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2020年度夏期スクーリング「授業に関する学生アンケート」結果について

明星大学通信教育課程長　菱山　覚一郎
　2020年８月４日㈫から８月25日㈫まで、通信教育部では夏期スクーリングが開
講されました。その際、全ての開講科目におきまして「授業に関する学生アンケ
ート」を行いました。結果を次のとおり報告します。

１）アンケート実施科目数および対象教員数

2019度 2020年度

科　目　数 92科目 86科目

教　員　数 126名 109名

ク ラ ス 数 194クラス 187クラス

２）アンケート回収率

年　　　度 2019年度 2020年度

回　収　率 58.4％ 26.1％

回 答 方 法 配布用紙を回収BOXへ Web

３）アンケート結果

この授業の目的、内容は
理解できましたか。

とてもそう
思う
45％そう思う

45％

あまりそう
思わない
８％

まったくそう
思わない
２％

この授業は分かりやすく構成されており、また、
進捗ペースは内容を理解するのに適切でしたか。

とてもそう
思う
43％

そう思う
41％

あまりそう
思わない
13％

まったくそう
思わない
３％
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この授業で、あなたが期待していたものが満たされ、
さらに発展的に学びたいと思いましたか。

とてもそう
思う
42％

そう思う
41％

あまりそう
思わない
14％

まったくそう
思わない
３％

この授業の受講に際し講義要綱を
参照しましたか。

とてもそう
思う
54％

そう思う
40％

あまりそう
思わない
５％

まったくそう
思わない
１％

このオンライン授業の構成内容に
満足しましたか。

とてもそう
思う
44％そう思う

41％

あまりそう
思わない
12％

まったくそう
思わない
３％

　通信教育課程長より
＊　 コロナ禍において、全授業が遠隔

となりました。受講生のみならず
教職員の苦労と努力により、従来
の形とは異なるスクーリングが実
施できたことに、お礼申し上げます。

＊　 今回のアンケートからは、今後の
通信教育課程の方向性や将来構想
に向けて、貴重な意見を得ること
もできました。

～ 学生の皆様へ ～
＊　 アンケートへの協力をありがとう

ございました。遠隔の授業に対す
る満足度および長所と短所を含め
た感想など、数多く示していただ
き、感謝しております。

＊　 自由記述欄に示された意見は、率
直な見解として受け止めました。
それらを、教員および事務室で共
有し、より満足度の高い授業や仕
組みを創るべく努力を重ねていき
ます。
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