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At our university, the Faculty Development Promotion Committee
conducts lesson questionnaires to improve lessons. From the second
half of fiscal 2016, the committee conducted and summarized lesson
questionnaires using Google Forms, but this was viewed as problematic
as it takes time to prepare a questionnaire form for each lesson. In order
to solve this problem, we considered preparing a server and a web
application, but also decided to continue using Google Forms, considering
the students familiarity and the maintenance of the system（hardware,
software, and security）
. However, instead of just preparing questionnaire
forms, we created a program that aggregates the lesson questionnaires
and sends the aggregate results to teachers by e-mail. This program
reduces the time to prepare the questionnaire forms. In this paper, we
report on the aggregate program of the lesson questionnaire and the
lesson questionnaires conducted three times from the ﬁrst half of ﬁscal 2018.
Keyword：Lesson Questionnaire, Google Forms
本学では，授業担当者が授業を改善するために，FD
（Faculty Development）
推進委員会が学生を対象とした授業アンケートを行っている。2016年度後
期から2017年度後期までの 3 回は，Googleフォームを利用して授業アンケー
トの実施とその集計を行ったが，授業毎にアンケートフォームを準備する
手間などが問題となっていた。その問題を解決するために，今回，サーバ，
Web アプリを用意することも検討したが，学生，授業担当者の慣れ，メン
テナンス（ハードウェア，ソフトウェア，セキュリティ）などを考え，引
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き続きGoogleフォームを使用することとした。ただし，授業毎にアンケー
トフォームを準備せず，授業アンケートを集計し，集計結果を授業担当者
に電子メールで送信するプログラムを作成した。これにより，アンケート
フォームを準備する手間などが減った。本稿では，作成した授業アンケー
トの集計プログラムと2018年度前期から2019年度前期までに 3 回実施した
授業アンケートの集計に関して報告する。
キーワード：授業アンケート，Googleフォーム

１．はじめに
本学では，授業担当者が授業を改善するために，FD（Faculty Development）推進委員会が学
生を対象とした授業アンケートを行っている。2016年度後期から2017年度後期までの 3 回は，
Google フォーム1）を利用して授業アンケートの実施とその集計を行ったが，授業毎にアンケート
フォームを準備する手間などが問題となっていた。その問題を解決するために，今回，サーバ，
Web アプリを用意することも検討したが，学生，授業担当者の慣れ，メンテナンス（ハードウェ
ア，ソフトウェア，セキュリティ）などを考え，引き続き Google フォームを使用することとし
た。ただし，授業毎にアンケートフォームを準備せず，授業アンケートを集計し，集計結果（図
1 ）を授業担当者に電子メールで送信するプログラムを作成した（非常勤の先生にはこの電子
メールを送信せず，事務から連絡する）。これらの仕様は FD 推進委員会と協議した上で決定した
ものである。本稿では，作成した授業アンケートの集計プログラムと2018年度前期から2019年度前
期までに 3 回実施した授業アンケートの集計に関して報告する。
２．授業アンケートの集計
授業アンケートに関するデータの形式は CSV（カンマ区切り）形式とした。①授業一覧（授業
名，授業コード，授業時間，学科名，授業担当者名，メールアドレス）は FD 推進委員会により作
成され，②学生の履修情報は事務により作成され，③授業アンケートの回答はFD推進委員会が用
意したアンケートフォームにより作成される。
授業アンケートを集計し，集計結果を授業担当者に電子メールで送信する Java プログラムの開
発・ 実 行 環 境 と し て Oracle OpenJDK2），CSV 形 式 の デ ー タ を 扱 う た め に Apache Commons
CSV3︶，授業アンケートの集計結果を授業担当者に電子メールで送信するために Jakarta Mail（旧
4）
5）
JavaMail）
，Jakarta Activation（旧 JavaBeans Activation Framework）
を使用した。

2016年度後期から2017年度後期までに 3 回実施した，Google フォームのみを利用した授業アン
ケートには，授業毎にアンケートフォームを準備する手間だけでなく，❶準備の手間を少なくする
ために制限をかけなかったため，授業を履修していない学生も回答できる，❷同一学生が同一授業
に関して複数回回答することを避けるために Google フォームの機能を利用して回答を 1 回に制限
していたので，回答を修正したくてもできないといった問題もあった。本集計プログラムはこれら
の問題も解決した。❶授業を履修していない学生も回答できることに関しては，②学生の履修情報
を参照し，学生が履修していない授業に関する回答は集計からは除外した。❷回答を修正できない
ことに関しては，同一学生が同一授業に関して複数回回答している場合は，最後の回答のみを集計
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の対象とした。これは学生にも説明されている。
以下，2018年度前期から2019年度前期までに 3 回実施した授業アンケートの集計に関して報告す
る。
授業名（学科名，授業時間）
履修者数：履修者数
回答数：回答数
1.あなたは授業の目的、目標を理解していますか。
50.0% 理解している
50.0% やや理解している
0.0% あまり理解していない
0.0% 理解していない
（中略）
7.この授業の先生に当てはまる項目をすべて選んでください。（複数回答可/いくつ選んでもよい）
21.4% 毎回学習目標を示している
28.6% 授業の始め方を工夫している
42.9% 話し方（スピード、声の大きさなど）がちょうどよい
14.3% 板書（量、スピード、読みやすさ）が分かりやすい
21.4% 学生の理解度を確認しながら授業を進めている
7.1% 学生のいろいろな考えをうまく引き出している
14.3% 授業の終わりに内容を振り返る時間やまとめの説明をしている
28.6% 広い知識を紹介している
28.6% 授業の内容を理解させるため、ツール（設備・機器・資料など）を活用している
14.3% 授業態度のよくない学生をうまく注意している
14.3% シラバスの内容が分かりやすい
7.1% 話や質問がしやすい
21.4% ていねいに教えてくれる
（中略）
9.この授業について、よいと感じること、もう少し変えてほしいことなど、気づいたことを自由に書
いてください。
（学籍番号、氏名等は担当教員には知らされません。
）
◆自由記述
◆自由記述
図11 授業アンケートの集計結果（例）
授業アンケートの集計結果（例）
図

2.1 2018 年度前期
2.1 授業アンケート実施期間：2018/8/20（月）～9/13（木）
2018年度前期
授業アンケート集計日（集計結果送信日）
：2018/12/11（火）
授業アンケート実施期間：2018/8/20（月）〜 9/13（木）
授業アンケート集計の環境：Oracle OpenJDK 11.0.1，Apache Commons CSV 1.6，Jakarta Mail 1.6.3，
授業アンケート集計日（集計結果送信日）
：2018/12/11（火）
Jakarta Activation 1.2.1，Windows 10 Education
1809
個，情報文化学部の授業に関する回答：626
授全回答：1027
業 ア ン ケ ー個（工学部の授業に関する回答：401
ト 集 計 の 環 境：Oracle OpenJDK 11.0.1，Apache
Commons CSV 1.6，Jakarta
個）
Mail 1.6.3，Jakarta Activation 1.2.1，Windows 10 Education 1809
Ⓐ未履修の回答：94 個（該当授業がない回答：63 個，該当授業がある回答：31 個）
全回答：1027個（工学部の授業に関する回答：401個，情報文化学部の授業に関する回答：626個）
Ⓑ修正された回答：61 個
Ⓐ未履修の回答：94個（該当授業がない回答：63個，該当授業がある回答：31個）
有効な回答：872 個

Ⓑ修正された回答：61個
有効な回答：872個
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2018年度後期

授業アンケート実施期間：2019/1/9（水）〜 2/9（土）
授業アンケート集計日（集計結果送信日）：2019/3/14（木）
授 業 ア ン ケ ー ト 集 計 の 環 境：Oracle OpenJDK 11.0.2（Apache Commons CSV 1.6，Jakarta
Mail 1.6.3，Jakarta Activation 1.2.1，Windows 10 Education 1809は変更なし）
全回答：1148個（食農バイオ・リサイクル学科の授業に関する回答：1個，生産工学科の授業に
関する回答：405個，情報デザイン学科の授業に関する回答：512個，現代社会学科の授業に関す
る回答：230個）
Ⓐ未履修の回答：58個
Ⓑ修正された回答：69個
有効な回答：1021個
2.3

2019年度前期

授業アンケート実施期間：2019/7/16（火）〜 8/9（金）
授業アンケート集計日（集計結果送信日）：2019/11/5（火）
授 業 ア ン ケ ー ト 集 計 の 環 境：Oracle OpenJDK 13.0.1，Apache Commons CSV 1.7，Jakarta
Mail 1.6.4，Windows 10 Education 1903（Jakarta Activation 1.2.1は変更なし）
全回答：1420個（生産工学科の授業に関する回答：511個，情報デザイン学科の授業に関する回
答：757個，現代社会学科の授業に関する回答：152個）
Ⓐ未履修の回答：44個
Ⓑ修正された回答：78個
有効な回答：1298個
３．考

察

2018年度前期（2．1）は回答する授業を区別するために学生に 6 桁の授業コードを入力させてい
たが，94個の回答をⒶ未履修の回答として集計から除外した。内訳は該当授業がない回答（①授業
一覧に存在しない授業コードの回答）が63個，該当授業がある回答（①授業一覧に存在する授業
コードの回答）が31個であった。2018年度後期（2．2），2019年度前期（2．3）では回答する授業を
区別するために学生にプルダウンメニューから授業を選択させることにより，58個，44個に減少し
た。
Ⓐ未履修の回答として集計から除外した回答をさらに分析した（表 1 ）。授業時間が異なる他の
クラスを履修している，授業担当者が異なる他のクラスを履修している，同時開講の授業を履修し
ている（同時開講されている他学科の授業の授業アンケートに回答している）ものを確認した
（その他の理由としては，授業担当者が担当している他の授業と間違って回答していることも考え
られる）。この結果から，授業アンケートの際にクラスを分かりやすくする必要があると思われ
る。しかし，学生が履修していないクラスに関して授業アンケートに回答した理由としては，回答
するクラスを間違ったことだけでなく，履修したクラスと授業を受けたクラスが異なったことなど
も考えられる。
また，Ⓑ回答を修正できることも必要であることが改めて確認できる。
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表
未履修の回答（個数）
表11 未履修の回答（個数）
2018 年度前期 2018 年度後期 2019 年度前期
該当授業がない回答（①授業一覧に存在しない授
63
業コードの回答）
授業時間が異なる他のクラスを履修
14
19
21
授業担当者が異なる他のクラスを履修
7
16
9
同時開講の授業を履修（同時開講されている他学
4
0
2
科の授業の授業アンケートに回答）
その他
6
23
12
計
94
58
44
4. おわりに
４．おわりに
本稿では，作成した授業アンケートの集計プログラムと 2018 年度前期から 2019 年度前期までに
本稿では，作成した授業アンケートの集計プログラムと2018年度前期から2019年度前期までに 3
3 回実施した授業アンケートの集計に関して報告した。これにより，アンケートフォームを準備す
回実施した授業アンケートの集計に関して報告した。これにより，アンケートフォームを準備する
る手間などが減った。今後は，授業アンケートの実施後に集計するだけでなく，実施期間中に 1 日
手間などが減った。今後は，授業アンケートの実施後に集計するだけでなく，実施期間中に
1日1
1 回程度集計し，まだ回答していない授業（回答する授業を間違ったものも含む）を学生にメール
で連絡し，回答を促すことなども考えられる。
回程度集計し，まだ回答していない授業（回答する授業を間違ったものも含む）を学生にメールで

連絡し，回答を促すことなども考えられる。
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