
（大学院課程）平成28年度（第4ターム）授業改善アンケート

7,439

　タイトル

対象者数 回答者数 3,070 回答率(％) 41

全学の集計結果を表示しています。

1：あなたはどのくらいの割合でこの授業に出席しましたか。（学生自身に関する質問） What percentage of the lessons
did you attend? 【選択式：5 者択 1 】

回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 10割～9割以上／100％－90％ 2,5125 4.7

2 9割未満～8割以上／89％－80％ 406 4

3 8割未満～7割以上／79％－70％ 83 3

4 7割未満～6割以上／69％－60％ 28 2

5 6割未満／Less than 60% 41 1

合計 3,070

2：質問や発言などにより,授業に積極的に参加しましたか。（学生自身に関する質問） You actively participated in the
course by asking questions and making remarks. 【選択式：5 者択 1 】

回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 強くそう思う／ Strongly agree 1,3985 4.3

2 そう思う／Agree 1,2294

3
どちらともいえない／Neither agree nor
disagree

348 3

4 そう思わない／Disagree 78 2

5 全くそう思わない／Strongly Disagree17 1

合計 3,070

3：この授業に関連する学習や調査に週平均でどの程度の時間を使いましたか（授業時間の何倍程度で答えて下さい）。（学生
自身に関する質問） How much time did you spend per week preparing for the course/ reviewing the course contents
/doing course-related research ? 【選択式：5 者択 1 】
回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1
2倍以上／More than 2 times of the course
hour

1,1905 3.7

2
2倍未満～1．5倍以上／1.9-1.5 times of the
course hour

677 4

3
1．5倍未満～1倍以上／1.4-1 times of the
course hour

613 3

4
1倍未満～0．5倍以上／0.9-0.5 times of the
course hour

406 2

5
0．5倍未満／Less than 0.5 times of the
course hour

184 1

合計 3,070

4：授業の内容は，シラバスに沿っていましたか（授業の進展に応じた変更を含む）。（教育内容等に関する質問）The actual
contents in the lessons corresponded to those in the syllabus. 【選択式：5 者択 1 】

回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 強くそう思う／ Strongly Agree 1,4855 4.4

2 そう思う／Agree 1,3074

3
どちらともいえない／Neither agree nor
disagree

236 3

4 そう思わない／Disagree 29 2

5 全くそう思わない／Strongly disagree13 1

合計 3,070
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5：授業内容の難易度は適切でしたか。（教育内容等に関する質問） Was the course appropriate in terms of difficulty?
【選択式：5 者択 1 】

回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 強くそう思う／Strongly agree 1,2565 4.2

2 そう思う／Agree 1,4154

3
どちらともいえない／Neither agree nor
disagree

310 3

4 そう思わない／Disagree 60 2

5 全くそう思わない／Strongly disagree29 1

合計 3,070

6：授業から知的な刺激を受け,あなたの研究の推進について効果がありましたか。または,幅広い学修の促進に効果がありまし
たか。（教育内容等に関する質問） You were motivated to promote your research and/or widen your academic interests
by receiving intellectual stimuli in the course. 【選択式：5 者択 1 】
回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 強くそう思う／Strongly　Agree 1,5495 4.4

2 そう思う／Agree 1,1884

3
どちらともいえない／Neither agree nor
disagree

261 3

4 そう思わない／Disagree 51 2

5 全くそう思わない／Strongly disagree21 1

合計 3,070

7：補助教材やレジュメなどの資料は，その提示や活用などが工夫されており，授業内容の理解に役立ちましたか。（教育内容
等に関する質問）The course materials ，including the teaching aids and handouts ，were well-devised and helped
you understand the contents in the course. 【選択式：5 者択 1 】
回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 強くそう思う／ Strongly Agree 1,4415 4.3

2 そう思う／Agree 1,2804

3
どちらともいえない／Neither agree nor
disagree

293 3

4 そう思わない／Disagree 37 2

5 全くそう思わない／Strongly disagree19 1

合計 3,070

8：教員の説明は分かり易く，あなたの理解の深化に繋がりましたか。（教育内容等に関する質問） The explanations in the
lecture(s) were easy to follow and deepened your understanding of the contents of the course. 【選択式：5 者択 1
】回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 強くそう思う／ Strongly Agree 1,5255 4.4

2 そう思う／Agree 1,2334

3
どちらともいえない／Neither agree nor
disagree

243 3

4 そう思わない／Disagree 51 2

5 全くそう思わない／Strongly disagree18 1

合計 3,070

9：あなたは，この授業から専門分野の知識と技能を獲得できましたか。（総合）You learned academic knowledge and
skills in your academic field in the course. 【選択式：5 者択 1 】

回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 強くそう思う／ Strongly Agree 1,5345 4.4

2 そう思う／Agree 1,2474

3
どちらともいえない／Neither agree nor
disagree

230 3

4 そう思わない／Disagree 44 2

5 全くそう思わない／Strongly disagree15 1

合計 3,070
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10：総合的に判断して,あなたはこの授業に満足しましたか。（総合）Overall , you were satisfied with the course. 【選
択式：5 者択 1 】

回答番号 回答 人数 評価点 全学平均点

1 強くそう思う／ Strongly Agree 1,6105 4.4

2 そう思う／Agree 1,1884

3
どちらともいえない／Neither agree nor
disagree

208 3

4 そう思わない／Disagree 47 2

5 全くそう思わない／Strongly disagree17 1

合計 3,070
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