
上記の履修の動機として「その他」を選択した方は、よろしければどのような動機からだったのか具体的に教えてください（自由記述）。

h その他 1.9% (1,159/62,560)

第２問

16.5% (10,347/62,560)

e 必修科目だったから 54.8% (34257/62,560)

f 時間割が開いていたから 13.0% (8,124/62,560)

g 単位を取りやすそうだったから 3.3% (2,047/62,560)

第１問

この授業を履修した動機は何ですか。当てはまるものを全て選択してください（複数選択可）。

結果 グラフ表示

回答 全学割合

a 当該教員が担当する授業を受けたかったから 4.5% (2,795/62,560)

b 他の人から勧められたから 4.2% (2,622/62,560)

c 内容が面白そうだったから 21.0% (13,125/62,560)

d 希望する進路や職業に役立ちそうだったから

□大学改革本部

◇授業の履修に関すること

次の各問にお答えください。

結果公開中

タイトル 令和3（2021）年度【前学期】九州産業大学授業アンケート
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参考資料

伝達事項
授業アンケート（FD）を実施します。
当該科目の教員の指示を待ち、期限を守り、必ず提出してください。

管理所属

令和３(2021)年度【前学期】　九州産業大学　授業アンケート(FD)集計結果表



回答 全学割合

a アルバイトで忙しかった 8.8% (5,485/62,560)

b 課外活動で忙しかった 3.0% (1,894/62,560)

c 就職活動で忙しかった 3.5% (2,186/62,560)

d 他の勉強で忙しかった 16.4% (10,235/62,560)

e 趣味や交友で忙しかった 3.8% (2,402/62,560)

6.8% (4,276/62,560)

3.4% (2,142/62,560)

6.3% (3,943/62,560)

5.5% (3,441/62,560)

回答 全学割合

17.4% (10,899/62,560)

1       30分程度 25.9% (16,196/62,560)

2       1時間程度 28.3% (17,729/62,560)

3       1時間30分程度 12.3% (7,676/62,560)

4       2時間程度 7.7% (4,796/62,560)

5       2時間30分程度 2.7% (1,719/62,560)

6       3時間程度 2.4% (1,529/62,560)

7       3時間30分程度 0.8% (494/62,560)

8       4時間程度 0.8% (524/62,560)

9       4時間30分程度 0.3% (163/62,560)

10       5時間以上 1.3% (835/62,560)

第３問

この授業に関して学修を妨げたもの、あるいはモチベーションを下げた要因があったとすれば、それはどのようなものでしたか。当てはまるもの全てを選択してください（複数選択可）。いずれにも該当しなかった場
合（問題なく履修できた場合）は、何も選択せず次の設問に進んでください。

結果 グラフ表示

第４問

この授業に関連する事前・事後学修（宿題、レポート、制作課題なども含む）を、1週間当たりどれくらい行いましたか。

結果 グラフ表示

f 授業についていけなかった

g 授業内容が想定と異なっていた

h 特に理由はないが身が入らなかった

i 上記以外の理由で身が入らなかった

0       ほとんどしていない



回答 全学割合

0 全くそう思わない 2.1% (1,323/62,560)

1 そう思わない 4.4% (2,766/62,560)

2 どちらともいえない 19.7% (12,354/62,560)

3 そう思う 43.5% (27,215/62,560)

4 とてもそう思う 30.2% (18,902/62,560)

回答 全学割合

0 全くそう思わない 2.2% (1,386/62,560)

1 そう思わない 4.3% (2,693/62,560)

2 どちらともいえない 19.2% (12,030/62,560)

3 そう思う 41.8% (26,139/62,560)

4 とてもそう思う 32.5% (20,312/62,560)

第５問

配布資料や提示資料はわかりやすかったですか。（提示資料とは、板書やスライド等を意味します）

結果 グラフ表示

全学平均値

3.0

第６問

教員の説明はわかりやすいものでしたか。

結果 グラフ表示

全学平均値

3.0

◇授業の内容等に関すること

次の各問にお答えください。



回答 全学割合

0 全くそう思わない 2.1% (1,286/62,560)

1 そう思わない 4.3% (2,697/62,560)

2 どちらともいえない 20.9% (13,066/62,560)

3 そう思う 39.1% (24,453/62,560)

4 とてもそう思う 33.7% (21,058/62,560)

回答 全学割合

0 全くそう思わない 1.5% (918/62,560)

1 そう思わない 2.7% (1,673/62,560)

2 どちらともいえない 17.3% (10,827/62,560)

3 そう思う 41.0% (25,651/62,560)

4 とてもそう思う 37.5% (23,491/62,560)

全学平均値

3.1

結果 グラフ表示

第８問

教員からは授業に対する熱意を感じられましたか。

全学平均値

3.0

第７問

教員は学生が質問や相談ができるように配慮していましたか。

結果 グラフ表示



回答 全学割合

0 全くそう思わない 2.1% (1,336/62,560)

1 そう思わない 4.1% (2,559/62,560)

2 どちらともいえない 19.2% (12,006/62,560)

3 そう思う 41.1% (25,718/62,560)

4 とてもそう思う 33.5% (20,941/62,560)

回答 全学割合

0 全くそう思わない 1.5% (951/62,560)

1 そう思わない 3.3% (2,052/62,560)

2 どちらともいえない 19.2% (11,986/62,560)

3 そう思う 47.1% (29,449/62,560)

4 とてもそう思う 29.0% (18,122/62,560)

第９問

総合的にみてこの授業に満足していますか。

結果 グラフ表示

全学平均値

3.0

第10問

この授業の良かった点を教えてください。特になければ空欄で結構です。

第11問

この授業の改善すべき点を教えてください。特になければ空欄で結構です。

◇学修成果に関すること

次の各問にお答えください。

第12問

この授業を通じ、基礎的教養を増やすことができましたか。

結果 グラフ表示

全学平均値

3.0



回答 全学割合

0 全くそう思わない 1.4% (888/62,560)

1 そう思わない 3.2% (1,980/62,560)

2 どちらともいえない 18.9% (11,822/62,560)

3 そう思う 45.8% (28,665/62,560)

4 とてもそう思う 30.7% (19,205/62,560)

回答 全学割合

0 全くそう思わない 1.9% (1,207/62,560)

1 そう思わない 4.9% (3,066/62,560)

2 どちらともいえない 30.4% (19,026/62,560)

3 そう思う 39.4% (24,679/62,560)

4 とてもそう思う 23.3% (14,582/62,560)

この授業を通じ、専門的知識を増やすことができましたか。

結果 グラフ表示

全学平均値

3.0

第14問

この授業を通じ、論理的思考力を伸ばすことができましたか。

結果 グラフ表示

第13問

全学平均値

2.8



回答 全学割合

0 全くそう思わない 2.4% (1,479/62,560)

1 そう思わない 5.9% (3,710/62,560)

2 どちらともいえない 30.1% (18,808/62,560)

3 そう思う 37.3% (23,325/62,560)

4 とてもそう思う 24.4% (15,238/62,560)

回答 全学割合

0 全くそう思わない 6.5% (4,071/62,560)

1 そう思わない 12.6% (7,866/62,560)

2 どちらともいえない 34.7% (21,681/62,560)

3 そう思う 26.4% (16,498/62,560)

4 とてもそう思う 19.9% (12,444/62,560)

結果 グラフ表示

全学平均値

2.4

第15問

この授業を通じ、（技術・技能を実際に用いる）実践力を伸ばすことができましたか。

結果 グラフ表示

全学平均値

2.8

第16問

この授業を通じ、コミュニケーション力を伸ばすことができましたか。



回答 全学割合

0 全くそう思わない 4.0% (2,507/62,560)

1 そう思わない 9.0% (5,638/62,560)

2 どちらともいえない 36.3% (22,699/62,560)

3 そう思う 31.2% (19,519/62,560)

4 とてもそう思う 19.5% (12,197/62,560)

回答 全学割合

21.9% (13,686/62,560)

14.1% (8,796/62,560)

15.5% (9,705/62,560)

19.3% (12,085/62,560)

29.2% (18,288/62,560)

第17問

この授業を通じ、主体的行動力を伸ばすことができましたか。

結果 グラフ表示

全学平均値

2.5

4 全て遠隔授業での受講を希望する

3 基本的には遠隔授業で、一部対面授業での受講を希望する

1 基本的には対面授業で、一部遠隔授業での受講を希望する

◇遠隔授業に関すること（令和２（2020）年度特設）

次の各問にお答えください。

第18問

この授業の授業形態について、今後希望するものを選択してください。

結果 グラフ表示

0 全て対面授業での受講を希望する

2 対面授業と遠隔授業、半分ずつの受講を希望する



回答 全学割合

0 全くそう思わない 3.7% (2,338/62,560)

1 そう思わない 5.2% (3,267/62,560)

2 どちらともいえない 21.3% (13,305/62,560)

3 そう思う 38.7% (24,231/62,560)

4 とてもそう思う 31.0% (19,419/62,560)

全学平均値

2.9

結果 グラフ表示

第19問

この授業に遠隔授業が含まれていた場合、遠隔授業を受講して内容は理解できましたか。（該当学生のみ回答）

第20問

この授業に遠隔授業が含まれていた場合、遠隔授業で困ったことがあれば教えてください。特になければ空欄で結構です。（該当学生のみ回答）
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