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中京大学教育推進センター

2018 年度春学期「授業環境・学内環境に
関するアンケート」の結果と振り返り
－

”学生の声“と、今後の取り組み・計画について －

7 月 9 日から 23 日に ALBO 上で実施しました「授業環境・学内環境に関するアンケート」に対して、553 名
の方から回答がありました。多くの協力をありがとうございました。アンケート結果は、授業環境や学内環境の
改善に向けての貴重な意見として受け止め、今後の環境整備や計画策定の参考資料として活用します。
＊今回のアンケートの設問は、次の 5 点です。
設問１ 「授業改善のためのアンケート」の実施方法や内容
設問 2 授業環境全般に関する意見や要望
（照明、空調、机・椅子、視聴覚・情報通信機器、外の雑音等）
設問 3 実技授業関連スペースに関する満足度および意見
設問４ 学内における一人で自習するスペースに関する満足度および意見
設問５ 学内におけるグループで自習するスペースに関する満足度および意見

■2018 年度春学期のアンケートで寄せられた主なコメントと今後の取り組み・計画
設問１「授業改善のためのアンケートの実施方法や内容」に関して
さらなる授業改善に活かしていくことを目的に今回よりアンケートの設問を見直すとともに、
「あなた(学生)
自身に関する質問」と「授業内容・教授方法等に関する質問」の２つのカテゴリに分けて表示しました。同
時に、評価段階を 4 段階から 5 段階へ変更しました。新しくした設問も含め実施したアンケートを設問ごと
にデータを集計し、HP で公開する予定にしております。またこの設問に対する回答で多かった「WEB でア
ンケートを実施してほしい」といった要望については、現在教育推進センター委員会において、より良いア
ンケートの実施方法について検討しており、その際にこれらのコメントを参考資料として活用します。今後
も皆さんの率直な意見を聞かせてください。

設問２「授業環境全般」に関して
名古屋キャンパス 0 号館 8 階の机及び椅子については、2019 年度開講までに更新する予定です。また、
他の教室の机・椅子においても随時点検を実施し、必要に応じて修繕を行っています。AV 機器については、
両キャンパスともに教室の定期点検（月１回程度）を実施しており、故障物件の早期発見・解決を図ってい
ます。

1

設問３「実技授業関連スペース」に関して
アンケート
結果
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回答者の約 80%以上は、肯定的な回答(満足、やや満足を選択)でした。
名古屋キャンパスに関しては更衣室が狭いというご意見を何件かいただきました。今後の改修計画の中で
検討していきたいと考えています。
豊田キャンパスに関しては、
「満足」
、
「やや満足」が前回調査(2016 春)よりが大きく伸びました。3 号館(新
体育館)の効果だと思われます。ロッカーの個数に関しては、関係部署と調整をしながら対応を検討していき
たいと考えています。

設問４「学内における一人で自習するスペース」に関して
アンケート
結果
（満足度）
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回答者の約 80%以上は、肯定的な回答(満足、やや満足を選択)でした。
名古屋キャンパス、豊田キャンパス共に、
「自習環境が少ない」というコメントが有りました。
名古屋キャンパスにおいては、個人学習室の他に、0 号館各階のエレベーターホール、1 号館各階のラウン
ジ、図書館各館の学習スペースの他に、営業時間外の 0 号館 2 階と 1 号館 2 階の食堂を利用することができ
ます。
豊田キャンパスにおいては、19 号館ラウンジ、図書館の学習スペースの他に、2 号館 2 階の学生ラウンジ、
8 号館 3 階の個人学習室、17 号館各階のエレベータホールを利用することができます。

設問５「学内におけるグループで自習するスペース」に関して
アンケート
結果
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回答者の約 85%以上は、肯定的な回答（満足、やや満足を選択）でした。
名古屋キャンパスで、
「グループ学習できる場所が少ない」というコメントが有りました。1 号館図書館の
ラーニングスクエアの他に、4 号館 2 階に 3 つのグループ学習室が利用できます。学生支援課が受付となっ
ているので、活用してください。
また、
「パソコンを接続できる電源が欲しい」とのコメントが有りました。関係部署と調整の上、検討して
いきたいと考えています。
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■2018 年度の授業環境・学内環境改善の主な取り組み・計画
＊皆さんから届いた声（アンケート結果）を参考に、環境整備や計画策定を行っています。

〔名古屋キャンパス〕
空調（冷暖房）

イス、マイク・
プロジェクター等

空調の更新

・3 号館一部実験室の空調更新
・定期メンテナンス・フィルター清掃

椅子の修理

・センタービル講義室の固定椅子修理（実施済）
・0 号館 8 階の教室の机及び椅子の更新（2019 年度開講までに実施予定）

マイク機器

・5 号館 571，572，573，574 教室（更新済）
・9 号館 926 教室（更新済）

・5 号館 541，543，551，553，562，571，572，573，574 教室のプロ
ジェクター，資料提示機器，スクリーン（更新済）
そ の 他 ・5 号館 544，554，563，574 教室の天吊りディスプレイ（更新済）
・9 号館 923 教室のプロジェクター，資料提示機器，スクリーン（更新済）
（AV 機器等） ・0 号館 8 階の教室のプロジェクター等の更新（2019 年度開講までに実施
予定）

ネ ッ ト ワ ー ク 環 境

・無線ネットワーク環境改善は 2016 年度に実施しましたが、寄せられた意
見を参考に、継続して無線アクセスポイント増設を計画、実施する予定で
す。今年度は、比較的人数が多い教室への無線 LAN アクセスポイントの増
設を実施します。また、設置場所(接続可能エリア)の本学公式サイト内で
の開示を計画しています。

〔豊田キャンパス〕
空調（冷暖房）

イス、マイク・
プロジェクター等

空調の更新

・12 号館 1211,1212 教室の空調更新
・定期メンテナンス・フィルター清掃

椅子の修理

・8 号館講義室の固定椅子の修理（実施済）

マイク機器

・21 号館 2152，2153，2154，2155 教室（更新済）

そ

・8 号館 823，843 教室のプロジェクター，資料提示機器，スクリーン（更
新済）
・8 号館 84A，84B，84C，84D，85C 教室のディスプレイ（更新済）

の

他

（AV 機器等）

ネ ッ ト ワ ー ク 環 境

・無線ネットワーク環境改善は 2016 年度に実施しましたが、寄せられた意
見を参考に、継続して無線アクセスポイント増設を計画、実施する予定で
す。今年度は、比較的人数が多い教室への無線 LAN アクセスポイントの増
設を実施します。また、設置場所(接続可能エリア)の本学公式サイト内で
の開示を計画しています。

■学生の皆さんへのお願い
本学は「省エネ法」に基づく「指定工場」に認定され、省エネ活動の推進が義務付けられ

省 エ ネ 活 動
（温 度 設 定）

ています。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年 1％削減する遵守義務が課せら
れており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としています。夏季は
27℃、冬季は 20℃を目処に室温調整を行っているのはそのためです。
黒板や教卓、机上を含めた教室内のゴミ等の撤去は毎日実施しております。また、多くの

教 室 の 清 掃
（机上の落書き）

指摘があった机上の落書き清掃に関しては、月２回実施しています。清潔で快適な環境を守
るため、学生の皆さんの協力も必要です。公共の場でのマナーを意識し、「机上には落書き
をしないこと」
「ゴミはゴミ箱に捨てること」を心がけてください。

今後も「授業環境・学内環境に関するアンケート」への協力をお願いします。
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