学んだ

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.

この講義で原発について多くのことを学んだ

教員からのコメント



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 3

回答率 67%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%

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%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 2

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

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.

教員からのコメント



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 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

読んだ 2 100%

読んでいない 0 0%

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%

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%

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 1 50%

全くしない 1 50%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 1

いいえ 1

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

映像に関しては無知だったので、いろいろと知れてよかった。

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.

同じ物を撮るとしても様々な方法で見せ方を変えることで見え方が変わることを意識して写真や映像を撮ろう
と思った。

教員からのコメント

miuri
テキスト ボックス
現在の授業の進め方で、概ね問題がないものと思われる。また、学生のコメントを見る限り、授業の狙いも正しく理解されているように思う。



科目名
画像表現演習 Image

Representation Exercises

担当者名 立花　冨美雄

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

読んだ 5 100%

読んでいない 0 0%

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%

項目 回答数 割合
全て出席した 1 20%

1～3回欠席した 3 60%

4～5回欠席した 1 20%

6回以上欠席した 0 0%

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%

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%

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 80%

易しかった 1 20%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

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

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

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

はい 5

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

9～14までの項目の平均値 4.7

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

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 4

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 4

※ 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。

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.

教員からのコメント



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 3

履修者 26

回答率 12%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 1 33%

読んでいない 2 67%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合
とても意欲的 0 0%

意欲的 3 100%

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%

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 67%

易しかった 1 33%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



強くそう思う 0 0%

そう思う 3 100%

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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 33%

どちらとも言えない 2 67%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.3

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 2 67%

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%

平均値 3.67

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 33%

どちらとも言えない 2 67%

そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値 3.3

はい 1

いいえ 2

強くそう思う 0 0%

そう思う 1 33%

どちらとも言えない 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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 100%

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

項目 回答数 割合

強くそう思う 0 0%

そう思う 3 100%

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

9～14までの項目の平均値 3.7

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 2

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 2

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名
情報サービス演習 Information

service skills

担当者名 安藤　友晴

回答者 2

履修者 26

回答率 8%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%

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%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 2

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

9～14までの項目の平均値 4

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名
学校経営と学校図書館 School

Management and School Library

担当者名 石橋　豊之

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

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%

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%

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%

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 1 50%

全くしない 1 50%

項目 回答数 割合
とても意欲的 0 0%

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 1 50%

全く意欲的でない 0 0%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 2

いいえ 0

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

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 1

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 1

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 1

※ 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。

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.

学校経営における学校図書館の役割と意義を理解し、図書館の歴史と未来の発展を真剣に了解したい。

教員からのコメント



科目名
情報メディアの活用と展開
Utilization of School Library Media

担当者名 石橋　豊之

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

読んだ 0 0%

読んでいない 2 100%

わかりやすかった 0 0%

どちらともいえない 0 0%

わかりにくかった 0 0%

項目 回答数 割合
全て出席した 1 50%

1～3回欠席した 0 0%

4～5回欠席した 1 50%

6回以上欠席した 0 0%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 1

いいえ 1

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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 4.6

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

壁新聞の作成など小・中で経験したことが大学でも体験でき楽しかったです。総合の時間についての授業の取
り扱いが難しい中、壁新聞の指導案を作ることはとてもいい経験になりました。ありがとうございました。
対面のほうがやる気が出ました。ありがとうございました。

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.

補習がかぶってしまい申し訳ありません。
壁新聞作成に当たって、情報デザインを意識してレイアウトや内容などを工夫できた。学習指導案作成は、前

回の指導案よりも出来がよくできた。

教員からのコメント



科目名 特別活動論 Special Activism

担当者名 但田　勝義

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

読んだ 3 100%

読んでいない 0 0%

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%

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%

項目 回答数 割合
4時間以上 1 33%

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 67%

全くしない 0 0%

項目 回答数 割合
とても意欲的 3 100%

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%

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 3 100%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

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

項目 回答数 割合

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

項目 回答数 割合

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

はい 1

いいえ 2

強くそう思う 1 33%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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 4.9

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 3

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 3

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 3

※ 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。

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.

教員からのコメント



科目名
道徳教育論(道徳教育の研究)

Moral education theory

担当者名 但田　勝義

回答者 3

履修者 11

回答率 27%

講義or 演習などの科目かどうか 2 講義科目

読んだ 2 67%

読んでいない 1 33%

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%

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%

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 33%

1時間未満 1 33%

全くしない 1 33%

項目 回答数 割合
とても意欲的 3 100%

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%

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 3 100%

易しかった 0 0%

とても易しかった 0 0%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

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%

板書・パワーポイント等の使用はなかった 0 0%

項目 回答数 割合

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

項目 回答数 割合

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

項目 回答数 割合

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

はい 1

いいえ 2

強くそう思う 1 33%

そう思う 0 0%

どちらとも言えない 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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

項目 回答数 割合

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

9～14までの項目の平均値 4.9

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 3

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 3

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 3

※ 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。

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.

テスト勉強が足りなかったと感じている

数学とは違い、指導案の作成などがとても大変だった。正解がないことなので生徒がその場で発言した意見な

どが大切になってくるので、その場の対応力や言葉を汲み取る力が必要だと感じた。

この授業を通して、自分の考えとは違う考えを受け入れることができるようになったし、日常生活の中で道徳
的実践力を身につけることができたと思います。

教員からのコメント



科目名
情報科教育法II Teaching

Methods(Information) II

担当者名 佐賀　孝博

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

読んだ 1 50%

読んでいない 1 50%

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%

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%

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%

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%

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%

項目 回答数 割合

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?

2.シラバスはわかりやすかったですか？
Was the syllabus easy to understand?

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

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?

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?

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?

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?



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%

テキストや配付資料はなかった 0 0%

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%

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

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

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

はい 1

いいえ 1

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%

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?

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?

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?

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?

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?

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? 



そう思わない 0 0%

全くそう思わない 0 0%

平均値

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

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

9～14までの項目の平均値 4.9

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

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

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

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?

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?

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.

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.

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.



全くそう思わない 0

質問設定なし 2

※ 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。

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.

教員からのコメント
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