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授業アンケート調査によせて 

 

 

 鶴見大学短期大学部では、平成１７年度より、学生の意向を正確に把握し、教

育の質の向上のため、『授業アンケート』を実施しております。このアンケート

は、現在、専任教員、非常勤講師を含め、全ての授業を対象に実施しております。  

調査結果は、授業ごとにデータを解析し各教員にフィードバックしております。

是非、各教員の皆様には、これらのデータから問題点を抽出し、次年度の授業内

容等について、更なる改善に努めていただきたいと思います。 

本報告書には、短期大学部保育科、歯科衛生科、専攻科保育専攻、専攻科福祉

専攻の集計結果が記載されています。現在、アンケートの質問事項等の内容につ

いては、随時ＦＤ委員会において詳細に検討しておりますが、各教員の方々、ま

た、本アンケートをご覧なられた方からも是非ご意見をいただきたいと思いま

す。今後も、短期大学部学生の本学に対する満足度の向上に努めて参りたいと考

えております。 

今後とも鶴見大学短期大学部の授業改善に関して、ご理解とご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

                       令和元年６月 

                       短期大学部長 加藤 保男 



  

平成 30年度授業アンケートのまとめについて 

 

 本学では平成 17 年度より、全学生による授業アンケートを、各科目ごとに授業の終

盤に実施してきた。このアンケートは、授業内容や教授方法、授業環境等についての質

問に加え、学生自身の学習意欲や授業への取り組み等についても調査することで、より

よい授業運営の指標とすることを第一義としている。なお、具体的な質問項目について

は、以下の集計グラフおよび末尾のアンケート用紙を参照されたい。 

 平成 30 年度のアンケートは、専任教員・非常勤講師の全てが担当する、専攻科を含

む全学科・全授業で実施した。 

前期開講科目は保育科、歯科衛生科が平成 30年 6月 25日～8月 3日、専攻科保育専

攻が平成 30年 6 月 25 日～7 月 28 日、専攻科福祉専攻が平成 30 年 6月 25 日～7 月 27

日、後期開講科目および通年開講科目は保育科、歯科衛生科が平成 30年 12月 3日～平

成 31年 1月 29日、専攻科保育専攻が平成 30年 12月 3日～平成 31年 1月 25日、専攻

科福祉専攻が平成 30年 12月 3日～平成 31年 2月 8日に実施された。全体の回収率（実

施率）は 99％であった。 

 今後とも、アンケートの内容に改良を加えると共に詳細な分析を加え、より有意義な

調査にしていきたいと考える。その一助として、今回集計データを公開するものである。 

 

           令和元年６月     

短期大学部ＦＤ委員長 

 渡辺  孝章 

 



平成３０年度 「短大部教員表彰」の選考結果 

 

短大部ＦＤ委員会では、より良い授業の実施を目指し、「授業アンケ

ート」を実施してきました。 

この度、短大部では、教育の質の向上を目指し、平成３０年度に実施

した授業科目の中から、対象となるアンケートの項目が最も高得点であ

った授業の担当教員を、保育科並びに歯科衛生科から選出し、表彰状を

授与いたしました。 

 平成３０年度「短大部教員表彰」の受賞者は次の通りです。 

 

 

 

「短大部教員表彰」受賞者 

 

 

保 育 科 非常勤講師 久保 景子（身体表現Ⅰ） 

非常勤講師 清水 雄一（造形表現Ⅰ・造形表現Ⅱ） 

歯科衛生科 教   授 加藤 保男（歯科診療補助論ＡⅢ） 

      教   授 志村 文隆（歯科診療補助論ＡⅢ） 

      准 教 授 花谷 重守（歯科診療補助論ＡⅢ） 

      准 教 授 田中 宣子（歯科診療補助論ＡⅢ） 

      非常勤講師 福永 保代（英語ⅠＢ（歯科英語）） 

 

 



質問１　この授業に何回欠席しましたか。

質問２　この授業を、マナーを守って受講しましたか。 (私語、携帯電話、飲食等)
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保育科・D群

保育科・E群

歯科衛生科・基礎

歯科衛生科・専門基礎

歯科衛生科・専門

歯科衛生科・選択必修

専攻科保育専攻・必修

専攻科保育専攻・選択

専攻科福祉専攻・介護

専攻科福祉専攻・人間&こころ

専攻科福祉専攻・医療的ケア

短大部全体

0回 1～2回 3～4回 5～6回 7回以上
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専攻科保育専攻・選択

専攻科福祉専攻・介護

専攻科福祉専攻・人間&こころ

専攻科福祉専攻・医療的ケア

短大部全体

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらとも言えない .あまりそう思わない そう思わない



質問３　この授業に必要な教材･教具(教科書･プリントなど)を、準備してのぞみましたか。

質問４　この授業に意欲的に取り組みましたか。
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質問５　この授業の予習･復習などの学習をしましたか。

質問６　この授業はシラバスに即して進められましたか。
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質問７　授業の学習量は適切であると思いましたか。

質問８　教員に熱意を感じましたか。
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質問９　教員の話し方や説明の仕方は適切と思いましたか。

質問10　板書や資料の示し方は良いと思いましたか。
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質問12　意見や質問を出しやすい授業でしたか。

質問11　授業の進行速度は適切であると思いましたか。
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質問13　受講者数は適切であると思いましたか。

質問14　授業内容は理解できましたか。
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質問15　授業を受けた成果はあったと思いますか。

質問16　授業内容に興味を持てましたか。
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質問17　教育の設備や環境は十分であると思いましたか。
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〔参考〕平成30年度　アンケート用紙


