
2021年度後期授業改善アンケート集計結果

学生による授業評価アンケートの授業に関する自由な感想に記入され

た内容

回答

授業内のスライドで、アニメーションのように図を動かしていて、理解が

しやすかったです。

コメントありがとうございます。今後も動画を多用して理解度を高めていきたいと考えていま

す。

とても楽しかったです。

エンジンに関する慣性力や偶力の発生に伴る影響など詳しく知れてよかっ

たです。

残念だなと思ったことは、中間試験の時にパスワードがB〇Z...だったので

水平対向エンジンの問題が出るかと思っていましたが出なかったことで

す。

コメントありがとうございます。パスワードのフェイント、申し訳ないです。水平対応を出題す

ると、正答率が多少低下する傾向があるようなので止めました。

車好きの人しか答えられないようなことでポイントを付与しないでほしい

調べるより先にもとから興味がある人が答えてしまうので不公平になる

コメントありがとうございます。オンライン授業での質問ですので、スマホでググることも可能

です。できるだけ、車だけでなく、他の機械構造物の機械特性にも興味を持って頂けるとありが

たいです。

毎回の演習問題で理解度の確認ができるため、とても役に立った。 コメントありがとうございます。演習問題と理解度の関係を分析しており、優秀ですね。今後

も、このような関連性に興味を持つことを継続するとさらに優秀なエンジニアになれると思いま

す。

ポイントで救われることもあるのですが、できる人が毎回もらっていくの

でできない人向けのポイントなどが欲しいと思いました。

コメントありがとうございます。質問は教科書の例題であり、簡単な予習でポイントをゲットす

ることができるものです。できない人向けとのこと、検討致します。

授業内課題が多いので飽きずに授業が聞ける。 コメントありがとうございます。演習問題数と授業への集中度（飽きない）の関係を分析してお

り、優秀ですね。今後も、このような関連性に興味を持つことを継続するとさらに優秀なエンジ

ニアになれると思います。

覚えることが多く大変でした 科目の特性上，仕方ないことだと思います．この授業は，中間・期末試験を行いますので，一時

的に覚えることになりますが，実際の現場では，覚えていれば良いのですが，覚えていなくても

テキストや規格を参照することで正しい情報が得られます．そういう理解でいて貰えると良いか

と思います．

材料を評価することで、私たちが安全にものを使うことが出来ている

のだとわかりました。

ありがとうございます．この授業の最初にもお話ししたように，私たちの身の回りの物が安全・

安心であるためには，こういった評価技術を正しく利用する事が大切なのです．話は逸れてしま

いますが，昨今の企業の偽装やデータ改ざんなど，あってはならないことです．今後とも宜しく

お願いします．

演習に取り組む時間を学期全体でもう少し増やして欲しかったです。 以前に比べて，演習を増やしたつもりです．中間試験，期末試験向けに演習の時間を少し増やす

ように検討致します．

マニアックなところまで深堀してくれるので、非常に面白かった。 授業の中で紹介した材料試験は，私も実際に利用している試験です．実際に試験してみると，規

格には書かれていないようなノウハウも沢山あります．しかし，基本は正しく評価することで

す．そういったことを皆さんに学んで欲しいと思っていますので，今後もそのことを念頭に置き

ながら授業を進めていきます．

ウェブクラスの公開時間をしっかりと把握してほしい 「ウェブクラスの公開時間をしっかりと把握」とありますが，公開時間をアナウンス，決めて欲

しいということでしょうか．

期末テストの最後の問題の答えが計算出来ていたのに入力が間に合わ

なかった.悔やまれる．その問題正解していれば期末でさらに挽回で

きたのに最悪だあああ．

webテストだったこともあるのでしょう．慣れない試験できちんと理解していても普段通りにで

きない難しさもあったかと思います．結果は結果として，厳粛に受け止めて貰い，もしも不合格

でしたら，再度チャレンジしてみて下さい．その意気込みは大いに評価したいと思います．今後

とも宜しくお願いします．

特になし

ありがとうございました。

ありがとうございました。

課題を通して一つ一つ理解していくことができたのかなと思いました。

簡潔でわかりやすい解説でした。

演習があったので理解しやすかった

演習の時間を取っていただいたのが良かったです。

課題によってより理解が深まった。

授業中に理解する事ができない部分もあったが、録画を残してくれていた

ため、理解することができた。

内容は難しかったが、授業進度が比較的ゆっくりだったおかげで詰まるこ

となく学習を進められた。昨年度の授業動画も事前の予習にとても役立っ

た。

難しかったですが、課題等での授業内容のフィードバックのおかげで理解

することができました。

フーリエ解析を理解できる頭を持ち合わせていませんでした。 波の重ね合わせという考え方が基礎となりますが手を動かしてどのように結果が変わるかを確認

してみると良いかと思います。

ご苦労さまでした。

2年生以降の基礎となる内容ですので内容としては複雑ではありませんが活用の場は多いと思いま

すので今後ともがんばってください。

フーリエ解析自体は回転体、振動問題等で活用するものですので計算方法そのものを確認するこ

とはほとんどないと思います。実際に使う場合にいくつか気をつけるべき項目について思い出し

てもらえればと思います。



演習の回答も録画して欲しいです。演習が講義でないという理由で録画し

ていないのであれば、なぜ講義中に講義以外のことを行っているのか理解

できません。講義以外のことであればお一人でやられた方がいいと思いま

す。

講義中にも説明した通り、課題については科目の性質上前年度と似た内容になりやすいため録画

は控えさせてもらっています。その一方で前年度の講義録画については公開していましたのでご

理解いただければと思います。

生徒に対する接し方が雑。

提出方法などで勝手に不機嫌になられても困る。

どのような問合せについての対応かは記憶にありませんが基本的に課題提出は成績評価に関わる

内容ですので講義中に漏れなく説明しています。その上で提出方法に関して個人的な希望につい

ては対応できません。

単位とるのがとても厳しいです。 中間テストと期末テストそれとも

最終のレポートとかで成績評価すればいいと思います。まだ完全に理

解していない状態のまま毎週課題を特のは厳しかったです。

数回にまとめた内容での成績評価という希望もあったり、現行のレポート形式での成績評価の希

望もあったりでどちらの意見も妥当かと思います。コロナ禍で集まった試験の見通しが立たな

かったことを理解してもらえればと思います。

勉強の内容が難しいので、期末の成績の評価がとても心配です。もし

できれば、成績評価を演習と出席に多く置いてほしいです。

成績評価については講義中に説明しています。残念ながら出席については成績評価に加えられま

せんのでご理解ください。

例題も何もやらないで少し応用の課題を出されても困る 講義中の内容はほとんど例題相当の内容ですのでやり方を少し工夫して課題を対応してもられれ

ばと思います。

技術者として、レポートの書き方、表現の仕方を学べたのでとても良かっ

たです。

うれしいコメントをありがとうございます．この授業で学んだことをぜひ今後活かしてくださ

い．

説明が分かりやすく、飽きない授業構成で楽しかったです。 大変うれしいコメントをありがとうございます．飽きない内容となるように引き続き内容を見直

していきたいと思います．

ありがとうございました。 うれしいコメントをありがとうございます．

ワードやエクセルの使い方の復習ができレポートの書き方など学べて勉強

になりました、来年の実験の授業や卒検の時のレポートに活かしたいで

す。

うれしいコメントをありがとうございます．この授業で学んだことをぜひ今後活かしてくださ

い．

今まで知らなかったExcelの機能等を知れて良かったです。 うれしいコメントをありがとうございます．この授業で学んだことをぜひ今後活かしてくださ

い．

クイズが斬新で面白かった。（たまにふざけた選択肢を選んでしまいまし

た。申し訳ありません）

休憩のときのクイズを楽しんでくれてよかったです．

後半の方に課題の量や１つ１つのボリュームが多くなってきているのが辛

かった

後半は，学修に伴い課題も大変だったかと思いますが，つらかった分，ご自身の力になっていま

すので，この授業で学んだことを今後に活かしてください．

授業の途中の社会情勢などの話は休憩にもなり聞いていて新たな知識を深

められ面白かったと思います。

休憩のときのクイズを楽しんでくれてよかったです．

資料の内容や演習問題の解答において、間違いが目立っていたように思わ

れるのでそこを改善するべきだと思いました。

講義資料に瑕疵があり，申し訳ありませんでした．今後の反省点として改善します．

説明がとても分かりやすかったです。 うれしいコメントをありがとうございます．この授業で学んだことをぜひ今後活かしてくださ

い．

説明が丁寧でわかりやすかった。また参考資料が豊富だったので授業外の

予習・復習がしやすかった。

継続して講義をしたいと思います。

様々なサイクルが出てきて少々難しかったです。 今後もうすこし工夫をしてみます。

特になし ありがとうございました。

問題の解説が細かく、資料としても出してくれるのでそこが一番良かった

点だと思う。そのほか、目立った不満はなかった。

継続して講義をしたいと思います。

授業のスライドが教科書のページなのか書いていただけると自習の時や振

り返りがしやすいと思いました。

ありがとうございます。改善は続けます

説明が丁寧で分かりやすかった。 ありがとうございます。より良くなるようにします。

説明がわかりやすく聞きやすかったです。 ありがとうございます。

サイクルの特性をつかむことが出来た。 理解が進んでよかったです。

ありがとうございました。 ありがとうございました。

講義資料が簡潔でとても見やすかったです。勉強した方がよいポイン

トなどについても教えてくださいました。

ポイントが理解できてよかったです。

ないです。 了解しました。

授業時間中に出す課題をwebclassに載せて欲しかった。また今学期は授業

内容を録画してwebclassに載せるとのことだったがこの授業はそのような

対応は行われていなかった。

録画対応がかけていたとのことで改善します。

報告書の書くスペースが足りないので2ページだてにしていただきたいで

す。またはwordファイルにしてほしいです。明らかにやりにくいです。

会社に入ったら手書きで報告書を作成するのは実際ないのではないでしょ

うか？

課題が多く、時間が足りないため、できるだけ効率よくできる環境にした

いと思いご意見させていただきました。ご検討お願いします。

コメントありがとうとうございます．

限られたスペース内で自分の考えを示せることも大切です．特に会社における報告書は簡潔に纏

めることが求められます．要点を纏める良い練習になるはずです．

また，手書きについては，逆に今後のレポートはほぼ電子化となります．ただ，設計や開発，研

究の現場では手書きで図や構想をフリーハンドで描きながら，要点を書き込み，相手に伝える

シーンがたくさんあります．このようなことからも必要だと考えています．

報告書の枠の大きさが、それぞれの項目の文字数に対応していない事が

あった。

コメント有難うございます．

上記解答の通りです．

加工技術について学習することができた。 機械工作概論や機械要素でも様々な加工技術について学ぶことになりますので，実習授業での体

験と座学での理論が結びつくと良いと思います．

説明も分かりやすく、分からないところがあれば丁寧に教えていただけた

ので、きちんと理解しながら実習をすることが出来ました。ありがとうご

ざいます。

コメントありがとうございます．

実際に作業するので楽しかった。 コメントありがとうございます．



この授業は実際に自分で作業することで内容の理解が深まることがよくわ

かったので、なるべく早く旋盤加工を実習できるように願っています。	

コメントありがとうございます．

コロナ禍での実施に協力頂き，ありがとうございました．加工関連では唯一の実習なために，旋

盤加工についても体験できるように検討をしていきます．

質問対応が細かくわかりやすかった。 コメントありがとうございます．

有意義な授業でした。 ありがとうございます．

後期前半の中で最もためにならなかった授業だと思う。しかも評価基

準があいまいで納得がいかない。もっと内容に沿った小テストや演習

を増やしてほしい。

正直に言うと先生の言っている意味がよくわからないです。(難し

い、結局どうして欲しいのかが全く伝わってこない)また、学生が1か

ら全てディスカッションを行うのはさすがに無理があります。先生は

これも勉強の内みたいなことをおっしゃっていますが、難しくてでき

なかったら意味がないです。この授業を一度SD-PBL同様見直してい

ただきたいです。(授業を見直すよりかは特に担当の先生の変更を強

く求めたい)

基本的にこちらが質問を投げかけても、批判的かつ婉曲した言い回し

を多用するため、毎回その言葉の本意を類推して読み取るという行為

が訓練になったのと同時に苦痛だった。また、授業スタイルが生徒同

士で班を組み活動させるというもので、偶然組んだ班員の積極性に偏

りが見られることにより、班の活動に支障が出ることが度々あった。

要するに班員ガチャということである。さらに度々授業のzoomが不

具合によって開催が遅れるなどに不満を感じた。次の受講者にはもう

少し自主性のみに沿うのではなく、もう少し分かりやすい言葉遣いで

指針を表現すべきだと感じた。

材料力学について学習するはずなのに、基本的に、例題を解かせない

ので、知識が定着しづらく、技術者に対して議論ばかりしているのは

おかしいと感じた。また、実際の演習書を使った問題演習を通してい

ないので、公式の導出の仕方や意味は理解できても、公式の使い方が

わからないので、演習書の問題を解いたときあまり進まなかった。技

術者に対しての議論をたくさんしているのに、演習問題を解かないの

は問題解決能力を高めることが目的のこの授業の本質に対して、本末

転倒だと感じた。

授業や課題などの説明不足なことが多々あった。全体的に説明が大雑

把でわかりづらかった。

御指摘ありがとうございます．本件については，再SD-PBL(1)の課題作成と関連するので，類似

の質問に対して再SD-PBL(1)の授業の時に複数（５名）の学生とお話をしました．お話を聞く限

り，学習が教育と同じであると受けとめている学生が問題を解決する方法の理解を促してもらえ

ることを希望しているように感じました．私の授業では知識の利用を促すために，基本的で簡単

な内容を系統的に積み上げて，丁寧に説明し，問題解決の際に思考する基本的な知識の利用を目

的を意識しながら順を追って説明し，その問題解決のプロセスとアプローチをグループディス

カッションで再度確認し，振り返りで問題解決の際に必要な思考のプロセスあるいはアプローチ

に必要なことを検討してもらい，次の授業で意識して行動し（例えば，苦手なものがあれば復習

か予習をする，思考のプロセスを意識する），理解度の向上による達成感や探求心から創出され

る学びの楽しさを実感してもらい，思考のプロセスとアプローチを意識して利用していくように

促しています．しかし，お話を聞く限り，プロセスを意識できていなかったことが確認できまし

た．学生からの意見として，結論までの導入部が長い，そのため飽きて寝てしまう，私が結果で

評価すると予想して，プロセスは重要でないとの強い主張と同意を求める問いかけが複数回あ

り，誤解を生んだまま授業を進めていたことは申し訳無かったと思います．このことは，自由意

見からも確認でき，プロセスから学ぶように説明をしても，答えの書き方を要求されていたので

納得できないままだったのだと思います．おそらく，高校生のとき教員の顔色をうかがいなが

ら，答の書き方を聴いていたのではないかと予想しますが，学習は自分が主体なので振り返りに

は自分の意見が反映されなければ意味がありません．学生からの質問で最も多かった悩みは，振

り返りの書き方を教えて欲しいと言うもので，何を書いても評価されないとのご指摘がありまし

たが，これは授業中に思考のプロセスとアプローチを意識して聴き，グループディスカッション

でそれを意識して再確認し，振り返りでそれに対する気づきを述べ，次の授業に備え，次の授業

で振り返りから気づいたことを意識して聴く，この学習サイクルを形成する過程での気づき等に

関してなんでも書いていただけば問題ありませんが，思考のプロセスとアプローチを意識してい

ないと，振り返りに授業内容をリストアプするかグループで話しあったと書かれるだけで，学習

の痕跡が確認できません．なお，思考のプロセスとアプローチを意識することは，パーソナリ

ティに関わる場合があるので，振り返りの書き方まで詳細な指示は出せませんし，個性を尊重し

たいので自ら気づくまで見守っていました．上記の理由から，章末問題のレポートを解くときに

は，問題文を読んで，最初に何を求めているのかを確認し，次に制約条件をリストアップし，目

的に合わせて解き方を構成してから解きます．その際に，レポートの書き方で支持をした図解や

自由体図の利用が役に立ちます．問題の解き方がわからないと言う学生の多くは，高校までで習

得すべきことに問題があるか，思考のプロセスとアプローチに問題があることが多く，課題レ

ポートを確認する限り，図を描いただけで，図から問題の解き方を解釈する思考のプロセスを読

み取ることができません．おそらく，そのために授業内容が理解しにくいのだろうと思われま

す．また，グループディスカッションですが，授業で説明した内容について，グループのレベル

に合わせて思考のプロセスとアプローチを辿ってもらえれば良いので，それほど難しいこととは

思いません．もちろん，日本語に慣れていない留学生にとっては，日本語の授業を聴いて，すぐ

に理解することは難しかったと思います．そのために数学と言う共通言語を利用することを進め

ていましたが，示し合わせる形でグループディスカッションでの振り返りを済ませるグループも

あり，数式を利用した筆談に発展することはあまりなかったように記憶しています．なお，SD-

PBL(1)の授業では，最初のミニレクチャーを中心とした授業で思考のプロセスとアプローチの認

識をもてもらい，パンフレットの作成に入る前に章末問題を課し，思考のプロセスとアプローチ

の実践効果を実感（実感できない学生の存在も想定）してもらい，パンフレット（個人）の作

成，そして，思考のプロセスとアプローチの実践効果を実感している学生と実感していない学生

によるグループでパンフレットの見直しを行い，思考のプロセスとアプローチの実践による内発

的な学習の効果に気付いてもらうようにしていました．思考のプロセスとアプローチの実践によ

る内発的な学習が行える状態になければ，この科目の学習は難しかったと思われます．あと，成

績に関係するものとして，感想文（成長に関して）を書いてもらっていますが，これは，振り返

り⇒意識した行動⇒経験　⇔　予知⇒行動⇒振り返り　を交互に経験してもらう中での思考のプ

ロセスとアプローチの実践効果による成長，行動特性の変化とその際に形成される技術者像に気

付いてもらうためです．評価方法が不明確に感じたのは，評価される思考のプロセスとアプロー

チを認識できていなかったためと思います．授業を受けるだけで済むと勘違いさせたことについ

ては，教育改善の余地があり，2022年度は改善を行いましたが，まだ不十分なので，さらに改善

を進めて行きたいと思います．忌憚のないご意見を教えていただきました学生の皆様に感謝しま

す．また，その際に”不合格になったことに対する感情は別にして，授業内容に問題ない”との学

生さんのご意見には大変勇気付けられました．



授業中の時間配分がズレていることが多々ある ご迷惑をおかけしました．

教科書作りに関して、グループのメンバーと協力できたと思う。 ありがとうございます．

pdfテキストが古すぎておかしな点があるように思えた。 コメントありがとうございました．教科書は，適宜，加筆，修正はしておりますが，分かりにく

い箇所があり，失礼いたしました．その場合は，質問をして下さい．よろしくお願いします．

1からものを設計するという貴重な経験が出来、とても良い勉強にな

りました。

コメントありがとうございました．企業の技術者になれば，周囲の社員と協力して，設計業務に

取り組まなければなりません．企業においては，人間関係が大変重要となり，複雑な設計を進め

るためには，対話や討論が重要になります．この重要性を意識し，理解して頂くことができ，大

変良かったと思います．機械設計は，就職してからも大変重要ですので，身に付けておいて下さ

い．「1からものを設計するという貴重な経験が出来、とても良い勉強になりました。」というコ

メントですが，今回，貴君は，機械工学の面白さを知ることができ，大変素晴らしいと思いま

す．貴君が，優秀な機械技術者になることをお祈り申し上げます．

もう少し内容についての解説が欲しかったです。 コメントありがとうございました．本科目は，班の活動による設計を主にしております．このた

め，説明は少なめにし，班員同士において設計内容を議論する時間が多くなるようにしておりま

す．企業の技術者になれば，周囲の社員と協力して，設計業務に取り組まなければなりません．

企業においては，人間関係が大変重要となり，複雑な設計を進めるためには，対話や討論が重要

になります．このための練習と思って下さい．適宜，質問を受け付けておりますので，設計内容

については，是非，質問をして下さい．

様々な要因を考えながら設計を進めていかなければならなかったので

とても苦労しました。

コメントありがとうございました．企業の技術者になれば，周囲の社員と協力して，設計業務に

取り組まなければなりません．企業においては，人間関係が大変重要となり，複雑な設計を進め

るためには，対話や討論が重要になります．このための練習と思って下さい．さらに，設計思

想，要求される機能，安全性，部品の加工コスト，組立コスト等，様々な要求事項を満足できる

ように考える必要があります．今回，貴君がこの重要性を意識し，理解することができ，大変良

かったと思います．機械設計は，就職してからも大変重要ですので，身に付けておいて下さい．

苦労した分，実力がついたはずです．貴君が，優秀な機械技術者になることをお祈り申し上げま

す．

ありがとうございました。 こちらこそ，ありがとうございました．

ないです コメントありがとうございました．

説明が少なく戸惑ったことがよくあったが、その分実力がついた コメントありがとうございました．本科目は，班の活動による設計を主にしております．このた

め，説明は少なめにし，班員同士において設計内容を議論する時間が多くなるようにしておりま

す．企業の技術者になれば，周囲の社員と協力して，設計業務に取り組まなければなりません．

企業においては，人間関係が大変重要となり，複雑な設計を進めるためには，対話や討論が重要

になります．このための練習と思って下さい．今回，貴君がこの重要性を意識し，理解すること

ができ，大変良かったと思います．機械設計は，就職してからも大変重要ですので，身に付けて

おいて下さい．「説明が少なく戸惑ったことがよくあったが、その分実力がついた」というコメ

ントですが，まさにその通りだと思います．苦労した分，実力がついたはずです．貴君が，優秀

な機械技術者になることをお祈り申し上げます．


