
2021年度後期［憲法２（⼈権論）］授業評価アンケート
（2022年1⽉24⽇実施）

1. 学年（その他と回答した⽅は具体的に記⼊してください。）

2. この授業の出席状況は？

105
応答

05:00
完了するのにかかった平均時間

終了済み
状態

法学部２年⽣  102

法学部３年⽣ 3

法学部４年⽣以上 0

他学部⽣ 0

その他 0

全て/ほとんど出席した 73

だいたい出席した 30

あまり出席しなかった 2

全く/ほとんど出席しなかった 0

Ⅰ まず、あなた自身のことについて答えてください。



3. 上記（２）の問に対して、「４」または「３」を回答した⼈に尋ねます。この授業に「全て」〜「ほとんど」出席し
た理由は何ですか。もっとも近いものを選んでください。

4. 上記（２）の問に対して、「２」または「１」を回答した⼈に尋ねます。この授業に「全く」〜「あまり」出席しな
かった理由は何ですか。もっとも近いものを選んでください。

5. 授業内容に興味がもてましたか。

単位取得のため 57

公務員試験・司法試験に役⽴ちそ… 12

講義内容・担当教員に惹かれたから 10

対⾯授業中⼼だったから 20

その他 2

単位取得が難しいと思うから 1

公務員試験・司法試験等に役⽴た… 0

講義内容・担当教員に惹かれない… 0

対⾯中⼼授業だったから 3

その他 0

たいへん興味がもてた 23

興味がもてた 74

どちらともいえない 5

あまり興味がもてなかった 2

全く興味がもてなかった 1

わからない 0

Ⅱ つぎに、この授業に対する評価を答えてください。



6. 授業内容は理解できましたか。

7. 授業内容の⽔準は適切と思いますか。

8. 上記（７）の質問において、「あまり適切ではない」「全く適切ではない」と答えた理由について、下の中から
該当するものを⼀つ選んで、該当するものにチェック付けてください。（理由をその他と回答した⽅は具体的に
記⼊してください。）

よく理解できた 13

だいたい理解できた 64

どちらともいえない 21

あまり理解できなかった 7

全く理解できなかった 0

わからない 0

適切だと思う 41

だいたい適切だと思う 51

どちらともいえない 12

あまり適切ではないと思う 1

全く適切ではないと思う 0

わからない 0

内容が⾼度すぎる 1

内容が簡単すぎる 0

内容に関⼼がもてない 0

その他 0



9. 担当教員は⼗分準備していると思いますか。

10. 担当教員の説明の仕⽅はいかがでしたか。

11. 担当教員の話は聞き取りやすかったですか。

よく準備している 75

おおむね準備している 29

どちらともいえない 1

どちらかいえば準備が⾜りない 0

全く準備が⾜りない 0

わからない 0

たいへん分かりやすかった 34

分かりやすかった 62

どちらともいえない 9

分かりにくかった 0

⾮常に分かりにくかった 0

わからない 0

聞き取りやすかった 73

だいたい聞き取りやすかった 32

どちらともいえない 0

やや聞き取りにくかった 0

⾮常に聞き取りにくかった 0

わからない 0



12. 配布資料（レジュメ）は授業を理解するのに効果がありましたか。

13. レジュメについての意⾒があればお願いします。建設的な提案も歓迎します。

14. 講義の録画をYouTubeで公開したことを評価しますか。

15. 上記（14）の質問で、そのように回答した理由や意⾒を聞かせてください。

86
応答

個別回答は末尾に掲載

効果があった 69

おおむね効果があった 32

どちらともいえない 4

あまり効果はなかった 0

全く効果はなかった 0

わからない 0

現状のままで良い 80

もっと情報を増やすべき 15

もっと情報を減らすべき 4

そもそもレジュメ配布は不要 0

その他 6

評価できる（今後も公開すべき） 90

どちらともいえない 15

評価できない（公開すべきでない） 0

その他 0



16. この授業を受けたことにより、憲法・憲法学に対する興味関⼼に変化がありましたか。

17. あなたはこの授業をどのように評価しますか。

18. ⾃由記述です。是⾮たくさん書いてください！

77
応答

⼤いに関⼼をもつようになった 21

やや関⼼をもつようになった 66

どちらともいえない 16

やや関⼼を失った 2

⼤いに関⼼を失った 0

⼤変評価できる 35

評価できる 61

どちらともいえない 9

あまり評価できない 0

全く評価できない 0

わからない 0

個別回答は末尾に掲載

Ⅲ　最後に、この授業（の内容や方法 etc.）について、あなたの総合的な評価や感想を聞かせてください。
       担当教員に対するメッセージも歓迎します。



ID 応答
1 ⾃分のペースで学習できるから
2 やむを得ない事情で出席できない時に役⽴ったため
3 急な体調不良等によりオンライン参加すら厳しくなった場合に有⽤だから。
4 授業中にメモ取り損ねた部分を聞き返したり、テスト前の復習使ったり、役⽴ったか

ら。
5 復習ができるから
6 聞き取れなかったところを⾒直せる
7 授業な復習に役⽴ったから
8 授業にどうしても参加できないときに役に⽴った。また、聞き逃したところを復習す

るのに役⽴ったから。
9 復習に活⽤できたり、出席できなかった授業もカバーすることができるため。

10 なんらかの理由で講義に参加できなかった場合に講義を受けることが可能になるから
11 復習がしやすくなるため
12 チャンネル登録者を増やそうとするのはよくないと思った。
13 復習に⾮常に役に⽴つから
14 公開していただけて⾮常に助かりましたが、途中停滞していたのでもう少しアップす

るのを速めてくれると嬉しいです。
15 授業中に聞き逃したところや、理解できなかったところを再度聞くことで効果的に勉

強できると思うから
16 復習する際に役⽴つから。
17 復習に役⽴てることができるからです。
18 聞き取れなかった部分を⾒返すだけでなく、塾の九⼤法学部志望の⾼校⽣に講義の様

⼦を⾒せることができた。
19 あまり利⽤していないのでわかりかねます
20 ゆっくり聞き取りたいときは再⽣速度を落としたり、後に⾒る等再⽣リストに保存す

ることであまり理解できなかった授業を⾒返すことができる
21 復習するのにとても役⽴ったからです。
22 復習⽤に使えるから
23 聞き逃した部分を聞きなおしたり復習に役⽴つから。
24 コロナ感染拡⼤に伴う、外出⾃粛に資するから。また、復習の際に有⽤だから。
25 復習時に役⽴つ。
26 授業中に聞き逃してしまった部分を聞き直したり、復習はもちろん、（様々な理由

で）授業に出なかった⽇でもその分を補えるのはいいと思います。⼤学の授業は難し
く、⼀度⽋席すると⼀気に内容が理解できなくなりケースも少なくないと考えます。
個⼈の意⾒です。

15. 上記（14）の質問で、そのように回答した理由や意⾒を聞かせてください。



27 授業に出られない⼈には良い対策だと思うが、授業料を払って受けている授業を学外
の⼈も⾒ることが出来るという点に関しては少し違和感を感じる⾯もある。

28 急に授業が受けられなかった時に役⽴つから
29 授業にはだいたい出席しましたが、その場で理解出来なかったとこは結構あったの

で、復習の時にかなり活⽤できて良かったから。
30 ⾒直しができるため
31 ⾏けなかった授業も受講することができた
32 復習に使えるから
33 憲法は抽象的な議論も多いので何度か繰り返し⾒ないとよく理解できない話も私には

ありました
34 授業の復習に役⽴ったから。
35 復習に役⽴つから
36 なにかと⾒返したい時とかにいつでも⾒れて便利だったから。
37 授業に出席できない事情がある時に役に⽴つから。
38 復習しやすい
39 授業後のグループワークの際に動画が活きた
40 復習をする際に、聞きのがしてしまったところや、授業内で理解しきれなかった部分

の確認ができるので。
41 YouTubeの講義動画でたくさん復習できたから。
42 体調不良などで⼤学に⾏けない時に動画が閲覧でき、次からの講義に遅れを取ること

なく参加できたから。
43 倍速で⾒ることができるから
44 授業であまり聞けなかったことの⾒直しができるからです。
45 復習に便利だったから。
46 後で復習するときに便利だから
47 動画の公開を当てにしていた⾃分に⾮があったことは間違いないが、⽤事でやむを得

ず出席できなかった際に、偶然ではあるが動画の公開が中断されてしまったため、事
前の予告などがほしいと感じた。

48 もう⼀度聞きたいところを聞けるから。
49 チャンネル登録者数によって公開するかしないかを決めたため
50 授業を受けれなかった際やテスト勉強の際に後から視聴し授業の理解を深められるか

ら。
51 復習のため何度も聴き直すことができたから。
52 講義中に理解できなかった部分や、聞き逃してしまった部分を⾒直すことができ、復

習につながると思うから。
53 授業中に聞き逃したところをもう⼀度聞きたいと思ったときに何回でも聞けたから。
54 対⾯授業などリアルタイムで受講することを基本として、復習の際などに授業中では

理解が及ばなかったところを再度確認できるからです。
55 よくわからなかったところをもう⼀度聞き直すことができるから。



56 気になった部分をもう⼀度確認することができるから。また、場所に限らず授業を受
けることができるから。

57 よく理解できなかった点や聞き逃した点をあとから復習することに役⽴てられるか
ら。また、動画再⽣ソフトなどをインストールする必要がなく、普段使っているサイ
トで再⽣できる点もありがたかった。

58 復習したい際に⾒ることができ有意義だったから。また⾼校⽣に「⼤学の授業はどの
ような感じなのですか？」と聞かれた際に、南野先⽣のyoutubeを⾒せれば説明が容
易でした。法学部の紹介にもなってとてもよかったように思えます。

59 レジュメの分量が多くはないので、その分聞き漏らしがあることは当然あると思いま
す。そこで復習も兼ねて講義録画を確認できれば理解が深まりまると思うからです。

60 13の回答理由であれば、どちらでもいいと思うから。
61 テスト前に復習できるから
62 後⽇、復習に利⽤できるため。
63 授業中にメモしきれなかったことや、理解しきれなかったことを確認のために聞くこ

とができるから。
64 講義の学外への公開はMOOCなどで年々普遍的なものになってきているため、そこま

での問題はないと考えるため。
65 講義後の復習に効果的に⽤いることができると考えるから。
66 後から復習として⾒返すことができるのでよかった。限定公開でも良いのでは…？
67 他⼤学の先⽣⽅も授業を公開してくれれば先⽣による学説の偏りとかも感じれて⾯⽩

いと思います。
68 復習に⽤いることができ、基本対⾯であるため、聞きのがした際に活⽤できる。
69 講義中に聞き取り損ねた点やメモを取り損ねた点等を復習するのに⾮常に役⽴つ。
70 授業後ないし授業からしばらく時間が経って「そういえば」といった感覚で復習・振

り返りをすることが可能だから。
71 興味を持った分野について、⾒直すことができるから。
72 YouTubeで動画を公開するのは授業の復習に役⽴つので学⽣としてはありがたいが、

途中から追加で公開してほしければチャンネル登録をして下さいとTwitterで呼びかけ
ていたのは評価できない。公開するしないは先⽣の判断でどちらでも良いと思うが、
チャンネル登録と引き換えに動画を公開するのは教員の地位を利⽤した不当な圧⼒で
あると感じた。

73 授業の際にメモが取り切れなかったところを⾒直すことができて、復習に役⽴つから
です。

74 アクセスのしやすさがあり、チャンネル登録etcは画期的な取り組みだったと思いまし
た。⼀⽅で、公私が少し混同しすぎるような印象も受けました。⾃分が学外の⼈間で
あった場合には、開かれた講義⾵景は⾮常にありがたいと思うはずですが、学内の⼈
間である以上、限定公開のような形をとってほしいと感じるのも事実であり、甲⼄つ
けがたいため。



75 復習をする際には本当に役に⽴ったため、他の授業でもこのような形態での配信をし
てくれると本当に嬉しいと思う反⾯、動画が⼀般公開されていたため、⼤学の授業を
⼀般公開していいのかと⼼配だったため。

76 休んだときとか、復習したい時に役に⽴つと思うから
77 動画を⾒て復習することができるから。レジュメはあくまでも補助的なものであり、

レジュメだけ⾒ても分からないことがある。ノートに取っても意味がよく分からない
ときもあり、もう⼀度解説の聞き直しをするのに便利だった。

78 youtubeで後から公開されることはとてもありがたくて役に⽴ったが、あとから公開
されることを理由に、授業中の集中⼒が低くなってしまったように思う。ここで聞き
取れなかったら終わる！と思わないと集中⼒が途切れてしまう⼈間なので。

79 聞き洩らした所や、講義内では理解できなかった点をもう1度復習できたから
80 復習に役⽴てたい⼈にとっては便利だと思うが、⾃分が⼀度もYouTubeに公開された

動画を⾒なかったこともあり、⼀概に評価できるとは⾔えないから。
81 復習の時、わからないところをチェックできるから便利でした。
82 あとから復習できるから。
83 講義の動画をYouTubeで公開したことで、出席できないときや復習したいときに授業

の内容を把握することができるというのは、⾼く評価したい。⼀⽅で、動画を公開し
たことで、授業に出席しない学⽣がおり、授業に出席する意味が薄れてしまったと思
う。さらに、教員がチャンネル登録者数が○○⼈に達したら動画を公開するとSNS上
で発現するといったようなことが⾒られた。教員⾃⾝のチャンネルとはいえ、そこで
公開された講義動画は学⽣に⾒せるためのものなのに、⾃⼰のために利⽤するのはい
かがなものか。

84 実際⼀回の授業でメモを取り切るのは、筆記能⼒が⾜りていないこともあるのかもし
れませんがなかなか難しく、動画はその都度⽌めてメモしたりリアルタイムでわから
なかったところだけ聞いて、考えながら授業を聞くことができるのが良かったです。

85 何を⾔っているかついていけなかったときやメモを取り損ねた時に役に⽴つため。
86 復習の際に⼤変役⽴ったため。

Ⅲ 最後に、この授業（の内容や⽅法 etc.）について、あなたの総合的な評価や感想を
  聞かせてください。担当教員に対するメッセージも歓迎します。
18. ⾃由記述です。是⾮たくさん書いてください！
ID 応答

1 ありがとうございました
2 眠くなることのない授業でした。
3 ⼈権総論は時間に余裕があったが各論に⼊ってからスピードが上がったので少し余裕

がなかった。
4 動画の配信は復習に役⽴つので続けてほしいです。

5 レジュメの配布や録画のyoutube配信のおかげで勉強がしやすかったです。



6 憲法に苦⼿意識がありましたが、⾮常に分かりやすかったため楽しく学習することが
出来ました。
テスト前に復習に⽤いたいのでYouTubeへの動画アップロードは今後も是⾮続けて頂
きたいです。

7 授業動画の公開を途中でやめたりするのは、⾃由だと思うが、授業公開をするために
はチャンネル登録者が増えないといけないというのはいかがなものかと思った。

8 実りある時間をありがとうございました。
9 判例に対する学説の考えや批判を多⽅⾯から紹介してくださったので、偏った学び・

⾒⽅に陥らなかった点が良かった。
10 レジュメのコピーを配布してくださる唯⼀の授業でした。とてもありがたかったで

す。
11 最初はレジュメが⼀切無いと思っていたので、授業についていけるか不安でした。し

かし、毎回レジュメを配布してくださり、説明も丁寧だったので、とても分かりやす
かったです。

12 夏期に３・４年向けの英⽶法の集中講義を受けていたので理解がしやすかったです。
そうではないと難しい部分もあったのではないかなと思いました。しかし、先⽣の講
義は概ねとてもわかりやすかったです。

13 憲法Ⅰの頃よりも判例が多かった印象で具体的な話が多くあったので⾝近に感じるこ
とができた。内容は難しかったですが、授業を受けるという点に関しては⾯⽩かった
です。

14 授業内容もとても分かりやすかったですが、それ以上に、授業初めのためになる話を
たくさん聞けたことがとても楽しかったです。

15 内容は私にとって難しかったけど有意義な時間になりました。後期の間ありがとうご
ざいました。

16 経済的⾃由の話題が1番⾯⽩く聞けました。
全体的には割と難しく感じました。

17 私は特に⼈権総論が⾯⽩く感じました。前期までの統治機構論で少し憲法に対して苦
⼿意識をもっていましたが、⼈権総論が始まってから様々な学説の対⽴や考え⽅、捉
え⽅の違いを⾒ていく中で、憲法の⾯⽩さを少し感じることが出来たように思いま
す。

18 感染状況に応じて、オンラインでの受講には申請が必要な原則対⾯から、申請をしな
くてもオンラインで受けられるハイブリッド⽅式に変更して欲しかった。

19 割と冗談無しで、南野先⽣の授業のおかげで憲法にかなり興味を持てました。ありが
とうございました。これからも頑張って勉強していこうと思います。ゼミは憲法では
ないんですけど、、笑

20 レジュメはありましたが、判例や学説中⼼の参考資料という感じだったため、先⽣の
憲法論を理解するためにはよく集中して頭をフル回転させなければならず、とても勉
強になったと感じました。



21 同じような事件においても、裁判所の判断基準や根拠の違いを知ることができて興味
深かった

22 レジュメを配ってくれたのがよかった。レジュメに詳しくかかれていたり、リンクが
張ってあるので最短距離で知りたい判例や情報を得ることができた。ただ、対⾯だけ
でなく、オンライン参加を常時可能にしてもらえればいいと思った。

23 直接講義と関係がなくても選挙の話など⾝近な憲法の話に興味がわきましたし、勉強
になりました。

24 新型コロナウイルスが広がる中でできるだけ最後まで対⾯形式を保ったまま講義をす
ることへの⼯夫がされていて良かったと思います。

25 最初の⽅は、進みがゆっくりで丁寧でしたが、後半に向かうにしたがってペースが速
くなり、テスト勉強に苦しんでいます。もう少し⼀定のペースの⽅がありがたいで
す。
全体的には、新しい視点の話が多く、興味深い授業だったと思います。

26 後期間ありがとうございました。先⽣の話はとてもわかりやすかったです。
27 Youtubeで講義を公開して頂いたのはありがたいと思った。できれば、全講義を公開

して欲しかった。
28 憲法についての理解が深まる授業だと思います。⼤学で決められた指導範囲をただ教

えるのではなく、昨今の社会事象を考慮しながら掘り下げる講義形式でした。そのた
め興味が持続しやすかったと感じました。

29 参考書を読むだけでは(例えば判例について)、表⾯的な内容の理解にとどまるだけで
あったが、多数の憲法学者の主張等を勘案した南野教授による解説でさらなる知識の
体系化が進んだと感じる。⾮常に価値のある授業でした。ありがとうございました。

30 法学部⽣ながら憲法は⾃分から遠いところにある、お堅いものというイメージを抱い
ていましたが、授業を通して⾝近な存在に感じられ、興味がわきました。

31 基本書には深く書かれていない、原理まで遡った授業は⾮常に好奇⼼を刺激されるも
のでした。授業で基本書より深いことを扱うことで、基本書を読む段階でも理解の深
さ・速さが上がったと思います。判例を批判的に捉える視点も鍛えられたと感じま
す。

32 後期の間，短い間でしたがありがとうございました。とても分かりやすく、毎回の授
業に出席したいと思わせていただけるような講義でした。憲法Ⅰは内容も多く、あま
り憲法に興味がわかなかったのが正直な感想でしたが、本講義(憲法Ⅱ)を受けて憲法
も⼤変⾯⽩く、もっと勉強したいと感じるようになりました。学科試験、頑張りま
す。

33 憲法（⼈権論）の具体的な内容のみならず、憲法をどのように勉強していくべきかな
どについても講義内で教わることができて良かった。憲法の講義だけ他の講義と⽐べ
て、圧倒的に対⾯で受けている⽣徒数が多かった。

34 YouTubeで講義が公開されたことによって、授業だけでは理解が追い付かなかった項
⽬についての復習が容易になった。動画の画質もよくて⾒やすかった。



35 基本的に対⾯授業ばかりだったので集中して授業に参加することができました。オン
ラインで参加する際にメールで連絡が必要なのは学⽣にとっても先⽣にとっても⾯倒
ではないかと思いました。

36 ⼈権論は統治⾏為論よりも⾝近に感じられるため興味があり、有意義な授業でした。
最初から対⾯での授業はこの授業だけだったので、週2回は必ず学校に⾏くことでコ
ロナ禍でも⼤学の友達と会う機会ができ、よかったです。

37 授業の内容ではなく⽅法に関して、授業に関係のあるアナウンスはツイッターよりも
Moodleで⾏っていただけると確認がしやすいと感じます。

38 たまに本筋の話と本筋から離れた話との区別が出来ない時があった点と、解説におい
て俗語を使いすぎていたように思われる点以外は、不満はなかったです。約半年間あ
りがとうございました。

39 19回以降の講義もYoutube公開してほしいです。
テスト勉強で分からないところがあった際の復習に使いたいです。

40 憲法に対して苦⼿意識がありましたが、⼈権論は⾃分の⾝の回りのことと結びつけて
考えることが多く、授業を受けるのが楽しかったです。先⽣が授業中に最近話題に
なっている憲法問題（例えば、選択的夫婦別姓）に触れてくださるのも、学習のきっ
かけとなりました。

41 この授業の対⾯⽅式が維持されたことで、毎週きちんとキャンパスに来る理由ができ
てよかったです。後半のスピードアップで少し⼤変になりましたが、最後まで興味を
持って受けることができました。半期の間ありがとうございました。

42 時々講義についていけず、劣等感を感じた。⾃分でしっかり復習しようと思った。
43 理解しきれているわけではないと思いますが、⼀番判例集を読み込んだ授業だったと

思います。授業で取り上げたものの中には、私からすればこんなことでいちいち裁判
するの？というものもありましたが(君が代や地鎮祭など)、それぞれに憲法学上の問
題を多く含んでおり、考えを深めることができたと思います。半年間⾯⽩い授業をあ
りがとうございました。

44 南野先⽣の憲法の授業は説明が⾮常に分かりやすく、レジュメも論点を理解するため
に適切な箇所のみ掲載されているように感じました。

45 憲法を勉強していると、憲法の問題の背景に、⺠法も⾏政法も刑法も絡んでいて、２
年⽣の後期になって、ようやく１年⽣から勉強している他の科⽬との⼤きなつながり
が⾒えてきた気がして、やっと法の世界が⾯⽩いなと思うようになりました。３年⽣
からもっと様々な法律を深めていきたいなと思えるきっかけができて、南野先⽣の憲
法を受講して良かったなと思いました。ありがとうございました。

46 YouTubeへのアップは斬新で、⻑期休暇などで利⽤させてもらった。私が聞いている
のを家族もなんとなく聞いていることがあり、家族で⼤学の授業を疑似的に受けてい
るような、今までの授業にはない体験ができた。また、レジュメを⾒ずに先⽣の話だ
けを聞いていると、むしろその⽅が内容がすっと⼊ってくることがあり、レジュメを
⾒るべきか悩むこともあった。



47 2年後期で取った授業のうち完全に対⾯で⾏われる講義がこれだけだったので、ほぼ
憲法のためだけに⼤学に来ていました。家がそれなりに遠いので少し⾯倒に思うとき
もありましたが、the・⼤学の講義という雰囲気の中で友⼈と授業を受けることがで
き、楽しかったです。

48 レジュメはやはりあったほうがありがたいなと思います。
私は家で(学校でもですが笑)、オンライン授業を受けることが⼤変苦痛な性分ですの
で、対⾯授業を多くしてくださり助かりました。
ただただ、教科書やレジュメに沿うだけではなく、現在の時事問題等も取り上げつつ
講義してくださいましたので、理解が深まり有意義だったように思えます。
もう⼀つ、私はいろんな分野の話をまんべんなく聞きたいタイプですので、授業中盤
で投票があったと思いますが、毎年最初に投票をして、学⽣の意⾒を聞いてみるとよ
いかなとは思いました。

49  詳細なレジュメを配布しないで⾃分たちの書き取りに任せるというのは効果的だと
思います。ですがその分メモが遅れて聞き逃したりすることがあるのでなかなか難し
いなと思います。現在はレジュメに判決⽂や学説の紹介が書かれていますが、これは
⼝頭の説明だけではメモすることも難しい部分だと思うのでレジュメとしては重要な
部分を取り上げた良いものだと感じました。その他については丁寧に話してくださる
ので全く追いつかないというわけでもないので⼤学の講義としては適切ではないかな
と思います。

50 憲法学の性質上仕⽅のない事なのかもしれないが、判例に対する学説検討はあるとは
いえ、抽象性が⾼く解釈の⾃由度のある分野が多く、苦⼿に感じた。

51 授業⾃体はわかりやすかったが、⾃⾝のYou tubeチャンネルの登録者数に応じて授業
動画を公開するというのは如何なものかと感じた。

52 特記すべきことはありませんが、個⼈的には憲法学だけでなく、法学に絡めた雑談も
⾮常に興味深く、私の知⾒を広げてくれたものの⼀つであったと本講義を受講し終え
て感じております。今後の本講義でも、ある程度雑談を挟むと聴き⼿の興味関⼼を刺
激することに⼀役買うと考えるので、続けて頂けると良いと思います。後期の間、あ
りがとうございました。

53 雑談などもありましたが、それを含めて授業の内容が⾯⽩く、毎回楽しく授業を受け
ることができました。
以前はレジュメがないとのことでしたが、今年の授業でレジュメがあることで予習や
復習がしやすく、理解するのに役⽴ちました。ただ、ときどきレジュメのどこを読ん
でいるのか分からなくなる時があったので、⽂の途中から読み始めるときはあらかじ
め何⾏⽬かなど⾔っていただけるとよかったです。

54 毎回楽しい講義でした。
講義中継視聴での参加をもう少し広汎に認めても良いかとも思いました。



55 後期の間、お世話になりました。講義室での講義を受講できて⼤学に⼊ったんだとい
う実感が２年⽣ながら湧きました。法学部の講義の中でもいわゆる「⼤学の講義」と
いう感じがしました。
⼀部の回では感染状況の⼼配もあってオンラインでの受講もしましたが、正当な事情
があればオンライン受講の申請も可能であったことが助かりました。
また講義後に講義とは直接関係のない質問も明るく答えていただいて嬉しかったで
す。
ありがとうございました。

56 憲法Ⅰのときには、憲法は何を勉強すればいいのか全くわからずレジュメを丸暗記し
ようとして時間が⾜りず、評価も得られずといった感じでしたが、今は完全にわかる
とは⾔えないけれど去年よりはなんとなくわかるような気がします。途中からそれぞ
れの判例を読んだりするのが楽しく感じるようになりました。対⾯で授業を受けるこ
とができてよかったです。テスト勉強はまだまだ不完全なので頑張ります…。ありが
とうございました！

57 授業とは全く関係ないのですが、⽇本の議会制度について先⽣の意⾒をお聞きしたい
です。現在の参議院は衆議院のコピーのようなものになっていると考えています。そ
こで、その参議院を潰して裁判員制度のようなアマチュアによる市⺠議会を作ればい
いと考えていますが、その案への批判をしていただきたいです。twitterで待っており
ます。

58 判例を中⼼として判旨の読み取りから学説の対⽴、判例及び現状の問題点等、個⼈⼀
⼈では学ぶことが難しい論点まで取り上げられ、また、予備校的な学習ではあまり考
えることのない観点を提⽰していただき、学⽣側が頭を使って積極的に学ぶ必要のあ
る授業になっていたと思う。今後も情報量を多くする必要はないと思うが、レジュメ
も、⾃ら学習する際の⼀つの重要ポイントとして活⽤でき、⾮常に役に⽴った。

59  憲法に関する難しい議論も、噛み砕いて説明してくださることで理解しやすくしな
がらも、重要な論点は落とさずに講義してくださったことは、⾮常に難しかったとは
思いますが⼤変有難かったです。
 また、レジュメがあると、判決⽂や教科書の引⽤部分などにチェックを付けたり書
き込めたりして講義を受けやすいですし復習もしやすいので、レジュメを配布するの
は⾮常に効果があると思います。



60 先⽣の授業は⼤変丁寧で⼀定量をまとめたレジュメが配布され、⼀回あたりの授業が
⼤変充実したものになっていたと思います。
1. レジュメについて
どこかでも回答しましたが、現⾏の量程度のレジュメは必要であると思います。ま
た、我々のために印刷していただけるのは、他の授業ではなかなか無い事なので、是
⾮続けていただきたいと思います。ただし、印刷の形態が冊⼦状になっているため
に、時として復習・⾒直しをすることが難しい場合もあります。通常の順番で裏表印
刷していただけるとありがたいかなと思っています。

2. 授業形態について
この授業はほとんどハイブリッド形式で授業していただきました。オンラインで授業
をすると、どうしても集中⼒の持続が難しいので対⾯要素を⼊れていただけたので⼀
貫して授業を受けることができました。

ありがとうございました。
61  過去の学説や最⾼裁判所の裁判官の少数意⾒など、⾃学だけではなかなか⼿の回ら

ない部分についても詳しく学習することができたため、⼈権論を深く理解する上で効
果があったように感じます。また、判例を読む際に意識しておきたいことなどを指摘
していただいたため、判例学習がより⾯⽩いものになったよう思います。

62 授業の構成は、⼈権とは何かから⼊り、体系に従って進めていく構成でとても分かり
やすかった。判例の意⾒と学説の対⽴や違いなども明確に説明されたので、内容の理
解がしやすかったと思う。
レジュメについては、リンクが埋め込んであるのが復習がしやすくてよく、判例の年
号が⻄暦なのが個⼈的にはイメージしやすくて良かった。
 半年間ありがとうございました。

63 今年からレジュメ配布があったとのことで、レジュメ配布は本当に役⽴ちました。レ
ジュメがあることで復習がしやすかったです。授業動画の公開も、復習の際に情報整
理のために⾒返すことができ、助かりました。ただ、YouTubeの登録者数で動画を公
開するかどうか決めるというのは、学⽣のためではなくYouTubeの登録者数のための
ように思えてしまう⼈もいると思うので、学⽣のために公開するならば限定公開にし
た⽅がいいのではないかと思ってしまいました。

64 1，レジュメが丁寧で⾃学⾃習に⼤いに役に⽴った。
2，講義の内容も興味深く、また聞き取りやすいため学びやすいと感じた。

65 レジュメはあったものの、⾊々と頭で考えながらガリガリとノートを取るのが楽し
かったです。ありがとうございました。



66 講義を正当な理由なく休んだり、家で講義を受けたりしたいという理由からではない
ですが、わからないところをピンポイントでもう⼀度講義を聞いたり、うとうとして
いて若⼲聞き逃したところを補完するために聞いたりしたかったので公開して頂ける
のであれば全部の講義を公開してほしかったです。
内容は本当に⾯⽩く、学術的に興味をそそられる講義でした

67 専攻科⽬の対⾯授業はほとんどこの授業しか⾏っていないので、友達と会う貴重な時
間だった。
授業中は⾊々な⼩話が挟まれて飽きずに聞けた。
憲法は1を受けた時は中々頭に⼊らず、つまらないと感じたが、⼈権論では事例・判
例をたくさん読んでいる中で、段々⾯⽩く感じるようになり、良かった。

68 教科書やレジュメはあくまでも補助的な教材であって、教材ではなく先⽣⾃⾝の研究
や考えを中⼼に⼈権について考えていくことのできる授業だったと思います。⼈権と
いってもジャンルは様々であり、判例も幅広く、ノートを取るのは⼤変でした。
正直⾔って内容が難しい講義だと思いますが、退屈することのない講義でした。

69 いろいろな学説を検討しながら授業を進めていくというのが、⼀⼈ではなかなか難し
い勉強なので（⼀⼈でもちゃんとやるべきだと思いますが、浅くで終わってしまうの
で）、そこが良かったです。試験が怖いです。

70  もう少しゆっくりと講義を進めても良いのではと感じた。（1回の講義につき⼤体
レジュメ4ページ程度の進度・たまに６〜８ページの⽇があってもいいぐらい）
 それからYouTube上での公開は来年度以降も継続して欲しい。久々に憲法復習しよ
うかなという気分になった時に、レジュメを⾒るだけだとどうしても捗らない場合が
あるので映像があると臨場感が伝わりやる気が出てくると思う。

71  半年弱という短い期間でしたが、分かりやすい授業をしていただき、本当にありが
とうございました。判決、学説、条⽂を適度なバランスで掲載していたレジュメは、
これまで受けた授業の中で最も良質なものでした。先⽣がおっしゃっていたように、
ただ判決を覚える、あるいはそれに対する批判を暗記するだけではいけないことは理
解しつつも、その実践はなかなか難しいことと思います。学部⽣活も残り⼆年となり
ましたが、少しずつそうした学び⽅を⾝に付けていきたいです。また、先⽣の好きな
分野が統治機構論であるとのことなので、そちらの授業も聞いてみたかったとも思い
ます。これからもお体に気を付けて活動を続けていって頂きたいと思います。僕も将
来を⾒据えて頑張ります。



72  第⼀に、対⾯授業を最後までやったことが⼀番よかったです。このおかげで⾃宅に
困る不健全な⽣活に埋もれることはなく、学校に通学して、毎⽇、健康に暮らすこと
ができたのかなと思います。
 第⼆に、条⽂が少ない憲法は学説や判例の理解が⾮常に重要になると思います。し
かし、独学で教科書を読んでも時間がかかり、あまり理解できないことが多いと思い
ます。そこで、先⽣の授業の説明が役に⽴ちました。特に、先⽣が⼝頭でなめらかに
判例や学説の展開を説明することで、学説などがつながって理解できるようになりま
した。
 さらに、授業の各所で、⽣活や学校⽣活での注意点を説明してくださるのはありが
たかったので、これからも続けてほしいです。
ありがとうございました。

73 裁判の判決⽂を丁寧に読んでいく作業が1⼈では難しいので、どういうところに注⽬
するのかとか、とてもためになりました。
また、対⾯授業をしてくださったおかげで、やはりオンラインよりも毎回集中して聞
けた思います。また、レジュメも簡潔で分かりやすかったです。

74 憲法の考え⽅や論理、各権利について学ぶことができた。しかし、教員⾃⾝の考えに
基づく話や教員のプライベートな話も多かったため、それを講義の中で⾏うのはあま
り良く感じなかった。

75 授業内容が簡潔で憲法の試験対策という意味では、教科書的な論点を後から確認する
などしなくてはいけないのですが、それが必要になるほど様々な情報が盛り込まれて
いて、憲法⾃体にあまり興味がなかった⾃分でも、憲法をただ機械的に学習した場合
よりもずっと興味を持てたと思います。試験勉強中も、結局答案を書くときには何が
重要だったのか改めて考えるので、暗記とかとは違い、かなり学習をしているという
感覚になりました。

76 原則対⾯としながらもオンライン受講を認めてくださったことは⾮常に助かりまし
た。
全員オンラインにした回が⼀度あったと思うのですが、そのような連絡はその⽇の講
義欄で⾏うのではなく、ムードルのアナウンスメントを通じて⾏っていただきたいで
す。（アナウンスメントしない限りメール転送で通知が来ないためです）。実際、オ
ンラインに全⾯移⾏した⽇に、そのことを知らず⼤学まできてしまったことがありま
した。。

77 ⼤学に⼊りほぼ初めてに等しい対⾯での授業でしたが、私個⼈の感想としては対⾯で
の講義のほうがより様々な感覚を使って学べたように感じました。
今回の講義を通して、憲法も実は私が思っているよりも柔軟なものなのではないかと
感じました。時代の変化に合わせて⼈々の価値観が変わっていくなかで、憲法は変え
ずとも解釈を変化させていく、そのためには現在のニュースをよく⾒ることに加え、
やはり今まで積み重ねられてきた判例や学説を学ぶことが⾮常に重要だと思いまし
た。
半年間、ありがとうございました。
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