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中京大学教育推進センター

2017 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 10 日から 24 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、424 名
の方から回答がありました。多くの協力をいただき、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 売店に関する満足度および意見
設問４ キャンパス内で一人で過ごす際の場所に関する満足度および意見
設問５ キャンパス内で友人と過ごす際の場所に関する満足度および意見

■201７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
この設問に対する回答で多かったのは、「全授業においてアンケートを実施して欲しい」といった要望と、
「実際に授業改善のためにアンケートは活用されているのか」といった疑問でした。前者は、学生の皆さん
や教職員の準備・実施の負担が極めて大きいことを想定しての配慮であること、また後者は、受講者が授業
改善を実感しているかどうかが答えとなります。過年度のアンケート結果の“満足度”に係る回答の経年変化
を調べたところ、徐々に満足度が高まっている結果が得られています。また、２０１７年度より、教育改善
に関する学内の委員会において、２０１８年度春学期からの変更に向けて、当アンケート内容の見直しを行
っており、その際にこれらのコメントを参考資料として活用しています。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
マイクのノイズやプロジェクター等の不具合が発生している教室については、随時調整を行っていますが、
必要に応じて該当機器の修理・更新を行っています。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。また、椅子等への要望については、貴重な意見とし
て今後の参考にし、更新計画を考えていきます。
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設問３「売店」に関して
アンケート
結果
（満足度）
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「満足」
、
「やや満足」が名古屋キャンパスで約 8 割、豊田キャンパスで約 7 割でした。名古屋キャンパスで
は、土曜日の営業、校地 II の売店、値段に関するご意見を多くいただきました。頂いたご意見を元に改善を図
っていきたいと考えています。豊田キャンパスでは、営業時間・品揃えに関するご意見を多くいただきました。
豊田キャンパスのコンビニエンスストアは、秋学期からセブンイレブンに変更しました。また、生協売店でも
おにぎりを販売するようにしました。今後も更なる改善を図っていきたいと考えています。

設問４「キャンパス内で一人で過ごす際に居心地が良い場所があるか」に関して
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結果
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アンケートの回答を頂いた方の約半数が「ある」という回答でした。また、
「ある」と回答をした方の約半
数が、具体的な場所として「図書館」という回答で、理由は、
「静かで快適」というものでした。キャンパス
毎に見ると、名古屋キャンパスでは、多い順に①「図書館」、②「センタービル１階個人学習室」、③「セン
タービル上層階のラウンジ」でした。豊田キャンパスでは、多い順に①「図書館」、②「19 号館 3 階ラウン
ジ」、③「8 号館ラウンジ」でした。また、「ある」と回答した方が、名古屋キャンパスは５２％に対し、豊
田キャンパスでは４５％と若干少なくなっていました。豊田キャンパスにも、個人用学習室等、一人でも過
ごしやすい場所があるかと思いますのでご活用ください。

設問５「キャンパス内で友人と過ごす際に居心地が良い場所があるか」に関して
アンケート
結果
（満足度）
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アンケートの回答を頂いた方の約半数が「ある」という回答でした。キャンパス毎に見ると、名古屋キャ
ンパスでは、多い順に①「センタービルＧ階ガレリア」、②「学食」
、③「図書館」でした。豊田キャンパス
では、多い順に①「学食」
、②「19 号館 3 階ラウンジ」
、③「図書館」でした。理由としては、
「友人と気兼
ねなく会話が出来る」という回答が多かったです。
「ある」と回答をしたけれど、具体的な場所は空白の方も
多数ありました。居心地の良い場所は秘密にしておきたいのかもしれませんね。また、
「友達がいればどこで
も居心地はいい」という素敵な回答をされた方もいらっしゃいました。
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■2017 年度の授業環境・学内環境改善の主な取り組み・計画
＊皆さんや、皆さんの先輩方から届いた声（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）

空調の更新

・4 号館 2 階グループ学習室 C

イスの修理

・センタービル講義室の固定イス修理
・2 号館 212，213，221，222 教室にパッド付きイスの設置
・2 号館 212，213，221，222，232，233 教室

イス、マイク・
プロジェクター等

マイク機器
・9 号館 921，922，923，924 教室
の 更 新 ・各講義室のワイヤレスマイク受信エリア拡大
そ

の

他

ネ ッ ト ワ ー ク 環 境

・4 号館 3 階 42A～42L 教室のディスプレイの更新
・2 号館 212，213，221，222 教室のプロジェクター，資料提示機器，ス
クリーンの更新
・9 号館 921 教室のプロジェクター，資料提示機器，スクリーンの更新
・2 号館 223，231，241 教室の音量調整機器更新
・無線ネットワーク環境改善は 2016 年度に実施しましたが、次年度以降も
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、有線ネットワーク環境改善と学習支援システ
ム(CHUKYO MaNaBo)システム更新を実施します。
・有線ネットワーク環境改善の一部として、大学とインターネット間の通信
速度が 10 倍に増速されます。
・秋学期より利用可能となる新 CHUKYO MaNaBo では、従来利用できなか
ったスマートフォンやタブレット、ならびに各種ブラウザへの対応が実現
されます。

〔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

・図書館ラーニングスクエア
・7 号館教室部分
・8 号館 AV スタジオ

イスの修理

・8 号館講義室の固定イスの修理

マイク機器
の 更 新

・8 号館 822，844，845，846 教室
・各講義室のワイヤレスマイク受信エリア拡大

そ

・8 号館 822，844，845，846 教室のプロジェクター，資料提示機器，ス
クリーンの更新
・21 号館 2112，2113，2122，2123，2132，2133，2142，2143 教室
の前方に天吊りモニターを増設

の

他

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、次年度以降も
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、有線ネットワーク環境改善と学習支援システ
ム(CHUKYO MaNaBo)システム更新を実施します。
・有線ネットワーク環境改善の一部として、大学とインターネット間の通信
速度が 10 倍に増速されます。
・秋学期より利用可能となる新 CHUKYO MaNaBo では、従来利用できなか
ったスマートフォンやタブレット、ならびに各種ブラウザへの対応が実現
されます。
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■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
省 エ ネ 活 動
（温 度 設 定）

られています。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

教 室 の 清 掃
（机上の落書き）

くの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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