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13. 上記質問でそのように考える理由は何ですか。

ID 応答
1 レジュメがシンプルで洗練されており理解しやすい。教科書との対応もわかりやす

く、自習に役立つことこの上ない。授業においても適宜教科書の該当箇所に触れるた
め、進捗状況が分かりやすい。解説においてはレジュメよりやや詳細かつ具体的な情
報を口頭で補われるため、理解に役立つ。以上の理由から大変評価できる。

2 今まで受けてきた法学系の講義の中で最もわかりやすいと言っても過言ではないから
です。

3 具体例の説明を入れていて分かりやすかった。
4 話が分かりやすかった。
5 程よく分かりやすかったため
6 話し方に抑揚があってとても聞きやすいです。 例が具体的で内容が想像しやすく、毎

回楽しい授業でした。
7 オンラインでできる工夫がなされていたから
8 教科書に沿って授業してくださるし説明もとても分かりやすくてありがたいです。
9 行政法は抽象的で難しい論点も多いが、適切な具体例を豊富に挙げて説明してくれる

ので、理解しやすかった。
10 レジュメが毎回2枚と限定されているうえ、重要なポイントがまとめられているた

め、分かりやすいから。
11 説明がわかりやすいです。
12 判例や論点の説明が大変わかりやすく、レジュメも教科書に沿っていて復習しやすい

ため
13 前半・後半でまとめレジュメを作成してくれるため。
14 レジュメが丁寧で、かつ先生の説明も分かりやすかったから。
15 レジュメがとても分かりやすかったため
16 難しいところは重点的にわかりやすく説明がされたから。
17 話も聞き取りやすく分かりやすい授業であったから
18 先生の説明がわかりやすく、レジュメの内容も非常に整理されておリ内容の理解がし

やすかったため。
19 とても丁寧でわかりやすく説明してくださったので、興味をもって聞くことができた

から。
20 分かりやすく解説されていたから。
21 授業水準が適切だった 教員の説明が簡潔でわかりやすかった
22 判例に対する解説が丁寧で分かりやすかったため。
23 90分しっかり授業をされていた
24 各法律や制度のメリットやデメリットの解説が解りやすく、そのような制度になって

いる理由を理解しやすかった。



25 レジュメが毎回2枚に簡潔にまとめられており、余白に自分で授業を聞きながら補足
することも行いやすく、復習もしやすかったからです。

26 先生が具体的な例を示しながら説明してくださるので、大変分かりやすかったです。
授業のスピードもちょうどよかったと思います。

27 抽象的な概念も、身近な具体例に沿って説明してくれるから。 レジュメの構成も分か
りやすいので、復習した時に思い出しやすい。

28 レジュメおよび板書が丁寧で見やすく、重要判例などもピックアップして解説されて
いて非常に分かりやすかった。

29 レジュメがとてもわかりやすく、復習がしやすかったから。また、半期に1回の頻度
で復習回を設けていたのも、既習範囲をマクロな視野で見直すことができたのでよ
かった。

30 授業レジュメを作成してくださっていることに加え、授業内容、進度ともにちょうど
良いものであると感じたからです。

31 行政法Ⅰ同様の質であったため、特に不満な点は無かった。
32 おおむね満足できたから。zoomの投票機能などを活用した、双方向的な要素を取り入

れると、より学生の理解が深まると思いました。
33 教科書の読み上げに終止せず、適切な具体例を示しながら、極力平易な言葉でわかり

やすく説明しようという講義者の心遣いがありがたかったから。
34 レジュメが穴埋め形式で授業を聞きながら埋めていく作業が面白い。余白もうまく

作ってあっていろいろ書き込みやすかった。
35 資料も毎回２ページにまとめられていて、勉強のペースがつかめたから。
36 先生の説明が整然としているだけでなく、口語を使ったわかりやすい表現があったの

で、内容を理解するのに苦労しなかったから。
37 レジュメもわかりやすくまとめられており、説明も簡潔で論点を解説していたから。

判例が多い授業でも特に大事な判例を他の判例と区別していてわかりやすかったし、
聞く方も集中して授業を聞くことができた。

38 レジュメ、解説の分かりやすさは申し分ないが、レジュメを読めばわかる内容の解説
も多く、暇を持て余してしまうため。

39 毎回図説や例示をしてくれたため、具体的にイメージができ、非常に理解がしやす
かった上、内容に興味をもてる授業だった。

40 レジュメの見やすさ、説明の丁寧さ、話の面白さなど全体的にレベルの高い授業だっ
たから。

41 レジュメが分かりやすく、とても聞きやすい授業だったから。
42 重要な点を何度も繰り返し説明してもらえるので理解しやすかったからです。

ID 応答

14. 今年度の授業はオンライン授業を実施しましたが、問題等なかったでしょうか。良かった
点、悪かった点など意見･感想等があれば、自由に記入してください。



1 問題なし
2 特になし
3 オンライン授業で問題なかった。
4 対面での講義を受講したかった。
5 オンラインのほうが登校時間を勉強に充てられるため良いと思う。
6 問題ありませんでした。
7 問題ありませんでした。
8 特に無し
9 通信障害等もなく問題なかった。

10 音声トラブルなどもなく順調に授業が受けられてよかった。オンデマンドも活用され
ていて先生の都合が悪くても授業が可能なところがよかったと思う。

11 問題はなかった。逆にどこでも受講できるので良い。
12 オンラインの長所を有効活用されていたと感じた。
13 問題ありませんでした
14 どこの話をしているのかが分かりやすかったので画面共有は良かったと思います。
15 ありません
16 特に問題はなかった。レジュメのどこについて話しているのか対面授業よりわかりや

すく、また先生の用事がある際もオンデマンドでの授業があり、オンラインの良さが
活かされていたと思う。

17 特に問題等はなかったです。むしろレジュメを映しながら授業を進めていたので、分
かりやすかったです。

18 自宅で一人で授業を受けなければならないので、集中力を保つのが大変でした。後期
は対面授業がメインになると嬉しいです。

19 学校でオンライン授業を受けたときに、ネット環境が悪く、一部の授業が聞き取れな
いことがあった。

20 レジュメに、板書が先生の説明とともにリアルタイムで記入され、メモが取りやす
かった。

21 特に問題はなかった。
22 問題ありませんでした。
23 特に問題は無かった。
24 特に問題はありませんでした。
25 問題なかった。
26 北九州から通学しているのでオンラインでも十分だと思うし、満足している。
27 オンライン授業をしていて、かつ、レコーディングも毎回しているのであれば、各授

業の録画を数日間だけ視聴可能とするなどの措置により、視聴環境が整わず不十分な
受講になってしまった人への救済を図るべきなのではないかと考える。

28 特にないです。
29 時たま、回線が不安定になり、音声と動画が途切れることがあった。
30 何も問題は無いです。



31 問題なし。

17. 自由記述

ID 応答
1 話し方が好きです。
2 特にありません
3 分かりやすい授業で、行政法にさらなる興味がわいた。
4 毎回同じスピードで安定して授業が進んでいくので、落ち着いて受けることが出来ま

した。また、オンラインであったためにリアルタイムで授業が出来ないという回にも
オンデマンドで行っていただけたので、補講などの心配（他の授業とドッキングして
いないかなど）がありませんでした。

5 講義の間にちょくちょく挟まれる小話が面白く、リラックスしながら受講することが
できました。ありがとうございました。

6 先生の授業はとても分かりやすくてありがたかったです！！先生に教えていただけて
良かったです。行政法Ⅰに続いてⅡもお世話になりました。ありがとうございまし
た。

7 ご講義いただきありがとうございました。
8 授業を通して行政法について幅広くニッチなところまで満遍なく学習することができ

ました。また、授業事態もコンパクトにまとめられていて大変良かったです。ありが
とうございました。

9 ありがとうございました。
10 とても楽しく、分かりやすい授業をありがとうございました。公務員希望なので、行

政法は解く力をいれて理解していきたいと思います。
11 なぜ期末試験を対面で実施するに至ったのかが疑問。この講義は受講者数も比較的多

かったはずであり、ワクチンの集団接種も九大ではあまり進んではいない。確かに県
内の感染者数は一時的に落ち着いてはいるが、だからといって対面試験に踏み切るの
はやや軽率だと感じる。去年度の行政法Ⅰの期末試験の対応が良かっただけにこの点
は非常に残念だった。

12 教科書の内容と大きく乖離することのない一方で、教科書よりも簡潔で整理された授
業内容だったので、毎回の講義が学習する上での非常に大きな助けとなり、ありがた
く思いました。

13 大変わかりやすい講義でした。
14 お話が面白くて、毎回楽しくお話を聞かせてもらいました。レジュメのレイアウトで

も、お話でも各部分でメリハリがあって一本調子じゃないところで自然と集中力を
もって臨めました。

15 なし



16 取消訴訟など理解するのが難しい論点もありましたが、わかりやすい説明や復習の回
を設けてくださったおかげで、理解することができました。行政法Ⅰも同じことが言
えるのですが、説明に緩急がありわかりやすかったため、行政法には苦手意識をもつ
ことがなく、終われそうです。ありがとうございました。

17 レジュメが十分わかりやすいので進行スピードを1.5倍以上にして頂きたいです。
18 レジュメがとてもありがたいです。

学生による授業評価に対する担当教員の所見
2020年度後期の「行政法Ⅰ」に引き続き、オンライン（Zoomによる同時双方向）で
の授業となりました。試行錯誤を重ねながら１年間にわたり授業を実施しましたが、
アンケート結果を見る限り、おおむね伝えたかった内容は受講者に伝えられたと感じ
ました。完全オンライン形式という今回の経験を活かし、様々な形態の授業にかかる
改善や新たな工夫に、今後つなげてゆきたいと考えます。


	
	34


