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9. 上記質問でそのように考える理由は何ですか。

ID 応答
1 話し方や動作などから、法に対する熱意が伝わってきて、自分も集中して学習するこ

とができたから。
2 わかりやすい説明もあったが、黒板など視覚的なものがなかったから。
3 わかりやすかった
4 わかりやすい
5 とくになし
6 特にないです。
7 さまざまな法的視点を学ぶことができたと思う。
8 概ね理解できたから。
9 授業の要旨が分からないから

10 事例を多く出し説明があったので
11 憲法について1時間半熱弁を聞いていて頭に入りやすかったです。
12 生徒に自主的に学習をするように求めていたから。
13 レジュメがあったほうがよりよかった気がする。
14 レジュメがないので授業が難しく感じた
15 分かりやすかったから
16 本筋とそうでない部分の聞き分けが難しかったのですが、おそらくこれはこちらの問

題なのでこのように回答しました。
17 板書などが無かったため、集中して講義に耳を傾けることができたから。
18 時事的な話題も含めて話してくださり面白かったから。
19 話も分かりやすく、興味を持たせるような話し方だったから。
20 板書などを使うというよりは、先生が話す時間がほとんどだった。でも、すごくわか

りやすかったです。
21 言葉だけの授業だが、理解しやすかったから。
22 全て、口頭での授業なので少しノートを取るのが大変だったけど面白かったからで

す。
23 憲法に関する基礎的な理解がおおむねできたから。
24 新しい視点をたくさん知ることができたため。自分の考え方の幅が広がったように思

う。
25 憲法学に関して興味深い内容をたくさん話されていたから。
26 身の回りの憲法問題について知り、自分でもそれらについて考える良い機会となった

から。
27 レジュメがなく、完全に説明の板書とBBの読み込みだったから。
28 視覚的な情報が少なかったが、授業自体は面白く聞くことができた
29 憲法について、不明確だった部分が明確になったため。
30 かみ砕いて説明されていたため理解しやすかった。



31 適宜資料を自分で調べさせて見させるなどして、より理解が深まるような授業展開を
行っていたと感じたため。話し方が堅苦しすぎず聞きやすかったため。

32 教科書内容から逸脱した話をすることがなかったから。
33 moodleに授業映像を公開してくださったり、質問に丁寧に答えていただいたりしてあ

りがたかったから。
34 憲法の内容や憲法問題に興味を持つことができた。
35 講義の内容が最近の話題のことで関心が持ちやすく、理解しやすかった。
36 口頭で行う授業であったため、メモなどをとる際に聞き逃してしまったから。
37 色々な事例を挙げて説明していてわかりやすかったが、レジュメなどがあるといいな

と思ったから。
38 教科書的な内容だけでなく、時事問題にも触れた授業であったので親しみやすかっ

た。少し話が逸れすぎている時もありました・・が。
39 私自身、憲法について興味を持つことができたから。
40 雑談などが多々あり、現時点ではそれを有効活用できてないから
41 口での説明だったために、憲法の最初の方などがしっかりわからずに授業が終わって

しまっていた。ただ講義を映像として残してくれているのでありがたかった
42 社会情勢と関連させながら授業をしている点は良かったが、板書やレジュメがないた

め話の区切りが分かりにくい部分があった。
43 授業に集中できる環境が整っていた。対面であることも功を奏したように思う。
44 自分は法学の初学者でこれから法学を学ぶ上で大変参考になったから。
45 つい自分とは縁遠く感じてしまう法律ではあるが、南野先生の授業を聞くことで身近

に感じることができたから。
46 基本的に説明がわかりやすく、講義録画を見直すこともできたから。
47 ただ板書するだけの授業とは異なり、教授が自分の言葉で解説をしてくださるという

授業の形式が面白かったからです。
48 法学という分野を初めて習い、もっと詳しく知りたいと思えたから。
49 現実に起こっていることにも目を向けて授業をしていたから
50 視覚的工夫に関してはそこまであるように思えなかったが、特に必要とは思えなかっ

た(口頭の説明が大変わかりやすかったので)
51 講義はわかりやすかったのですが、レジュメやパワーポイントなどでの説明があった

方がいいと思ったから。
52 法律上の問題や概論について、具体的な事例や、例を挙げてくださっていたのでわか

りやすかったから。
53 身近な憲法問題について触れられており、憲法学習の興味をひく授業内容だった。
54 すごく興味を引く内容の授業で授業を聞いていて面白いな、楽しいなと思える部分が

多々あったから。
55 法律分野の話は理解が比較的難しいと思われるが、例え話を多用するなどしていただ

いて理解しやすく、興味も引かれやすかったように思います。
56 楽しさが伝わってきたから。



57 法学の右も左もわからない状態の自分が、ある程度法学の道筋が分かるまでに成長し
たと実感できたから。

58 最初の授業では、法学入門に関してだけでなく、大学での勉強の取り組み方について
話してくださりとてもためになった。また、最近の出来事を用いて説明をしてくだ
さったりして、興味が持てた。

59 例えが身近で分かりやすかったりユーモアを感じられるときがあったりしたから。
60 法律について全く学んでこなかったため最初の概念を理解することは難しかったが、

話は聞きやすかったから。
61 （補足）Twitter上だけではなく、Outlookでの授業のする・しないの方針を出して下

さったら、平等に機会が与えられるのではないかと思います。
62 憲法の初回の講義の時には、教科書の具体的な判例などではなく、理論的な説明では

あまり理解が深まらなかったが、具体的な裁判内容も例に出して話してもらったこと
により、想像がしやすく、また興味も沸いた

63 実際に最近起こった問題などを取り上げ、条文と照らし合わせながら進めていく授業
形態がとてもよかったと個人的に思えたから。

64 非常に面白く、また、法学に対する興味がそそられる内容であったため
65 私は憲法にもともと興味があったので、その興味がより膨らむような授業でとても面

白いと感じたから。
66 レジュメ等がなく、メモをしながら話を聞くのは大変であったが、分かりやすい授業

だったから。
67 内容が面白かったのと憲法に関する話以外に今の社会の問題などの話も聞けてよかっ

たから。
68 法律を学び始めるスタートの授業として適切な難易度だったと感じたからです。
69 評価できるが、時折変な言葉が出て理解できる人が少ないと、あくまで僕の個人的な

予想。　話自体が面白いが、法学入門教員の役割は中立的色んな法的意見を学生に見
せると思います、その点について南野先生は色んな意見を語ったとは言い限らない。
よって以上のアンケートを答えた。

70 話し方が上手で、引き付けられたから。
71 時々教科書を開いて、あとはひたすら先生がお話しされている授業だったから視覚的

工夫はあまり感じられなかった。
72 話し方などは全体を通して非常にわかりやすかった。自分も最初は楽しく勉強に参加

することができていた。しかし、南野先生の対面授業での熱がすごかったので、ほか
の授業の先生方の熱量が薄いように感じられてしまったところもあった。

73 専門的な知識がない我々一年生にも伝わるように一つ一つの事例を噛み砕いてなおか
つ本質は捉えたままの説明をしてくださったから。

74 レジュメ等が全くないのが少し負担に感じたから。今までの講義でもそのようにして
こられたのかもしれないが、現代には多くの便利な技術が存在するので、講義をアッ
プデートしより分かりやすいものを目指していただきたい。



75 法学という新しい分野を学んでいく中で先生の熱意は伝わったが、自分の熱意が足り
なかったと思うからです。

76 話の内容は理解できたのですが、スライドなどを用意してくれたらもっとわかりやす
かったと思います。

77 授業内容は具体例が多く使われておりたいへんわかりやすかったが、資料が教科書や
六法のみだったことで、重要な点がわからない分野がいくつかあったため。

78 話し方が上手だった。時事問題と例にすることが多くわかりやすかった。
79 説明が丁寧で分かりやすいと感じたから。
80 憲法学への第一歩としてとても興味深い内容だったから。
81 ほとんどが話で構成されていて面白いなとはおもったが話だけでは理解できないもの

があったのでPDFを用いて資料の配布を行えばいいなと思った。特にわからないと
思ったのは類推解釈と拡大解釈の違いに関してのことである。授業は面白かった。こ
れは間違いない。

82 授業の内容は、社会問題との関連性が見えてとてもわかりやすく、興味深かったが、
扱う内容のレジュメがあればより理解を深めながらできたと思うから。話を聞きなが
ら聞きなれない法令を追うのが大変だった。

83 声の大きさや高さ、速さなどにおいて聞きやすく、ついていければ私でも理解できる
ようにお話しされていたから。

84 対になる概念や法の理解の助けになる道具などの説明の順序がわかりやすかったか
ら。ただ、問への答えまでに紆余曲折を経るのでその部分は自分で補う必要があっ
た。

85 話が面白く余り飽きない授業だったが、結局何を伝えたいのかがわかりにくいことが
多々あった。

86 授業の構成が内容を理解するうえでとても親切だった。
87 法学の勉強の仕方から丁寧に教えていただき、授業の内容を理解しやすかったです。

最初の段階から、法律の基礎知識を教え込まれたことで、法律の勉強に入りやすかっ
たです。

88 先生が、あることを説明する際に様々な例などを用いられたことで理解が深まること
がありました。しかし、時に例として出される話が多く、何の話の解説としてお話し
されているのかが分かりにくかったこともありました。

89 その授業で伝えたいことが何なのかが理解するのが困難で、また話があっちったり
こっちいったりとまとまりがなく授業の聞き取りが大変でした。

90 法学（主に憲法学について）を、どのように解釈すればよいのか、また憲法とはどの
ようなものであるのかを適切な話のスピードで解説していたから。

91 法学に関する初めての授業だったこともあり、事前知識のほとんどない状態で一回の
授業に多くの話題や南野先生の個人的な意見や情報が含まれており、混乱した部分が
あった。ただ、ほかの分野とのつながりも話題に挙げてくださったことで以降の民
法、刑法の授業内容が理解しやすくなったように感じる。



92 全体的に話の構成や説明が分かりやすかったです。ノートをとることに集中して先生
が何の話をされているのか分からなくなってしまったことも何度かあったので、私み
たいな人はレジュメがあると助かると思います。

93 南野先生の授業は大変わかりやすく、入門として適切な学びを得ることが出来たと思
います。しかし、板書やレジュメといったものがなかったため、授業中はメモを取る
ことに精一杯になり、その場での理解が不可能であったように思えます。

94 私達周囲の現代的問題と結びついた話が多かったため、積極的に学習しようと考えら
れたため。

95 説明が憲法学を知らない僕でもよくわかるものだったため。
96 実際にあった事件などに照らし合わせて授業を行っていてまた、私たちの疑問に沿っ

た授業の進め方をしていてとてもわかりやすかったから。
97 講義を通して、現実社会と法が結びついていることが理解できたり、法の基礎知識が

身についたりしたと考えたからです。
98 中身があいまいなものが多くテストが聞かれる部分などが明確に感じ取りづらかっ

た。しかし法学での概念を具体例で説明があったのは分かりやすかった。
99 入門として法について考える機会があったり、現在の時事問題に即した講義があった

りして、物事を考える機会が多かったため。
100 今までほとんど学んだことがなかった法学の導入として、法とは何かといった根本的

なことから解説していただけて、とても分かりやすかったから。
101 視覚的工夫を用いるタイミングが無かったと考える。(板書、レジュメ等が無かった

為) 法学の導入として、法学の歴史、考え方等を知ることが出来て良かった。最初に
このような概念的分野をやることは効果的だと考える。

102 法学を学ぶ上で重要な考え方の基盤をきっちりと作らせるような授業だったから。ま
た、憲法の存在意義や違憲審査制の説明が非常にわかりやすく、重大な問題という意
識を身に着けることができたから。

103 話すスピードが少し早くてついていくのは大変ですが、映像を残してくださるので聞
き逃してもちゃんと確認できるから。

104 レジュメがあレバ、体型的にまとめることができていな人にもっと優しい授業だった
かなと思う。 ただし、「入門」として考えると、「憲法」に「興味を持つ」という点
に関しては、比較的、現実的な問題を提示してくださっていたので、高評価していま
す。

105 すごく聞きやすい口調だった。しかし、時に、これはいったい何の話をしているのだ
ろうかとまようこともあったためレジュメやパワーポイントなどあるともっとわかり
やすい授業になるのではないかと思ったから。

106 法学部ではないが時事や実例を挙げて説明してくださるので大変わかりやすく興味が
持てました

107 説明は分かりやすかったが、もう少し板書など視覚的情報を与えてほしかったと思う
から。



108 法学入門で最初に聞いた授業の担当が南野先生であり、あまり理解できていなかった
「法とは何か」という話を細かくしてくださったため、法学を学ぶための準備をする
ことができたから

109 授業の内容を現在の日本で起きている法、政治的な問題と関連付けて授業が進んで
いったのでイメージがしやすかったから。

110 九大に入って初めて受けた法律系の授業が南野教授の授業だったが、かなりわかりや
すく入門に適していたと思った。ブリッジブックや法学の世界との関連が強く復習も
しやすかった。

111 最高評価でない理由は板書、資料の配付などをしなかったことが要因である。どうし
ても、行き当たりばったりの講義なのではないか、計画をきちんとしていないのでは
ないかという不信感が拭えなかった。しかしながら、先生は授業動画を必ず残してく
ださったので、振り返りに困ることはなかった。

112 授業が興味を持てるもので、わかりやすかったから。また、話の一部やキーワードを
聞き逃してしまったことがあったので、重要な点は板書をして頂けるとより授業の理
解が深まると思いました。

113 法学部生ではないうえにその方面の専門知識も一ミリもありませんが、そういう人で
もきちんと話を聞いていれば理解できるような授業をしていただけたから。

114 内容自体は興味が湧きました。先生の授業形態がわかりにくかったわけでは無いけれ
ど、そもそもの内容が、ある話題から反対意見であったり、違う視点からの捉え方が
あったりと派生が多く、完全に理解できた自信がないので、授業内容や先生の説明に
ついてはどちらともいえないを選択しました。現在進行中の議論の紹介や便利なツー
ルの紹介があったのはとても助かりました。

115 憲法についての話の内容は段落等を踏んでいて個人的にはわかりやすく、ノート上で
もうまくまとめることができた。ただし、板書等の「話している内容の段落構成が一
目で分かる」何かがあれば、もっとわかりやすくなるのではないかと感じた。

116 法学部でなくても分かるように説明してくださって、以前より憲法に対する理解が深
まりました。 最初の法の授業がやや哲学的で難しかったですが１４回目の授業は実際
にニュースになった出来事をピックアップしてお話しされていたので、わかりやす
かったです。

117 昨今の社会的事象を取り上げながら、身近な法的事象について解説していたので、講
義内容に飽きることなく聴講することができたから。

118 映像はほぼなく、話すことが主体の講義だったから。内容自体は抽象的で難しいと感
じたが、具体的な例を用いた説明があり、理解することができた。

119 授業の中で南野先生の話を理解するのはかなり難しかったが、アーカイブを見直した
り、関連する教科書等を読むことで理解につなげられた。

120 授業の内容はとても興味深かった。ただメモを取るのが追い付かない時があったの
で、重要なところだけ板書してほしいと思った。

121 説明に具体例や判例などを含めてとても授業画面わかりやすかった。また、授業日程
後のYouTube で授業の復習に活用できた。



122 話がききやすく、パワーポイントやレジュメなどの視覚的なツールを用いていなかっ
たにもかかわらずある程度理解しやすい講義だったと思うから。

123 たとえ話が多くてわかりやすかったし、法律や憲法といった言葉の意味を考え直す授
業は面白かったから。ただ、第四回の憲法入門の話は、少し漫然としていて、先に憲
法主義を読んでおかないとよくわからなかった。

124 抽象的な内容を的確な例を用いて説明していたから。複数の自由や権利がかかわる問
題で、反対意見も交えながら根拠を示し、論じていたから。

125 教科書や条文を参照するように指示されるのでそこで具体的なイメージが持てる。 テ
レビにも多く出られている先生なので話し方も上手で耳に入ってきやすかった。

126 「憲法」についての講義だけでなく法学を学ぶうえでの重要なことなどをたくさん講
義中に話してくださり、法学の学び方まで、学ぶことができた。 また、何かを説明す
る際に挙げてくださる「例」がとても分かりやすかった。 私はもともと、憲法を学び
たいと思い大学に来ていたため、憲法の講義が興味深いのは当然だが、それ以上に
「南野先生の」講義が非常におもしろく、憲法を学びたいという気持ちが強まった。
先生の話を聴いたお陰で、先生が著されている本や、「法学教室」の論文などを読
み、学びを深めることができた。

127 視覚的に工夫がされていたとは特に思わなかったが、法学を始めるに当たって必要な
基本的なことを時事的な問題を多く交えて熱心に講義されていたので、大変ためにな
る授業であったと思ったから。

128 条文だけでなくて、最近起こっている問題、過去の判例、そしてそれにどんな条文が
当てはまるのかをとても分かりやすく説明してくださったため理解しやすかった。ま
たすべて説明しきってしまうのではなくいつも少しだけ自分で調べてみてねという部
分を残してくださっていたため、自主的に学習ができてよかったと思う。

129 ブリッジブックや憲法主義の記述に沿った講義になっていて、予習して受講すると理
解しやすかった。

130 レジュメが配布されない分、集中して授業を聞き、ノートをまとめなくてはならない
がため、とても頭を使う。授業後の復習では、YouTubeに動画がアップされていたた
め、何度も聞くことができたので助かった。

131 内容が興味深かった。
132 我々の年代にそったテーマなどを話題にして下さることがあり、飽きずに聞くことが

できました。
133 法学とは何かについていくつかのアプローチが用意されていたので理解がしやすかっ

た。またそのために、興味を持って受講することができた。
134 先生自身の考えの説明が大変詳しくわかりやすかったから。
135 授業中に理解できなかった箇所は、ブリッジブックを読むことで理解できました。授

業中に、ブリッジブック何ページを参照などの指示が出たので、理解の助けになりま
した。

136 法学や憲法について分かりやすく説明がなされており、教科書に書かれている内容と
ほぼ一致していたので授業後の復習も行いやすかった。



137 わかりやすかったから
138 本題なのか前振りなのか区別がつきにくくノートを取るのが難しい時も多少あったけ

れど、ブリッジブックの該当ページをいってくださることで復習ができたし、先生の
お話が面白く、興味深かったからです。

139 話が面白く、自然と集中して授業を受けられたから。

15. 上記質問でそのように考える理由は何ですか。

ID 応答
1 レジェメを用いながら、丁寧に説明してくださったのでとても分かりやすかった。
2 わかりやすかったから。
3 興味深かった
4 わかりやすかったから。
5 民法自体に興味があった。
6 レジュメに沿った丁寧な説明でわかりやすかったと思う
7 授業の要旨が分かりやすく、レジュメに沿った授業のおかげで何を話しているのかが

分かりやすかった。
8 スピード感などがちょうどよかった
9 民事法入門では作図がかなり大きな意味を持つことを認識できました

10 もう少しわかりやすく説明をしてほしかったから。
11 説明が工夫されていた。
12 説明がとても丁寧で分かりやすかったから
13 全体的にわかりやすかったです。
14 授業資料が分かりやすかったから。
15 すべてオンライン講義となったが、それでも満足できたから。
16 民法は意外と身近にあるものだと認識できたから。
17 説明の際、毎回事例について紹介してくださったので、具体的で分かりやすかったで

す。
18 全体的にわかりやすかったから。
19 スクリーンに映されるものと説明が一致していたので理解がしやすかったと思いま

す。
20 説明は大変分かりやすいんのですが、スピードが速く板書が追い付かないです。
21 内容は美時から物が多く、判例もたくさんあったため興味深かった。ただ概念を理解

するのが難しかった。
22 判例などを用いていたので分かりやすかったから。
23 民事法について、基本的なところからしっかり学び、実際の判例に基づいて考えを深

めることができたから。
24 レジュメの配布はあったが、ズームによる南野先生のチャット補足が重要になった時

もあったから。



25 語句の解説がきちんとされて分かりやすい授業だったから。
26 民法の面白い部分をわかりやすい説明によって、知ることができたから。
27 説明が分かりやすかった。
28 レジュメが丁寧に作られており、授業内容が理解しやすかったと感じたため。
29 話が、秩序だっていなかったため。
30 画面共有で図などを使って説明していただけるとより理解が深まるように感じたか

ら。
31 民法はほとんど知らない状態だったが、興味を持つことができた。
32 家族についての概要的な説明をもう少ししてほしかった。
33 パワーポイントが公開されておらず、復習にあたりに苦労した。
34 色々な事例を挙げて説明していて、分かりやすかったから。
35 個人的には一番面白かった授業です。初めは刑法に興味がありましたが、この授業を

受け、一番民法に興味が湧いてきました。本当にありがとうございました。
36 民法についての興味がわかなかったし、深く理解できなかったから
37 判例が適宜出てきて抽象的な論の際に役立ったから
38 説明が具体的でわかりやすかった。個人的に土地に関する授業は興味が持てた
39 レジュメが見やすく、判例についても丁寧な説明があったためわかりやすかった。
40 丁寧に説明をしておられたから。
41 リモート授業のせいか集中力が続かなかった。
42 レジュメの説明がもう少し詳しく書かれていてもよかったと思うため
43 判例を挟みながら解説をしてくださる授業形式が、大変分かりやすく、参考になった

からです。
44 民事法のことは少し理解が難しかったが、内容がよかったから。
45 レジュメに講義のポイントが示してあり、内容を理解しやすかったから。
46 　時間が足りないからか、説明が不十分でわかりづらいところがあったから。
47 　授業構成が明確で、内容を理解するときのポイントがわかりやすかった。
48 レジュメがあったので判例などをいちいち調べなくてよかったし、どこが大事なのか

すぐわかったので授業を受けやすかったから。
49 レジュメ等も利用して丁寧に季節してもらえたから。
50 配布資料がPDF版であり、書き込めない点が不自由だったから。
51 難しいといわれる民法を、判例やその他分かりやすい例を用いて噛み砕いて説明して

くれたから。
52 オンライン授業になってしまったためあまり集中して受けることができなかった。
53 授業時間をオーバーしなければ良かったと思ったから。
54 憲法、民法、刑法と授業があったが、zoomで資料の共有をされていたからどこの話な

のか分かりやすかったし、話が分かりやすかったから。
55 判例を例示してくださるのは大変嬉しかったです。



56 メールで丁寧に質問に答えて下さいましてありがとうございました。できないのは承
知なのですが、神戸大学法学部の友人に、参考までにレジュメを見せてもらったとこ
ろ、昭和期のカタカナ・漢字表記の判例が現代のかな表記になっていたので、そのよ
うにして下さると見やすいなと思います。※あくまでも個人的意見です。

57 裁判の具体的な例をもう少したくさん挙げてほしかった
58 配布資料に実際の事件の例、関係する条文が乗っており、判例や条文を読み解く力も

つけることができたし、先生のお話もくだけた感じで楽しかったから。
59 分かりやすく、かつ深く解説してくださったため。
60 授業の内容はとても面白かったのですが、専門用語や判例をもう少しわかりやすく教

えてほしかったから。
61 授業は分かりやすかったが授業時間がオーバーしそうになり最後当たりの説明が雑

だった。
62 受講前は民事法は抽象的で難しいのかなと思っていたが具体的に説明していただけた

ためわかりやすかった。
63 様々な判例が取りあげられていたのが効果的で理解しやすく楽しかったからです。
64 民事法について一つ一つの要点について最高裁の判例を見せるので、理念の理解への

効果が十分あると思います、オンライン授業ですが、話のペースもよくて大変勉強に
なりました。

65 レジュメを用いて丁寧な説明を行ってくれたから。
66 憲法よりも身近な民事法ということで、初めから興味を持って授業が聞けた。
67 レジュメに沿って授業を進めてくださったので、内容が頭に入って着やすかったよう

に思われるから。
68 講義のレジュメがあったため。また、判例をすべて添付していただけたことや、重要

部に下線を引いていただけたので理解しやすかった。
69 民事法は勉強する量が非常に多いとは聞いていましたが、今回の授業で、その土台と

なる部分の話を聞くことができこれからの勉強が非常に楽になると思いました。
70 民事法について、もともとあまり内容を知らなかったが、ある程度はどのようなもの

なのか理解できた。
71 判例を多く用いていたため抽象的な条文を具体的な印象で理解することができた。
72 具体例が豊富だったので分かりやすかったから。
73 実際の判例などを多く引用してくださったので、具体的でわかりやすかったから。
74 講義の途中で挟んでくる小咄が大変面白かったので常時リラックスして受けることが

できた。判例などがPDFに書いてあったのでその点は大変ありがたかった。一つ難点
を挙げるとするならば時間超過が数回起こったことである。次の授業の準備に支障が
出た。

75 初めに大まかな枠組みを提示してもらえたので、毎回の授業に取り組みやすかったか
ら。



76 レジュメに判例が載っていたので、それと学習内容を照らし合わせるとわかりやす
かったから。レジュメ、講義に沿ってノートをとるのは大変ではあったが苦痛ではな
かった。馬の例など具体例も織り交ぜてあってテスト勉強をしている今もよく思い出
せる。

77 判例が多いのは良かった。レジュメで所有権や契約の前提となる考え方について触れ
られていないのが気になった。

78 レジュメがわかりやすかった。
79 オンライン授業で難しいところもありはしたが、画面共有や対応するリンクの貼り付

けなどがあり理解に役立った。
80 判例に数多く触れたことで、現実問題として民事を捉えやすかったです。説明もゆっ

くりでわかりやすかったです。
81 判例などを多用して解説してくださったので、理解を深めることができましたが、パ

ワーポイントなども用いてお話ししてくださればさらに理解が深まったのではないか
と思いました。

82 レジュメがあったりして授業前や授業後に予習・復習がしやすかったですし、さまざ
まな法令を参照しながらの授業で楽しかったです。

83 民法は複雑な部分があるものの、実際にあった裁判例など具体例を交えて聴講者に分
かりやすく民法の構造を解説しようと努力していたから。

84 具体的な例を複数挙げてくださったことで理解がしやすく、また、授業に使われたス
ライドやレジュメにも詳しい具体例を記載してくださったおかげで授業雨後に自分で
調べたりノートにまとめたりしやすかった。

85 様々な事例を紹介してくださりとても面白かったです。
86 民法について右も左もわからない中、最初から丁寧に教えてくださったことには感謝

します。レジュメもわかりやすく、楽しみながら、理解しながら授業を受けることが
できました。

87 レジュメの説明を具体的に話す際、長く複雑な部分がございました。その点、あの会
話の速度で十分なメモを取ることは大変難しいと感じましたので、もう少し詳しくま
とまった資料があってもいいのではないかと考えたためです。

88 判例を多く取り上げていてわかりやすいと思った。ただ情報量が多いと感じた。
89 授業の中で一つ一つの用語をしっかりと説明を入れてくれていたためとても分かりや

すかったから。
90 実際の判例を取上げて考えを深めることができたり、配って下さったレジュメを使っ

て授業内容を整理したりできたから。
91 民事の事例は複雑なものが多く、説明が分かりやすくても理解まではなかなかたどり

着けない場合が多かった。
92 当初は民法にあまり興味がわかなかったが、身近な問題を通して説明を受けることで

関心を持つようになったから。
93 具体的な事例も交えて、民法の基本的なところに触れることができたから。



94 単元毎にまとまっており、レジュメ等も必要最小限に留めており効果的だった。大学
生の為授業に出るか否かは自由であるが、出なくても良いようなレジュメを作るべき
ではないと考える為、遠藤先生のレジュメは良かった。

95 判例を用いた講義で、頭に入りやすかったから。同じことを何回も繰り返しすぎてい
るなと感じることがありました。

96 実際の判例を交えて授業してくださるのでわかりやすかったから。
97 少々、説明が堂々巡りになってしまっていると感じた部分があった。
98 レジュメがあってとても分かりやすかったため。
99 実際の判決を合わせて解説してくださるので面白く、条文ではわかりにくいことも理

解して授業を受けることができました。
100 遠隔授業だったので、自分の集中力が持たなかったのと資料が簡略化されていて判例

や条文だけでなくもう少し分かりやすい補足説明を資料に掲載していただけるとよ
かったなと思う。

101 正直に言うと私は民法の分野に興味がなく、またオンライン授業であったためあまり
集中できなかったため、なかなか内容が頭に入ってこなかったから。

102 説明の際に実際の判例などを用いての説明だったのでわかりやすかった。レジュメは
その章の単語のみしか記載されておらず、授業中にメモに書きとれなかった部分がわ
からなかったので内容の説明や記載があるとありがたかった。

103 三分野の中で最も難しい印象を受けたのが民法だった。しかし契約・所有権・家族と
いったかなり中心的なことや重要な思想をまとめてあってわかりやすかった。ブリッ
ジブックや法学の世界には記述の無い分野だったので、レジュメがあったのもありが
たかった。

104 資料で要点をまとめてくれていたので、授業の流れも分かりやすく、理解も深まっ
た。また、振り返りにも役に立った。

105 授業が分かりやすかったから。
106 重要な語などパワーポイントで別で用意して説明していただいたりなど、レジュメの

みでは理解が難しい部分も丁寧に補った説明があったから。
107 類推の馬の例がわかりやすかったです。
108 内容は民法について細かくまとめられていて、ちゃんと聞いていれば普通に理解でき

る内容だと感じた。しかし、授業のテンポが速く、聞きながらノートをまとめること
が難しかったため、もう少しゆっくりと話すか、所々でノートをまとめる時間をとれ
ばもっと良くなると感じた。

109 ゆっくりとした口調で話してくださったのがまず分かりやすかったです。また、実際
の判例を用いながらの講義だったのでイメージがしやすかったです。

110 重要事件の判例を適宜紹介しながら講義を進めていたので、民事法学における重要な
概説を理解することができたが、重要語句の十分な解説がレジュメに掲載されていな
いと思ったので、視覚的工夫の点で少々苦労することがあった。

111 具体的な判例を用いた説明が面白かったから。
112 毎回の授業で判例に触れることができたのは良かった。



113 配布資料があり少しメモを取るだけで済んだので、集中して講義の内容を聞くことが
出来た。

114 とても授業が具体的でペース配分もちょうど良く分かりやすかったので良かった。
115 レジュメが簡潔にまとめられており、それを使いながら講義を聞くとポイントとなる

事項が分かりやすいため学生の目線としてはやりやすかったから。
116 判例が毎回レジュメに載っていて、授業で説明された民法の思想を念頭に置きながら

読むのはとても面白かったから。
117 理系の私でもわかるくらい丁寧にかみ砕いて説明してくれたから。複数の権利が絡む

訴訟で、いったい何が重要で何が争点になっているかを説明してくれたから。
118 レジュメの存在が内容を整理しながら学ぶ上でありがたかった。 毎授業判例が紹介さ

れるので、理解が深まった。特に類推解釈に関しては、具体的な判例を学んでやっと
理解できたので、その点はよかった。

119 遠藤先生の講義を聴き、民法の面白さをしることができた。大変失礼な話だが、この
講義を聴くまでは民法はつまらない、と思っていたが、遠藤先生の話を聴き、民法に
ついてもっと様々なことを知りたくなった。また、遠藤先生が例を挙げてくださった
が、それがとても分かりやすく、イメージすることができた。

120 オンラインでの講義になったが、レジュメを共有しながらの講義であったため特に不
自由することもなかったから。判例を多く紹介してくださったので、授業後に自分が
興味を持った部分について調べるなどして理解を深めやすかったから。

121 毎回レジュメを用意してくださり、補足資料などが掲載してあったため、判例等を写
すのに時間を取られず話を聞くのにしっかり集中できてよかったです。一つの話題に
関して複数の判例を示してくださったため、具体的に想像しやすく理解しやすかっ
た。

122 離す内容がレジュメと同じ順序でノートをとりやすかった。
123 講義を受けることで、民法の概要が少し掴めた気がする。1度きいただけで、理解す

ることができる理解力が求められていると感じた。
124 前より興味を持てたから。
125 レジュメで授業内容をざっくりとまとめていただいたので、今何の話をしているのか

を見失うことがなく、理解がしやすかったため。
126 判例をたくさん取り上げていただいたので授業内容を現実的な問題としてイメージし

やすかった。またEXILEやミルフィーユ、キャンプ場など多くの比喩を用いた説明が
自分の理解を深めたと思う。

127 レジュメの判例や判旨の要点について端的な説明がなされていたので、初学者の私で
も内容を大まかにつかめたから。

128 民法の様々な法律について理解することができました。具体的な判例もレジュメに掲
載されており、理解しやすかったです。

129 判例や条文を用いながら説明されており、具体的で理解がしやすかった。
130 判例が紹介されたから



131 授業の進みが早く、ノートが追いつかなかったときが多少あったのですが、授業のレ
ジュメで裁判判例を載せてくださり、話の内容が理解しやすかったからです。

132 難しい概念を分かりやすく言い換えて説明なさっていたから。

21. 上記質問でそのように考える理由は何ですか。

ID 応答
1 スライドを用いて説明してくださったので、イメージしやすくわかりやすかった。
2 刑法にはもともと興味があったから。
3 おもしろかった
4 身近な内容だったから。
5 面白かったです。
6 刑法の概要がよくわかっった
7 図を利用した説明はわかりやすかったから。
8 難しかったがレジュメなどがあり助かった
9 刑事法入門では 動機の悪意善意で全く刑罰が異なることの説明がとても印象に残って

います。
10 単純な図が説明に用いられており、理解がそこそこしやすかったから。
11 具体例のおかげで理解しやすかった。
12 元々刑法に興味があったから。
13 刑法は難しいという固定観念からか少し理解に努力を要しましたが、授業自体はわか

りやすかったと思います。
14 講義内容がとても難しかったから。
15 例を出して説明してくださったのでわかりやすかった。
16 刑法の重要性について学ぶことができたから。
17 難しい部分でスライドを使った詳細説明があったので、理解に役立った。
18 素人でもわかりやすくするために図などを用いて説明されていたから。
19 具体例が多くてその都度、図もあったのでわかりやすかったです。
20 説明のスピードが速かった。話がとびとびになっていて板書も取りづらかった。 
21 身近で分かりやすい例を出しつつ理解できた。ただ内容が少し難しく、理解が困難な

場所があった。
22 説明が細かく、わかりやすかったから。
23 オンラインでの講義であったが、わかりやすく、刑法について理解を深めることがで

きたから。
24 説明のスピードが速く、レジュメとは別のパワポ資料が手元にあるとなお学習しやす

かったと思うから。
25 所々語句の解説が十分でない点や、逆に過剰と思う点があったが、概ね分かりやすい

授業だったため。
26 一番興味が持てたのは刑法で、楽しく授業を聞くことができたから。



27 高校時代よりも深い内容を学ぶことができ、興味がわいた。
28 画面共有で図を多く用いていて、視覚的に説明を受けることで理解がしやすかったと

感じたため。
29 具体的に何を言っているのか簡潔な言葉で説明されていなかったように感じた為。
30 授業内容に合わせて適宜画面共有を使いながら図も交えて説明してくださったので大

変分かりやすかったから。
31 刑法に元々興味があり、説明もおおよそ分かりやすかったので良かった。
32 多数の原理についての説明がよく分かった。
33 レジュメがまとまっており、復習する際にやりやすかった。
34 パワーポイントやレジュメがあってわかりやすかったから。
35 大変面白い授業でした。レジュメも見やすく、整理しやすいものでしたが、ごく稀に

どの箇所を話しているのかわからない時がありました・・。
36 罪刑法定主義や犯罪についての知識を得ることができたから。
37 それぞれの授業の中で中心部分がどこであるのか考えやすかった
38 元々刑法に興味があった。

パワポでイラストを使ってくれるのがわかりやすかった。
39 レジュメやパワポでの説明があった分わかりやすかったが、パワポを切り替えるのが

早すぎると感じる時があった。
40 zoom操作かもう少しスムーズであると授業により集中できたように思われる。
41 高校で学んだ内容が多かったと思うから。
42 概ねわかりやすい授業だったため。
43 必要なところはパワーポイント等を用いて詳しく説明してくださったので、大変わか

りやすい授業だったと思うからです。
44 授業を受けることで刑事訴訟のことについて自分は特に関心をもって新聞やニュース

を見ようと思えたから。
45 授業が資料通りに進められていたため、資料と照らし合わせて聞くことで理解がしや

すかったから
46 パワーポイントなどの視覚的工夫があり、内容が理解しやすかったから。
47 パワーポイントの使用が効果的だったから。一つ一つの理論について、非常に詳し

く、判例を交えながら説明してくださったから。
48 授業構成が複雑であったが、紹介された事例は興味深いものだった。
49 レジュメがあったしところどころで板書をしてくださったので授業を受けやすかった

し、話も分かりやすかったので楽しく授業を受けることができたから。
50 事例を出したり模式図を出したりして説明をしていただけたので理解がしやすかった

です。
51 資料とは別にスライドにまとめている部分もあり理解しやすかったし、自分でもまと

めやすかったから。
52 刑法の魅力や、一つの事象に対しても様々な意見があるといったように多角的なもの

の見方を身に着ける事が出来たと思うから。



53 オンライン授業になってしまったためあまり集中できなかった。
54 自分はあまり刑法に興味がなかったのですが、授業を聞くにつれて、面白いなと思う

ようになりました。 ただ、スライドの切り替えが早かったので、メモしている間に画
面共有が終わってしまうことが何度かあったので、授業後に共有していただけたら
もっとありがたかったかなと思います。

55 もう少しメリハリがあったら、集中力を持続できたと思う。
56 共有される資料が色々あったので、どこの話なのか分からないことがあった。
57 他の先生方は授業中の板書がほとんど無かったので、授業中の板書があって助かりま

した。ただスライドの切り替えが早すぎて急いで書き写さなければならなかったのが
難点でした。

58 授業内容の進度をもう少しあげて下さってもいいのではないかと思います。
59 高校時代の公民で習った基本的内容も改めて丁寧に説明してもらったため、高校の時

の暗記中心の記憶から、理解が深まった
60 刑法についてのお話は大変興味深く聞くことができた。レジュメや資料が見返したと

きにもう少し分かりやすいとありがたかった。
61 図が非常に分かりやすかった。 また、講義の内容を分かりやすく、そして、掘りこん

で解説してくださったため。
62 刑法に関する新たな知識や考え方を知ることができたという点で、わかりやすい授業

だったが、ところどころ専門的でわかりにくかったところがあったから。
63 話は分かりやすかったが、レジュメが配られているのにレジュメを画面共有する必要

がないと思った。
64 個人的に民事法や憲法よりとっつきやすく、おもしろかったから。
65 授業で扱われる内容が少し難しかったのですが、その分やりがいがあって面白かった

からです。
66 刑法について個人的に特に興味があったので、全部理解できた、概念が分かりやすく

て評価します。
67 図などを用いることによって、難しい概念を視覚的に理解できるよう工夫した授業を

行っていたから。
68 事故や事件の例や、図を使った授業をしてくださったので理解しやすかった。
69 説明はわかりやすく大変勉強になったが、パワーポイントを提示している時間が短く

ノートを取っている最中に終わってしまうことがあった。
70 パワーポイントなどの資料を毎回も―ドルにあげていただければもっと復習しやす

かったと感じたため。
71 今回の授業は、理解できました。ただ、判例などをレジュメなどで配布してほしいで

す。
72 レジュメや、パワーポイントで出てくる図表がとても分かりやすく、内容の理解が深

まったから。今までよく分からなかった部分が理解できた。
73 もともと刑法に興味があったため一冊本を読んでから授業に臨んだ。犯罪成立要件を

詳しく解説していたためわかりやすかった。



74 レジメに沿って進められていたので分かりやすかったから。
75 刑法の基本原則を説明してくださり、個人的に興味深い内容だったから。
76 犯罪とは何かを考えることができたので面白かった。一つの原則から派生するものが

多くあったので面白かった。
やはり類推解釈と拡大解釈の違いがわからなかった。

77 レジュメとは別にスライドを用いていて、分かりやすかったから。
78 人に刑罰を与えることの特権性などが説明を通してよくわかった。難しい用語も一つ

一つ説明してくださったので今頑張って理解している。
79 レジュメの構成が良かった。自由主義からの要請となる派生原理と国民主権からの要

請となる派生原理について詳しく書いてほしかった。
80 レジュメを配布してくださっていたのでメモが取りやすかったのと、文字で足りない

部分はスライドでイラストを用いての説明でわかりやすかった。
81 レジュメが配布されていたことで説明箇所もわかりやすく、画面共有で授業中に一緒

に辿ってくれたことで理解しやすかった。
82 実際の刑事事件から法律を捉えられたのはよかった。
83 先生の解説はパワーポイントなども用いられて、かなりわかりやすかったですが、情

報量に対してメモを取る時間が少ないと感じることもありました。授業資料としてパ
ワーポイントもmoodle上に載せていただけるとありがたかったと思います。

84 スライドが早くて板書が追い付かない時もありましたが、事件例を具体的に出して解
説をしてくださったりして分かりやすかったです。

85 刑法の基本的考え方について、時には図表等を用いて具体的に解説していたから。た
だ、少し講義のスピードが我々が理解するには速かったように思う。

86 簡潔な例で原理を説明してくださったおかげで理解しやすかった。初歩的な観点から
も話をしてくださったので、刑法に興味が持てた。ただ、スライドを映してくださる
時間が短かったため、試験対策のためのノートをとる時間がなかった。

87 レジュメとは別にPowerPointで事件の流れ等を図で示してあった点が非常に分かりや
すかったです。

88 話しぶりがとてもうまく、注意しなければいけないこと、大事なところが分かりやす
かったです。また、レジュメとは別にスライドを共有してくださったため、さらに理
解が深まったように思います。ぜいたくを言うのならば、そのスライドもmoodle上な
どで公開してくださるとありがたかったです。

89 授業の際のレジュメについて、メモしきれる速度でなかった点、少し気になったから
です。

90 授業の内容自体は面白かったと思う。スライドの切り替えが早く板書しきれないとこ
ろがあった。（自己責任の可能性も）

91 レジメがとても丁寧でレジメを見れば大体の話が理解できてそのうえで講義を聞いて
より理解が深まるという形で釘を進めることができたから。 欲を言うのであれば、最
後に進めることができなかった話を聞きたかった。



92 刑法の基本的な知識が全くない状態から受講しましたが、授業中の説明がとても丁寧
で理解することができたから。

93 もともと刑事法に興味があったためモチベーションが高かったのも一因だが、様々な
事件の判例に触れることができて面白かった。しかし刑事法内の概念や原理はとても
多く、テストに多くの不安が残る。授業内で用いられた資料は分かりやすかったが、
それぞれのメモを取る十分な時間がないこともあったので、Moodle上で共有してもら
えればさらに良かった。

94 刑法が社会と個人の取り決めであり、その間にはバランスを保つための仕組みがある
ことが、図式を通して見えやすかったから。

95 具体的な事例や図示して関係性を解説して設してもらえてわかりやすかったから。
96 レジュメは画面共有する必要は無いように思った。PowerPointが効果的に使われてお

り、説明の補助として適切だった。
97 図解や、例を用いており、整理しやすかったから。重要語句の説明が多く助かりまし

た。パワポかレジュメかを統一していただければと思いました。
98 パワポでの補足説明が分かりやすかった。スライドを読み終わらないうちに進んでし

まうことが結構あったのでもう少し長く表示してもらえるとよかった。
99 じっくり時間をかけて説明が行われたので、わかりやすかった。

100 授業で使用したレジュメやパワーポイントがとても効果的だった。使用したパワーポ
イントをmoodleに上げていただいたら復習などの際に便利であると思った。

101 スライドでの図示によって状況がつかみやすく、大変わかりやすかったです。画面共
有で移動する回数をもう少し少なくするとzoomでは見やすくなると思います。

102 画面共有資料の移り変わりが多くてノートを取りにくかったから。
103 正直に言って授業の内容は分からなかったが、もともと刑法に興味があったため、理

解を深めていきたいと思ったから。
104 レジュメのみでなく、ホワイトボードを用いてわかりやすい例などが示されたのでわ

かりやすく、イメージがしやすかった。
105 レジュメやスライドを中心とされた授業だったため仕組みが理解しやすかった。罪刑

法定主義に関連する説明は深く理解が進んだ。
106 刑法には私自身が興味を持っていたこともあり、非常に集中して講義を受けることが

できた。先生の用意したレジュメも要点がまとめられていて分かりやすかった。先生
がたまに利用する図による解説は図の動きと解説の内容が連動していないように思え
た箇所があった。（合憲限定解釈の箇所など）

107 授業が分かりやすかったから。
108 刑事法は他学部生の自分でも法学の中では比較的興味のある分野でありましたが、理

解できていない部分も十分にあり、不思議に思う部分も多くありましたが、ちょうど
自分の理解できなかった部分やあいまいだった部分などが明らかになってとてもすっ
きりしました。自分が法学部生だったら、もっと細かい部分まで明らかにできただろ
うに、と思うと非常に遺憾ですが、入門編のみでも十分に楽しみつつ理解を深めるこ
とができました。



109 実際の例を多く用いた説明がわかりやすかったです。また、パワーポイントで図式化
した資料がとても見やすかったです。

110 個人的には法学入門の授業の中で最も面白いと感じた。配布されたpdfで話しの内容
構造は把握できたし、授業の内容も個人的には十分に理解できた。また、話しの間合
いも上手くとれていると感じた。

111 一つの内容を一回行っただけで次に進むのではなくて、違う言葉で説明したり、繰り
返していってくださっていて聞きやすいという印象を受けました。

112 刑事法学に関する重要な考え方や理論をレジュメだけでなく、適宜パワーポイント等
で紹介されていたので、理解にすることに容易であったと感じたから。また、事件の
例を挙げて講義を進められていたので、飽きることなく聴講できたから。

113 個人的に興味があった刑事法や刑事裁判についてわかりやすい説明があったから。
114 時折、PowerPointで視覚的な理解を促していただけたのは、とても分かりやすかっ

た。
115 配布資料に加え、パワーポイントで図示されていて分かりやすかった。ただネット環

境が悪かったのか、聞き取れないところがあった。
116 大変授業は分かりやすかったのですが少しパワーポイントの画面の板書をしながら説

明をメモするのが時間的に難しかったので改善して欲しいです
117 刑事法分野について重要なポイントを一部しかできていないと思ったので、刑事法に

ついてもっと知りたいと思えたから。
118 刑法の考え方がよくわかったから。

レジュメを追うのに忙しいことがなくてよかった。
119 刑罰とは何か、何のために存在しているかという説明が、とても分かりやすかったか

ら。
120 刑法には実は自由主義的側面を持っていて、そのため明確性などが重視されていると

いう点が非常に印象に残った。
121 刑法は難しいと思ったが、説明がとても分かりやすく、理解することができた。 野沢

先生の講義を聴き、刑法にとても興味を持つことができた。
122 資料が充実していた
123 オンラインでの講義になったが、レジュメを共有しながらの講義であったため特に不

自由を感じることもなく、実際の判例を交えて具体的に想像しながら学ぶことができ
たから。

124 レジュメだけでなく、パワーポイントでの図などを使っての説明があったため、とて
も分かりやすかったです。犯罪の意味など自分がもともと思っていたものとは違って
とても面白かった。

125 レジュメが配布され、予習復習がしやすかった。ホワイトボードやスライドを使った
補足説明があり、わかりやすかった。

126 民法と刑法の違いについて、以前よりも理解が深まった様に感じる。政治学入門の内
容と合致する部分もあって、さらに深い学びができた気がする。レジュメの他にパ
ワーポイントでの説明もあったのが良かった。



127 面白かった。
128 スライドなどを利用して、視覚的に理解できるような工夫がなされていたから。
129 スライドの説明があることで理解しやすかった。レジュメが大変見やすかった。
130 刑事手続きなどについて、手続きの順を追ってPowerPointの図つきで説明されてい

て、刑事法のシステムの考え方に触れられたから。
131 レジュメに加え、パワーポイントでの説明がとても分かりやすかったです。日常生活

での具体例も交えての講義で、犯罪について基礎を理解することができました。
132 レジュメの通り、順序だてて説明がなされており内容把握がしやすかった。
133 パワーポイントが有効に活用されてたから
134 もともと興味を持っていたのもあるが、図式化されることで、理解が深まったり、刑

法の基本原理などを丁寧に教えてくださったからです。
135 レジュメにも詳しく書かれてあるのに加えて、図式化して説明されているところが、

分かりやすかった。

ID 応答
1 自分の中ではオンライン形式の方が、自宅でできるというのもあって、リラックスし

た状態で授業を受けることができ、集中できた。
2 パワーポイントが見やすかった。
3 オンラインより対面のほうがモチベが高い
4 とくにないです
5 対面授業の方が集中できる。
6 良かった点は通学時間の短縮で悪かった点はメリハリがつきにくいことです。
7 対面の方が集中できる
8 オンラインになってから、少しだらけてしまった気がする。
9 個人的かもしれないが、対面は集中できるのに、オンライン授業はこころなしか集中

しにくかった。
10

オンライン形式の場合、民事法と刑事法でもアーカイブを残してほしかった。WiFi の
調子が悪くなることが多く、ライブ授業の内容を聞くことができないことがあった。

11 大学まで来なくてよくなった
12 刑法の時のように画面共有をしてくださると今どの部分を説明しているのかが分かり

やすくてよいと思いました。
13 オンライン授業のほうが、スライドも見やすいし、授業内容の視覚的イメオンライン

授業のほうが、スライドも見やすいし、授業内容の視覚的イメージをつかみやすかっ
たので良かった。

14 接続が悪いとどうしようもない

22. この授業は、途中からオンライン授業となりました。良かった点、悪かった点など、オンラ
イン形式の授業についての意見･感想等があれば、自由に記入してください。



15 オンラインになってWi-Fi環境などにより途中で切れてしまったりして見れていない
部分があったので、アーカイブを残しておいてほしかったです。

16 特に不便はありませんでした。 オンライン授業でもスムーズに画面共有がされていて
わかりやすかったです

17 気軽に受けられるのでオンラインは良かった。ただ、集中力は続かない。
18 オンライン授業は集中力が続かない
19 対面と同じくらいオンライン授業はよかった。オンラインで南野先生がコメントに文

字をたまに書いてくれるのがだいぶ助かった。
20 刑法の先生の手際が悪く、もっとスムーズにできていたら授業も進んでいただろうに

と思った。
21 オンラインでも効果的に授業を行えていると思います。
22 オンライン授業では集中力を保つのが難しかったです。
23 顔出しのオンライン授業は少し嫌だった。
24 どの授業もアーカイブを残してほしい。オンライン授業でカメラをオンにすることを

常に求められたのは法学入門だけであったが、集中力を保てたので良かった。
25 レジュメを共有していたことで授業がより分かりやすかった。
26 オンラインはだらけてしまうので対面がいいなと改めて思った。
27 正直、オンラインでも対面でも変わらず授業を受けることができたと思う。特に不自

由も感じなかった。
28 民事法の授業では事件や判決について、とても丁寧に解説してくださったので非常に

わかりやすかったです。
29 家から受けることができたので楽だったが、集中力が続きずらくなっていった。
30 オンラインだと資料が見やすかったのでよかったと思います。集中力が少し続かなく

なったことが欠点だと思います。
31 画面共有の時間が短く板書が追い付かないことがあった。ビデオ必ずオンにするのは

授業に集中できない人もいると思う。
32 zoomの際に板書やパワーポイントが見にくいときがあった。ただ、質問はしやすかっ

たと思う。
33 民法、刑法の授業でも画面録画などをして、後で見返せるようにして欲しかった。
34 大学より回線のいい環境で受講できた点はよかったが、別のことに気が向くことがあ

り、やはり対面がよいと感じた。
35 オンラインの方が楽ではあるが、友人とノートを共有したり、話し合ったりが全くで

きないので間違った理解を直せない。
36 対面のほうが、オンラインよりも授業に集中することができた。
37 最初の憲法の授業のように、講義動画を残してくれると復習もできてありがたかっ

た。
38 聞き逃したところを、聞き返すことも、隣の席の友人に聞くこともできないので、録

画の公開をしてほしい。



39 昼休み直後の講義ということで、自宅から受講できるのはうれしかった。また、サイ
トのリンクをすぐに共有できるなど、オンラインならではの利点も活用できていたの
で良かったと思う。

40 特になし
41 オンライン授業よりも対面授業がいいと感じました。
42 個人の問題だが、対面授業の時と比べて、気が緩んでしまうことが多々あった。
43 オンライン授業では、対面授業より集中して講義を聴けなかった。対面授業の方が話

も聞きやすく、理解しやすいと考える。
44 授業が録画されていた点には非常に助かりました。

後から見返すことができるので。
45 オンライン授業は緊張感が全くなく、集中力が切れることが多く、コロナのせいでは

あるが、対面のほうがよかった。
46 オンラインだと淡白な感じがして話の切れ目を感じることが難しかった
47 画面共有での説明が入った分理解しやすくなったのが良かった。
48 オンラインではなかなか集中力が持続しないように感じた。しかし、南野先生の補足

は役に立った。
49 オンライン授業で音声だけでもムードル上に残していただければより有意義になると

思う。
50 対面授業の方が良かった。集中の持続力が違う。
51 民法と刑法でも講義録画が残っていればよかったと思う。
52 オンライン授業では中々モチベーションが上がらず、苦労しました。
53 集中力を持続させるのが大変きつかったです。ディスカッションタイムなどを設けて

もらえたら、さらに理解が深まったかと思いました。
54 moodleに乗っていたレジュメがPDF形式だったのですが、書き込みをしやすいように

初めからWORDでのレジュメにしてほしかったです。
55 オンラインでは聞き逃したりしたら聞くことができないし、質問しあうことができな

いのでやはり隣に友人がいるほうがいいなと思いました。
56 オンライン授業そのものの利点である、自宅から受講できる点はメリットと言えた。

欲を言えば、野澤先生、遠藤先生の担当部分に関しても南野先生の担当部分と同様に
録画を残していただければありがたかった。

57 機材や通信が時々悪くなって、授業を聞き取りづらかったことがあったため、できる
だけ対面授業がいいと思った。

58 オンライン授業は音量を自由に調整できるので受けやすいと思います。
59 授業内容のメモなどが追いつかないことがあったのでムードルにパワーポイントや授

業動画を残してくださって助かりました。
60 南野先生のチャットによる補足がとても役に立った。



61 オンライン：受講学生の音声が入り、注意するところは無駄だと思います。一括
ミュートにしてほしいです。質問は随時チャットで受付ける、または最後に少し残っ
て質問することで学生の質問に対する応対は構わないと思います。特に今回は全ての
授業がオンラインでしたので教室を移動する時間を考えて質問をしないという事例も
多くはなかったと思います。

62 オンライン授業だっからか、画面共有があったので、授業のメモを取りやすかったで
す。

63 オンラインだとスライドが見えやすかったが、眠くなることがあった。
64 オンライン形式は、資料の共有がされてどこの話なのかわかりやすくてよかった。た

だ、カメラをオンにする意味はよく分からなかった。
65 体質の関係で月に1回程度、登校するのが難しくなるほど体調を崩してしまうのでオ

ンラインでも授業が受けられる方が有難かったです。ですが、やっぱり対面で受けた
い気持ちもあるのでハイブリッドが一番良いのではないかと思いました。

66 オンライン形式でも、とりわけ南野先生回は後でYouTubeで配信して下さったので復
習しやすかったです。遠藤先生や野澤先生もそのようにして下さったらよいなと思い
ます。

67 対面に比べて動きがなかったため、少し時間が長く感じられた
68 オンライン形式での授業では確かに対面で行うときの緊張感は無かったが、資料の画

面共有などを通してしっかりとついていくことができた。逆に、資料の画面共有がな
いと、ウィンドウをいちいち切り替えなければならず、大変だった。

69 レジュメや画面共有などを一つの画面に統合できたので、非常に授業が受けやすかっ
た。

70 オンライン授業になってから私の集中力は目に見えてがた落ちしてしまいました。カ
メラをオンにして授業を受けているものの、家で受けていることからくるリラックス
感が抜けませんでした。先生方の授業というよりは私の集中力の問題ではあるのです
が、やはり対面授業がいいなあと思ってしまいました。

71 画面共有がうまくいかない時があったので、そこを改善していただきたいと思いまし
た。

72 オンラインの方が意外と眠くならなかった。しかし時々ぼーっとしてしまったりあま
り集中できなかったのと回線のトラブルなどもあった。

73 カメラオンだったため、緊張感をもって受けることが出来た。
74 オンライン授業が悪かったと思います、距離が遠ざかっていく、
75 対面授業に比べると気が抜けてしまう。
76 オンラインだとカメラオンにしなければいけないので対面よりむしろ見られていると

いう緊張感をもって授業が受けられた。
77 生徒のマイクがオンになり、先生の声が聞こえてこない時があった。
78 南野先生の授業が録音され、復習できるようアップされている点が良かった。また、

一部音声の混濁などが見受けられたため、講義環境の調整を行ってほしい。



79 顔出しで授業を受けなければならないというルールのおかげで授業を聞く強制力が
あったのでよかったと思います。

80 授業に関連する資料（スライドなど）をもう少し配布して欲しかったです。
81 オンライン授業では、やはり対面授業よりは集中力が落ちてしまうと思った。また、

聞き逃した部分をすぐに誰かに聞くことができないので、わからなかった部分をその
ままにしてしまうことが多かった。カメラをオンにしなければならなかった分、他の
授業よりは集中できたと思う。

82 授業後に質問をしやすかった。わかりやすさに変わりはないのでオンライン授業は良
いと思う。

83 聞き手側の問題であるが、やはり対面の方が授業に身が入ると改めて実感した。
84 オンラインだと画面共有などによって、資料は見やすくなったなと思いました（プロ

ジェクターに比べて鮮明に見える）。
85 家で受けることができたので周りの目を気にせず講義を受けることができたのでよ

かった。悪い点は特にはなかった。嘘だうそ。悪い点があった。時間超過がよく見ら
れたのでそこはしっかりして欲しい。

86 オンライン授業では対面授業に比べて集中しづらいかった。
87 通信環境等でどうしても円滑に授業を受けられない場合があったので、民法・刑法と

もに録音や録画を残しておいて欲しかった。
88 自宅から動かずに講義を受けられるのはよかったが、画面上のみで展開されるのは臨

場感がなく感じてしまい対面に比べて集中できなかった。
89 きちんとしたレジュメがあれば顔出しのzoomなので特に問題なく授業できたのかなと

思うが、やはりある程度集中力は下がるかもしれない。充電を気にせずに授業を受け
られるのは利点だと思った。

90 オンライン授業になってから授業の質が生徒側も落ちてしまうのではないかと思って
いたが、資料やレジュメなどが役立って授業についていくのには苦労しませんでし
た。

91 特に不自由さを感じることはありませんでした。
92 南野先生がズームのメッセージ欄で法令のリンクを貼ってくださったり、なじみのな

い言葉を教えてくださったりしてオンライン授業の助けにすごくなりました。ありが
とうございました。

93 オンラインになったことで、聴講者一人一人に細かい講義部分が浸透するようになっ
たと思う。ただ、個別的な質問はしづらくなったと感じる。

94 スライドをしっかりと見てノートにメモを取る時間がなかったため、授業後の短い時
間だけでも良いのでMoodleなどで公開してくださるとありがたいです。

95 オンライン授業になってもさほど対面とは変わりなく受講できたと思います。
96 オンラインであることで、目の前のpcでレジュメや資料を見ることができ、とても分

かりやすく授業を受けることができたと思います。



97 オンラインの場合、私達の私生活と授業の両立が大変難しくなり印象があります。こ
の点、例えば私たちの実生活に合わせられるようなオンデマンド方式など積極的に取
り入れてもいいのではないかと思いました。

98 ほとんど対面の授業と同じように授業ができたので、よかったと思う。ただどうして
もパソコンやWi-Fiの状況で聞けない部分が出てしまったので、後から聞けるように
してほしい。

99 オンライン形式では学校に行く時間の削減などでいい点もあったが、個人的には自宅
で講義を聞いているのと実際に教室で教授が目の前で講義をしているのでは集中の具
合が違うように感じたので対面で授業を行ってほしかったと思った。

100 オンラインの場合、周囲の物音が気にならなくなるという利点がありましたが、対面
授業の方がよく内容が入ってきたように思います。

101 画面共有が切り替わりすぎると、こちらのパソコンで開いている資料を閉じられてし
まうので不便でした。また、（せめて同じ先生の中では）資料の形式を統一されると
使いやすいと思いました。

102 回線が弱かったので、話を聞き逃した箇所が複数あったのが残念でした。スライドや
資料を見やすかったのは利点だと思います。

103 オンライン授業の際に、南野先生がチャットで補足してくださったのがありがたかっ
た。

104 オンライン形式でも、顔出しをすることで、多少は対面とのギャップを改正できたよ
うに思う。ただ授業後の質疑応答がしづらい点はある。ただ、それでも質問するか否
かは大学生の自主性を重んじるべきであるとも考えられる。

105 対面授業と変わらないクオリティに感じるような授業だと思いました。ただ、レジュ
メなのかパワポなのか統一していただきたいと思いました。

106 ビデオ付きで実施されたからなのか、他の授業と比べて回線が悪くなることが多かっ
たです。他は特に問題なかったと思います。

107 ございません。
108 オンラインでも教授の方々が資料などを用意してくれていたので非常に授業に取り組

みやすかった。
109 スライドが見やすくあまりデメリットを感じませんでした。
110 対面の方が身に入りやすい講義だと感じました。
111 特にオンラインでも対面でも不自由はなかった。ほかの学生と話し合う場面がなかっ

たので、むしろ画面共有されたスライドなどは対面の教室でみるよりも見やすいので
良かった。

112 家にいながら受講できる、バッテリーの心配がない、気になったことをすぐ調べられ
る…というのはオンラインの利点だと思う。一方で対面の時にはあった講義動画が無
くなったり雰囲気が感じられないのは欠点だと思う。

113 生徒の反応が正確に把握できないからか、かなりの早口（スピード）で講義を進めて
しまう事例が見受けられた。



114 オンライン授業に移行しても特に授業を受けるのに支障はなかったが、個人的にオン
ライン授業だと対面授業の時よりも集中力を保つことができないように感じた。

115 自分の理解力のせいかもしれないですが、口頭のみの先生方の説明についていけない
時がありました。できれば、お話をされる前になんの話を始めるのか、などを大まか
にまとめて述べていただけると、学生の対千葉としてはよりノートなどがとりやすい
かと思いました。

116 オンライン授業となった民法・刑法については、対面よりもむしろオンラインであっ
た方が理解しやすいだろうと感じた。憲法に関しては、南野先生の授業スタイルを見
れば、どちらであっても同じような形式であろうと感じたため、どちらでも良いと感
じた。

117 オンラインになっても問題なく講義を受けることができました。
118 毎回ライブ形式で聴講することができたので、緊張感を持って授業に臨むことができ

たことが良い点だと思った。悪い点はありません。
119 時々映像が止まったり、マイク感度が悪くなったりして先生の発言が聞き取りにくい

部分があった。
120 全員が間近で画面を見れるので、PowerPointも対面の時よりは見やすかったと思いま

す。ただ、個人的には今後も対面を希望します。
121 家でリラックスして受けることが出来た点が良かった。ただネット環境が悪く、聞き

逃した時があった。対面のほうが緊張感があって良いと思った。
122 この授業においてはオンラインより対面のほうが良いと感じた。概ね悪かった点は無

かったがスライドのペースが早くて追いつかないことがあったのでそこを改善してい
ただけると嬉しいです。

123 オンライン形式であったとしても画面共有等でほとんど不自由なくできたと思う。
124 対面より場所を広く使えて、周りも気にせず質問できたので、授業に集中できた。
125 特に問題はなかった。先生独自のスライドを出してくださったため、レジュメだけで

はわからなかったことも理解することができた。
126 カメラをオンにする設定するのはいいと思いました。

授業により集中できるからです。
127 オンライン授業の際も、対面とまったくかわらず学ぶことができた。
128 南野先生がチャットで書き込んでくれなければ理解できない語句が多くあった。
129 授業の途中で突然フリーズして講義が聞けなくなることがあったため、その点におい

ては対面のほうが良いと感じた。
130 接続が悪くて聞こえなかったところがたくさんあり悪い点もあったが、具合が悪くて

も講義を受けることができたため良い点もあった。
131 顔出しにしたことで寝ることなく、集中して受講できた
132 良かった点は、自宅の机に座って受けられるため、授業後の10分くらいの見直しの時

間が取れた点だ。しかし、対面になると、次の講義があるために直後の復習をする余
裕がないと感じた。

133 時々機材のせいか聞き取りにくかった。



134 レジュメなどを共有しながら出来たのは良かったが、オンラインだとどうしても気が
抜ける部分があった

135 オンライン授業と対面授業で、特に、利便性の差異があったようには感じませんでし
た。

136 オンライン授業ではパワーポイントでの説明があり分かりやすかったです。オンライ
ン授業と対面授業で授業の理解度に差異はなかったように思います。感染リスクがあ
る中大人数での受講はしたくなかったので、オンライン授業になり安心して受講する
ことができたので、良かったです。また、南野先生がzoomのチャット機能を用いて、
語句や法令を示してくださったのも、理解度が深まり良かったです。

137 オンラインでも対面授業と特に変わらずに受けることができた。特に顔出しONが他
の授業と大きく異なる点ではあったが、顔出しをすることでより集中することができ
た。

138 問題なかったです
139 後期はすべて対面授業ができるといいなと思います。
140 オンラインで不足等はない
141 オンラインだとコロナ感染の心配がないです。またやっていることは対面とあまり変

わらないと感じました。
142 オンライン授業によって、周りが気にならず集中して受けることが出来た。

ID 応答
1 すべての教員の方々の話がとても分かりやすいものであったので、良かった。
2 特に民事法に興味が出ました。ありがとうございました。
3 良い授業だった
4 これから法学を学んでいく法学部性にとっては、基本の考え方等を習得するのに十分

役立つ講義だったと思います。
5 よかったです。よかったです。
6 六法が必要な先生も、必要ではない先生もいらっしゃったので、そこを統一してほし

かったです。(いつ頃六法を買うかなどの点で)
7 法律に興味があったので楽しかったです。
8 ありがとうございました。
9 法学に関して少しは興味が芽生えた気がする。

10 法学に興味が持てました。
11 とてもいい
12 わかりやすくて良かったと思います
13 面白かったです

23. 総合的にあなたはこの授業をどう評価しますか。意見、感想、教員へのメッセージなど、自
由に記述してください。



14 法学部にきていながら特に法学には興味がないと思っていましたが、授業を受けてい
くうちに法学部に来て間違いなかったと思えました。法学は難しく理解するのは大変
ですが授業はほかの科目と比べてかなり楽しく興味深いものでした。

15 内容的に難しいところも多くて一回ではテスト対策までできなかったので、民法や刑
法の授業も後からもう一度見れるようにしてあるとうれしかったです。

16 総合的に難易度は高いけれど内容はとても面白かったと感じています。 レジュメも簡
潔にまとめてあってわかりやすかったです。

17 全体的に内容が難しく、理解できていない部分も多くある。やはり、生徒の自主的な
学習が求められるのだと感じた。

18 法学を学ぶ最初の講義で有意義だった。
19 法律の基本的なことが学べて興味を持つことができた。
20 法律に興味があって法学部に入ったので、楽しくはあった。だが期末テストが恐怖で

しかない。
21 難しかった。
22 難しいながら説明はわかりやすく興味深い内容だったと思います。
23 法学についてほとんど知識がなかったのですが、この授業を通して憲法、民法、刑法

のそれぞれについて少し知ることができました。日常生活と関わる事象が多く、さら
に法学に対する興味が湧きました。

24 先生方のご指導のおかげで法学に興味を持つことができました。
25 帆率をこれから学んでいくものが最初に受けるのに適している授業だったなと思いま

す。
26 様々な分野の法について学ぶことが出来て良かった。自分の興味の幅が広がった。
27 簡単に理解できる内容ではなかったが、興味深い内容だった。法律に対する興味関心

が高まったと思う。
28 様々な法について広く触れることのできる充実した授業だった
29 法学入門全体を通して、法学にすごく興味を持てたので良かったのかなと思いまし

た。
30 様々な分野の法に触れることができたとても良い機会でした。
31 難しかったので、自分でも学習していき、知識を増やしていきたい。
32 これから法学を学ぶ者として法学に興味をさらに惹かれたのでとてもよかったと思い

ます。ありがとうございました。
33 法学の勉強をするために法学部に入ったので、この授業で触れる内容は興味深いもの

ばかりだった。それと同時に自分の考え方の狭さが分かった。
34 複雑な内容も多かったが勉強して損はないなと感じさせる内容がほとんどだった。
35 お金をためて新聞を購読したいです。三人の先生方わかりやすい授業をありがとうご

ざいました。
36 少し板書が追い付かない部分があり法学入門の試験が少し心配である。
37 基礎的な範囲であることもあり、わかりやすさを重視されていてとても良かった。教

科書の範囲指定がなく、その分、自分での勉強が難しかった。



38 先生方のお話は大変興味深いもので、聞いていて面白いのですが、もう少し、視聴覚
的な教材があれば、それを利用されると、より理解を深めることができたのかなと思
いました。

39 具体例等わかりやすくなるような話がもう少しあればよかったかなと思う。
40 予習がしやすくなるので、教科書に則った話をしてくださるありがたいです。
41 内容が難しいと感じることもあったが、それが逆に学習意欲を高めることになったの

で自分のためになる講義になった。
42 憲法、民法、刑法のそれぞれの基本的なことについて理解することができたので良

かった。
43 意欲的に取り組めれば、得られるものが多いと思った。
44 法学に興味がり法学部に入学しました。この法学入門を経て、新しく学んだこともあ

り、と同時に法律の曖昧さに疑問を感じた講義でもありました。法とは完璧なものだ
と思っていたのに矛盾があったりして新たに疑問を感じました。ますます興味が湧い
てきました。ありがとうございました。

45 刑法の授業進度が遅く、最後のほうの内容が触れられなかったことが残念であった。
全体的に法学の分野に興味を持つことができたため、法学入門の授業はよかったと思
う。

46 定期的なフィードバックの機会を設けてくれると講義のつながりがより明確に理解で
きるようになるのではないかと思いました。

47 法的な考え方を理解できるようになってきたのが良かった。授業内では丁寧な説明が
あってわかりやすかった。

48 法学について興味を持てるきっかけが持てたので良かった。二年次以降の学習が楽し
みになった授業であったので良かった。対面持続がベストであったのでそれは残念で
あった。

49 法学を学ぶ上で有意義な授業だったがオンラインで集中していないことが多かったの
で申し訳なく思う。

50 新聞を読もうと思う。
51 基本的にわかりやすかったが、レジュメに見づらい部分があったと感じた。
52 入門ということでしたが、結構難しく感じるところも多く、授業終わりは毎回、大変

疲れました…。今学期中で1番集中させられた授業でした！でもだからこそ面白かっ
たです！

53 とてもいいと思います。もっと法学の分野を学びたいと思いました。
54 大学入学したばかりで十分な知識も持っていない自分でも理解できかつ興味を示すこ

とができるとてもおもしろい授業でした。またとてもためになりました。
55 わかりにくく感じたこともあったけれど、おおむねわかりやすい授業でした。
56 これから法学部で学ぶにあたって、法学の世界への導入やいわゆる「リーガル・マイ

ンド」を身につけるきっかけとして大変充実したものとなった。受講している基幹教
育の中でほぼ唯一の「大学らしい」授業であると思えた。

57 より法学に興味が持てるような面白い講義でした。ありがとうございました！



58 　法学に関する基礎的な知識を身に着けることができたうえに、法学への興味が増し
た。

59 もともと法律には興味がありましたが、より興味をもつことができる授業でした。他
の教科と比べて90分が苦ではなく楽しく学ぶことができました。

60 　憲法分野の話が特に興味深いと感じました。
61 すごく興味を引く内容だったし、授業を受けていて楽しかったです。
62 法学の道筋が浮き上がるような有意義な授業だった。
63 民法には全く興味がありませんでしたが、講義を受けて興味が湧きました。刑法は

元々興味があったので意欲的に講義に参加できました。憲法は講義自体は面白いので
すが、憲法の本を自ら読む境地には至りませんでした。（試験勉強としてオンライン
期間中何冊かは読みましたが。。）

64 すべての先生方が丁寧に授業を説明してくださり、難しいところもあったが、法学へ
のイメージがわいてきたし、興味を持つことができた。

65 先生ごとの授業スタイルがあるのは重々承知していますが、オンラインのほうがメモ
を取りやすかったです。

66 重要度をもう少しはっきり言われると生徒もメリハリをもって授業を受けられたと思
う。

67 法学の入門の授業として、中身が盛りだくさんであり、授業を受けて理解していくの
は大変であったが、良い授業だったと思う。

68 単位が欲しいです。
69 大変おもしろい授業でした。語句の意味等は、有斐閣双書の「法学入門」「現代法学

入門」を参照にしました。
70 裁判内容を丁寧に説明してもらえたので、法律の初心者でも理解しやすかった
71 基礎の部分として、概念的なお話が多い部分はありましたが、条文や判例に触れる機

会に恵まれ、大変興味深く受けることができました。ありがとうございました。
72 法学は難しいだろうとビビっていたのですが、非常に興味深く聞くことができ、法学

の入門としては有意義であったと思いました。ありがとうございました。
73 初めて法律について詳しく学んだので、法学に少しでも触れられたような感じがして

とても面白かったです。でも法学はやはり難しいとも感じたので、これから頑張って
勉強します。

74 先生方の話が分かりやすく、法学にもっと興味を持てました。ありがとうございまし
た。

75 この授業を受けて法学は難しいけれども面白いと思えた。
76 法学に関しての関心が膨らむたいへん興味深い講義でした。

ありがとうございました。
77 中立性があまり保ってないではないか…
78 法学の基礎を学び、法学についての興味を持つことができた。
79 試験の過去問を見て難易度に驚いています。もう少し易しくしてほしい。
80 それぞれの教授がレジュメなどを用意して進めてくださったので助かった。



81 法学部生としての第一歩に必要な概念が大まかに学べる講義で非常に良かった。教科
書をより講義に対応したものにしていただければなおいい。

82 受験で習った知識とは違った内容で複雑なのにみんなが一生懸命に授業を受ける姿勢
にさせる教授方は素晴らしいと思いました。

83 法律の基礎の理解ができました。これからさらに深く勉強できることを楽しみにして
います。

84 基礎的なところから丁寧に説明していただいたので、とても分かりやすかったです。
今後の学習に活用していくためには、復習や発展学習などの自助努力が必要だと感じ
ました。

85 法律を学ぶことについてぼんやりと全体像を見通すことができてよかった。
86 どの授業も、説明が丁寧で分かりやすかったと思うので、いい授業だったと思いまし

た。
87 難しい部分もあったけど、興味深い内容でした。ありがとうございました。
88 ありがとうございました。
89 急にオンライン授業になりましたがそれにもかかわらず、分かりやすいように講義を

してくださりありがとうございました。
90 法学とは何かということより、法学への姿勢がどうあるべきかということが学べた気

がする。
91 一気に専門的な内容になった法学の入り口で、先生方のわかりやすい説明をお聞きで

きてよかったと思う。
92 法律の根源となる考え方を学べたので良かった。
93 法学についての基礎知識を得ることができるいい授業だと思いました。ですがテスト

100%なのは全力で抗議したいです。せめて無遅刻無欠席の人には落単救済措置を
作ってもいいと思います。

94 先生方のそれぞれの専門分野で担当の先生が変わったことで授業にもメリハリがで
て、それぞれの先生の考えや意見が聞くことが出来て面白かったです。

95 法学の学びの導入として、大変学びやすかったうえ、面白かったです。
96 南野先生のツイートを見ることによって、今どのような問題があるのかを身近に感じ

たり、自分でその問題について考えれたりしたので、これからも南野先生のツイート
を楽しみにしています。

97 法に対して一歩を踏み出すにあたって、大変重要かつ有意義な講義であると感じた。
中には入門者にとっては難解すぎるものもあったが、総合的に鑑みてこれからの法学
の勉強を円滑にするものだったと考える。

98 授業内容はボリュームが多く理解には時間がかかったが、様々な原理に触れることが
できて楽しかった。特に刑法が興味深く、後期からの授業が楽しみになった。

99 法学の面白さ、奥深さに気付けた授業でした。どの授業とても面白かったです。



100 一年前期に受ける授業として、内容はとても入門らしくわかりやすいものでしたが、
テストはあまりかわいげのあるものではないように思いました。せめてレポート課題
を少しでも出し、成績評価に占める期末試験の得点の割合を下げていただきたかった
と思いました。

101 資料へのアクセスなど、少し不便を感じました。moodleなどを十分に活用することが
できるならば、この問題は解決できるのではないかと感じました。

102 内容は難しかったが興味を持てるものであった。
授業は比較的聞きやすかったと思う。

103 総合的に見てとてもよかったと思う。理由としては、法律を勉強し始めたばっかりの
自分にもわかりやすく講義が行われたため、法律に関する勉強する意欲へとつながっ
たから。

104 南野先生の授業は、特に高校の授業とかなり異なり、大学での学びを実感できたよう
に思います。 遠藤先生の授業は、民法の具体的なイメージが掴めたように思います。
判例がとても面白かったです。 野澤先生の授業は、具体的な事件のイメージをパワー
ポイントで示して下さり、とても分かりやすかったです。 総合的に、法学入門は中身
も濃くて、多くの知識を得ることができて、本当に良かったです。

105 南野教授がほかの教授の講義の際にチャットで漢字に起こしてくださるのはとても助
かりました。これからも資料や文献、板書等で漢字が思い浮かびそうにない用語を明
記してくださるといいのではないかと思います。しかし、全体を通して法学をさらに
学びたいと感じる講義でした。ありがとうございました。

106 どの分野でも細かい点からいろいろと考えを派生させることができたので、面白かっ
たです。先生ごとの推薦文献の紹介があれば、各分野の勉強がよりしやすかったよう
に思いました。

107 これから専門的な内容も学んでいくうえで、入門として、根本的な部分について理解
することができたのではないかと思います。ありがとうございました。

108 最初に法学とは何か、民法刑法とは何かを考える上で、良い授業のように考える。
109 大変良かったと思います。もともと法学部志望ではなかったのですが、法学部に入っ

てよかったなと感じることができました。ありがとうございました。
110 これからいろいろな法律を学んでいく前に根本となる考え方や用語について詳しく知

ることができてよかったです。
111 レジュメを配って欲しいです！
112 少し複雑な内容であったが、知的好奇心をくすぐられる授業であった。
113 他学部でもわかりやすい授業ありがとうございました
114 『ブリッジブック法学入門』と照らし合わせながらの勉強がしにくい講義内容や資料

だったように感じました。もう少しブリッジブックを有効に使いながら理解できたら
よかったなと思いました。

115 法学部に入学しても何の法学の知識もない状態で多少内容理解に苦労した場面もあっ
たが、憲法、民法、刑法のイメージもできた。テストの対策は最もやりにくい単位
だった。



116 最初に触れる法学の授業としては最適だったと思う。
半年間ありがとうございました。

117 法学を学ぶ上で初歩となる部分をきちんと学べたと思う。今後も続けて法学について
理解を深めていきたい。

118 全体的に授業は分かりやすかったが、法を学習し始めて間もないためか、イメージを
しにくい点もあったため、これから法への理解を深めていけたらと思う。

119 非常に興味深い授業でした。法学部生としては、ここまで実力のある教授の方々に教
えていただけるというのはとても貴重でありがたい機会なのだろうと思いました。自
分は他学部生なので、今回の講義の講師の方々に教えていただくのは入門に限られる
かなと考えていますが、この講義に関しては自分が法学部生でなかったことが非常に
悔やまれます。楽しめました、ありがとうございました！

120 総合的に見て、とても興味深く、面白い授業だと感じました。これから法について学
ぶ際の参考になりそうです。ありがとうございました。

121 高校までに習ったことに加え、より新しい知識や判例を知ることができ法律に対する
理解を深めることができました。ありがとうございました。

122 全体的にとても興味深い内容であったので、毎回の授業がとても有意義なものであっ
たと思う。ただ、レジュメに法的語句の説明が十分でなかったと思うので、理解が容
易になるように意味を掲載してほしかった。

123 全体的に内容が難しかったが、判例や具体例を用いた説明は興味を引くものが多く、
理解の助けになった。授業の概要を示したレジュメがある授業では、それが役に立っ
た。

124 法学について何も知らない自分にとって、この法学入門の授業は、根本的な内容につ
いての知識や、法学への興味を得ることができて、とても楽しかったです。今後の授
業でも、お三方の講義が聴きたいと思いました。ありがとうございました。

125 今までの価値観や常識が覆されることが多々あり、とても興味深い授業でした。あり
がとうございました。

126 法学を初めて勉強する上で必要な知識を少しずつ土台を固めたいく上でとても役に
立った。法学に興味を持つことができるような現代の政治と絡めた法学の話しなども
とても面白いと感じた。教授の方々の説明を分かりやすく親身であったためとても良
かった。この授業を履修する意義が十分にある授業だと思う評価します。

127 これから本格的に法学を学ぶ者を対象とした講義としては、毎回興味をそそられる内
容であったので適切なものだったと思う。

128 法学のおもしろさがわかってとてもよかった。
129 法学の出発点として、とても分かりやすく説明してくれたと思う。法が成り立つため

の根拠やその背景にあるものがあると学ぶことができた。
130 この授業を取る前は、法学ってただ条文を暗記していくだけだと思っていたが、法が

制定された背景や思想、具体的な判例を学ぶことが非常に面白く、法学に関するイ
メージが大きく変わった。



131 法学入門という授業を通じて、法学の基礎だけでなく法学の学び方についても知るこ
とができた。また、本当に法学の面白さを知ることができた。私は、将来の夢が決
まっておらず、悩んでいるところだが、この講義を通じて、様々な新しい世界を知る
ことができたと思う。夏休み期間は、たっぷり時間があるので、新聞を読んだり、こ
れまで読みたいが時間がないと思って読んでいなかった参考文献などを読み、更に学
びを深めたい。

132 初めて法学の授業となったが、理解ができないほど難しいわけではなく、しかし今後
の学びに必要となる基本的なことをしっかりと学ぶことができて、とてもよかったと
思う。

133 法のことはもちろん、社会のことをしっかり学べてとてもよかった。これからの法学
を学ぶ意欲につながった。

134 講義では、3人の教授でそれぞれ違う受け方をしたが、共通してノートまとめが大変
だと感じた。試験に向けた勉強をする上で見直して分かるノートを作る必要を実感し
た。また、特に重要な点を見つけるのが重要な作業だと感じた。 前期の講義はあっと
いう間でしたが、お世話になりました。2年次もよろしくお願いします。

135 以前より興味を持てたため、専門分野を学びたいという意欲が強くなった。
136 非常に興味がある分野だったので、とても面白かったです
137 全く法学の知識を持っていないものが法を学び始めるきっかけとして個人的には最適

だった。どの分野でもどうしても抽象的になりがちな内容を判例や比喩を用いて上手
くイメージさせていたこと、また専門的な内容を時折紹介することで法についての知
的好奇心を掻き立てていたことが理由として挙げられます。今後の法学が楽しみで
す。

138 どの先生も話が論理的で、「なるほど！」と思うことが何度もありました。ご指導あ
りがとうございました。

139 法学初心者の私にとって、これから学んでいく法を考える上で大変有意義な授業で
あったと思います。

140 各先生方に非常に分かりやすく説明していただき、法学への興味が湧いた。非常に面
白い授業だった。

141 とてもいい授業だったと思います
142 元々法学や憲法に興味をもってはいたのですが、授業を受けてさらに興味が湧きまし

たし、もっと学びたいと思いました。後期の授業も楽しみです。
143 法学の土台となるところであり、とても難しく感じたが、先生方の丁寧な授業によっ

て勉強が楽しかった。教科書のブリッジブックに、あまり民法のことが書かれておら
ず少し困った。
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