
１．  所属について  
 

（１） 

※  

学年を教えてください。                             ＜回答率（学年別）＞ 

１年  52% (334/637)  １年  63% (334/637) 

２年  23% (146/637)  ２年  18% (146/637) 

３年  18% (115/637)  ３年  13% (115/637) 

４年   6% (41/637)  ４年   5% (41/637) 

科目等履修生   0% ( 1/637)   
  

（２） 

※  

類・学科（コース）を教えてください。              ＜回答率（類・学科・コース別）＞ 

工学１類   8% (49/637)  工学１類  61% (49/80)  

工学２類  16% (103/637)  工学２類  62% (103/165)  

工学３類  15% (96/637)  工学３類  67% (96/144)  

工学４類   7% (44/637)  工学４類  60% (44/74)  

工学５類   7% (42/637)  工学５類  62% (42/68)  

建設社会   8% (51/637)  建設社会  19% (51/265)  

 機械知能（制御）   6% (40/637)  機械知能（制御）  21% (40/187)  

機械知能（機械）   6% (41/637)  機械知能（機械）  18% (41/227)  

機械知能（宇宙）   1% (7/637)  機械知能（宇宙）  20% (7/35)  

宇宙システム   3% (19/637)  宇宙システム  17% (19/111)  

電気電子（共通）   4% (26/637) 電気電子（共通）  19% (26/134) 

電気電子（電気）   1% (8/637)  電気電子（電気）   6% (8/137)  

電気電子（電子）   4% (23/637)  電気電子（電子）  16% (23/142)  

応用化学   9% (59/637)  応用化学  25% (59/240)  

マテリアル   4% (25/637)  マテリアル  13% (25/194)  

総合システム   1% (4/637)  総合システム   7% (4/60)  
  

２．  遠隔授業について  
 

（１） 

※  

遠隔授業の満足度はどれぐらいですか。  

大変満足している   7% (46/637)  

満足している  44% (278/637)  

どちらとも言えない  34% (218/637)  

満足していない  11% (70/637)  

大変満足していない   4% (25/637)  
  

（２） 

※  

（１）に関連して，遠隔授業のよい点（満足な点，対面授業と比べて優れている点）と悪い点（不満

な点，改善を希望する点）を記載してください。  
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（３） 

※  

受講した前期（1Q・2Q）の中でわかりやすかった（良かった）遠隔授業の科目（教員名）と，その理

由を記載してください（複数科目可）。 

※＜記入例＞ 科目（教員名）：理由 

数学 I（工大太郎）：課題に対して，毎回コメントして返却してくれたため。 
 

（４） 
遠隔授業の受講環境やその他トラブルで，解決していない問題があれば，具体的に記載してくだ

さい。（指導教員等への相談の有無も含めて回答してください）  
 

（５） その他，遠隔授業について，意見等があればお聞かせください。  
 

３．  

対面授業・対面試験について 

２Ｑ（６月３０日以降）は，一部，感染対策を講じた上で対面授業を行った実験・実習等の科目や対

面試験を行った科目がありました，  
 

（１） 

※  

授業や試験が一部対面実施される（た）ことに対して，どのように思いますか。理由を併せて教え

てください。  
 

４．  家での学修について  
 

（１） 

※  

授業で出される課題の量について，どのように感じていますか。  

多い  63% (402/637)  

適量  34% (215/637)  

少ない   1% (5/637)  

課題はない   2% (15/637)  
  

（２） 

※  

平日の平均学修時間（授業時間を除く）を教えてください。  

（選択してください）   0% (2/637)  

１時間未満   3% (21/637)  

１時間   8% (54/637)  

２時間  29% (184/637)  

３時間  27% (169/637)  

４時間  16% (105/637)  

５時間   8% (50/637)  

６時間   5% (30/637)  

７時間   1% (5/637)  

８時間   1% (6/637)  

９時間   0% (3/637)  

１０時間   1% (4/637)  

１１時間   0% (2/637)  

１２時間以上   0% (2/637)  
  

（３） 

※  

休日の平均学修時間を教えてください。  

（選択してください）   1% (4/637)  

１時間未満   5% (31/637)  



 

１時間   7% (42/637)  

２時間  16% (100/637)  

３時間  22% (139/637)  

４時間  17% (106/637)  

５時間  13% (84/637)  

６時間  10% (62/637)  

７時間   4% (23/637)  

８時間   3% (22/637)  

９時間   1% (6/637)  

１０時間   2% (11/637)  

１１時間   0% (1/637)  

１２時間以上   1% (6/637)  
  

５．  遠隔試験について  
 

（１） 

※  

遠隔試験の受験に問題はありましたか。  

問題はなかった  86% (547/637)  

問題はあったが，解決した  10% (64/637)  

解決していない問題がある   4% (26/637)  
  

（２） 
※（１）で「問題はあったが，解決した」，「解決していない問題がある」と答えた方のみ 

どのような問題がありましたか。（指導教員等への相談の有無も含めて回答してください）  
 

（３） その他，遠隔試験について，意見等があればお聞かせください。  
 

６．  

生活面について 

新型コロナウイルス感染症の収束は見えておらず，3Q も，遠隔授業を行う予定です（一部，対面

実施）。そのため，皆さんの状況を把握したく，以下，生活面についてお聞きします。  
 

（１） 

※  

身近に家族や友人など，気軽に相談できる人はいますか。（電話，SNS 等でも可）  

はい  96% (612/637)  

いいえ   4% (25/637)  
  

（２） 

※  

友人を作ったり，交流したりする場や企画があれば参加したいですか。  

はい  64% (405/637)  

いいえ  36% (232/637)  
  

（３）  

その他，不安・心配なこと，困っていること，聞いてほしいこと，相談したいこと，大学への要望等

があれば，教えてください。特に，１年生は，大学に入学してすぐに遠隔授業となったので，いろい

ろ困ったことがあると予想されます。どのようなことでもよいですので，ご意見をください。 


