
2021年度後期 ［ 政治史 ］ 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？

3. 授業内容に興味がもてましたか。

97
応答

05:18
完了するのにかかった平均時間

終了済み
状態

法学部１年⽣  0

法学部２年⽣ 89

法学部３年⽣ 4

法学部４年⽣以上 4

その他 0

全て/ほとんど出席した 72

だいたい出席した 23

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

たいへん興味がもてた。 31

興味がもてた。 58

どちらともいえない。 4

あまり興味がもてなかった。 4

全く興味がもてなかった。 0

わからない。 0



4. 授業内容は理解できましたか。

5. 上記質問において、そのように回答した理由は？

2
応答 最新の回答

6. 授業内容の⽔準は適切と思いますか。

7. 上記質問において、「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。 22

だいたい理解できた。 59

どちらともいえない。 13

あまり理解できなかった。 3

全く理解できなかった。 0

わからない。 0

適切だと思う。 48

だいたい適切だと思う。 45

どちらともいえない。 3

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



8. 教員は⼗分準備していると思いますか。

9. 教員の説明の仕⽅はいかがでしたか。

10. 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。 88

おおむね準備している。 9

どちらともいえない。 0

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。 46

分かりやすかった。 48

どちらともいえない。 3

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。 71

だいたい聞き取りやすかった。 24

どちらともいえない。 1

やや聞き取りにくかった。 1

⾮常に聞き取りにくかった。 0

わからない。 0



11. 板書・OHP・配布資料等の視覚的⼯夫は授業を理解するのに効果がありましたか。

12. あなたはこの授業をどのように評価しますか。

13. 上記質問でそのように考える理由は何ですか。

56
応答

最新の回答
" ⾼校までに勉強した世界史をさらに深く掘り下げる内容で、⾮常に興味深かった…
"授業の進め⽅及び授業資料の点からご説明します。 まず、授業の進め⽅について…
"政治史の理論という新しいことを学ぶことができ、興味を持って授業に取り組むこと…

効果があった。 44

おおむね効果があった。 46

どちらともいえない。 7

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

⼤変評価できる。 48

評価できる。 47

どちらともいえない。 2

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



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。

45
応答

最新の回答
"話す速さが、聞き取りやメモ取りにちょうどよかった。そうした話す速さや内容の理解…

"先⽣の⾳声や共有していただく資料は問題なく⾒ることができました。冒頭先⽣が…

"Wi-Fiの接続が悪いときは、話が途切れ途切れになってしまい聞き取りにくかった。 し…

15.

16. ⾃由記述

28
応答

最新の回答
"zoomのチャット機能を使って何度も質問させていただきました。その度に丁寧に、あ…

"先⽣と対⾯でお会いしたりお話ししたりすることがなく残念な気持ちもありましたが、…

"授業中に質問を取る時間があったが、オンラインだとチャットに打ち込む時間が必要…



1 レジュメに従って毎回連続的に説明がなされていたため。
2 先⽣の説明を聞いてレジュメを⾒ると分かりやすくて、後から⾒返すことも楽にでき

るので勉強がしやすいという点で評価できると考えました。
3 内容に興味を持つことができたから。
4 話すスピードや授業スピードについての投票を⾏ったり、授業中に質問の時間を設け

たりして、学⽣と双⽅向の授業になるように⼼がけていらっしゃったから。
5 学⽣を置いていくことなく、とても丁寧に説明をしてくださったから。
6 先⽣の知識がもの凄く、その膨⼤な知識を分かりやすく説明しようとしてくれたた

め。また、実際にとても分かりやすかった。
7 もともと興味があった分野であったが、講義の中で今まで知らなかったことがふんだ

んに話され、さらに興味が湧いたから。
8 教授の話す速さであったり、レジュメの⾒やすさが評価できると思ったため
9 学⽣の理解度を確認しながら適切な速度と内容で講義を展開して頂いたから。

10 世界システム的な⾒⽅が⾯⽩合った。
11 授業の内容をおおむね理解できたため。
12 内容も興味深く、先⽣に丁寧に解説していただいたから。
13 世界史の知識を深めることができた
14 図がわかりやすかったから
15 丁寧に説明していて分かりやすかったからです。
16 終始聞き取りやすい話し⽅で、レジュメや図などの表⽰も効果的であったため。
17 丁寧に説明してくださって分かりやすかったです。
18 ⾼校の学びの延⻑線上にあり、かつ、教授の専⾨とする研究分野からの深い学びが

あったから
19 ちょうどよかったため。
20 分かりやすい
21 世界システム論という⼀般にはあまり知られていない理論を歴史的事例に沿って分か

りやすく学ぶことができたため。
22 これをきっかけに興味を持てたから
23 繰り返し重要な概念を説明してくださったり、適宜地図や写真、資料を提供してくだ

さったので授業内容のイメージがしやすかったから。
24 内容が興味深く、解説も丁寧だった。
25 論⽂の書き⽅なども教えてくださったことで、他の授業にも応⽤できる⽂章の書き⽅

や思考を学べたから。
26 ⾼校まで習ってきた世界史の内容とは⽐べ物にならないほど深い情報、内容を提供し

てくださったから。
27 先⽣の説明が分かりやすかったから。

13.上記質問でそのように考える理由は何ですか。



28 世界史未履修でも完全に理解するのは無理でもレジュメを⾒ながらであれば何とかつ
いていけたような気がします。

29 専制の独⾃の研究内容が、授業内に盛り込まれている点が⾯⽩かったから。
30 授業の準備等がしっかりなされていたから
31 内容が素晴らしく授業進度も適切だったと思うから。
32 もともと⾃分の興味のある分野であったことに加え、授業で先⽣が講義内容からそれ

ない程度でエピソード的な話をしてくださったため、最初から最後まで飽きることな
く聞くことができた。

33 授業内容も理論と当てはめとなっており、また資料や映像が適宜に提⽰され、理解し
やすかったから

34 論理を軸として、歴史が丁寧に論理的に解説されており、⾮常に理解が捗った。
35 内容がユニークで、最先端にいる教員だからこそ提供できるものであると考えたた

め。
36 政治史の分野について具体例も交えて的確に説明していたから。
37 説明がわかりやすかったから。
38 論⽂や書評の書き⽅を指導してもらえるから
39 授業の進⾏速度が丁度よく、学⽣の理解度を測りながら丁寧に進めていただけたか

ら。
40 授業のスピードが速すぎないか、質問はないか等、都度確認をとって対応してくだ

さったので、とても授業が聞きやすく安⼼して受講出来ました。
41 他の政治系の科⽬とは異なる切り⼝で、授業を聞いていて⾯⽩いと感じられたから。
42 レジュメが丁寧に作られていて、⾮常に読みやすく理解もしやすかったためです。

講義の形態としても、話のスピードも適切で聞き取りやすく、またある程度進んだと
ころや講義の初めにそれまでの部分の振り返りをしてくださったことも、その次の話
が頭に⼊りやすくなることに繋がっていたと思います。

43 基本的な事項から発展的な内容までていねいに説明されていたから。
44 内容⾃体は⾮常に興味深く、またナチスの体制や第⼆次世界⼤戦のことについて知ら

ない事実も多く聞くことが出来たため、知的好奇⼼が充たされるという点ではとても
楽しい授業だった。しかし国家社会主義やスターリニズム等の政治体制の分類を理解
するのが少し難しかったため、そのあたりで躓きながら話を聞くことが多く、難し
さ、分かりにくさを感じてしまうこともあった。

45 レジュメが簡潔にまとめられており、広義の内容も興味深く⾯⽩いものだと思ったか
ら。

46 分かりやすく、また⽣徒側の理解度をはかりながら話してくださったため。
47 丁寧なレジュメと解説でとても分かりやすく、また普通では聞けないような戦争の歴

史の裏側の部分を学ぶことが出来て⾮常に有意義だったから。
48 教授の専⾨的分野について詳しいお話を聞くことができ、それでいて難解に感じない

説明だった。
⾼校で世界史選択でないので難しい内容もあった。



49 丁寧な解説と⼊念なご準備が感じられる授業でした。⾮常に楽しかったです。
ただ、「⼤変評価できる」ではなく「評価できる」にチェックを⼊れたのは、レジュ
メが時々ミスリードを誘うような記述があり、先⽣の解説を聞いてはじめて正しい理
解が可能な部分があったためです。例えば、⾏為の主体が省略されていて、どの国が
⾏った施策なのかが分からない部分がありました。予習段階で理解がずれてしまい、
危うく事実を誤認してしまうことがありました。
もちろん授業に出席することが⼤前提ですので、こうした指摘は意味がないのかもし
れませんが、そうした部分の評価を含めて「評価できる」にチェックしました。

50 先⽣の説明が丁寧で、とてもわかりやすかった。
51 世界史の教科書には載っていないようなことをたくさん知れて⾯⽩かったから。

また、世界恐慌が起こった原因は、銀⾏恐慌のみにあるのではなくて農業界の動向も
⼤きく影響している、など⾼校までの理解を覆されるような点が多く興味が持てたか
ら。

52 説明を順序⽴ててしてくださったのでわかりやすかったです。また質問にも丁寧に答
えてくださいました。
また、図表も理解に役⽴ちました。

53 特に第⼆次世界⼤戦勃発とその原因について、今まで⾃分が考えていたものとは異な
る、新しい説明（農業の恐慌、戦後ドイツでの裁判状況など）があったからです。

54 政治史の理論という新しいことを学ぶことができ、興味を持って授業に取り組むこと
ができたから。先⽣の説明も分かりやすく、研究内容や史料も交えながらの授業に
なっており、レジュメを読むだけの授業になっていなかったから。

55 授業の進め⽅及び授業資料の点からご説明します。
まず、授業の進め⽅について、学⽣の⽴場に寄り添った進度をされていたと思いま
す。適度に休憩をはさみつつ学⽣からの質問のタイミングを設けていただきました。
質問や感想こそ⾔えなかったものの、その間に開設された内容を振り返る良い時間と
なりました。
また、授業資料も詳しく分かりやすく記述されており、共有していただく資料と先⽣
の解説によって理解のしゃすい授業であったと思います。Moodleにおいても、適宜資
料や論⽂がアップロードされており、それをもとにより深い復習をすることができる
きっかけになったかと思います。

56 ⾼校までに勉強した世界史をさらに深く掘り下げる内容で、⾮常に興味深かった。最
新の研究での⾒解や進捗状況なども伺えたのは、⼤変貴重な機会でもあった。

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 特にありません
2 オンライン授業で問題はなかったです。
3 特に問題はなかったと思います。



4 問題なかった。
5 特に問題はなかったのですが、教室のWi-Fiが弱く、授業が聞き取れない時が何度か

あった。
6 zoomの接続が不安定で、⾳声が聞きづらいことがあった。
7 時々通信状態が悪くなりzoomが落ちる場⾯があった。とくに画⾯共有を切り替えるタ

イミングで落ちやすいように感じた。
8 オンラインならではの良さがあって良かったと思う
9 伊都キャンパス周辺に住んでいる⼈はキャンパスへの移動に対する負担意識が⽐較的

少ないと思いますが、そうでない⼈からすれば伊都キャンパスというインフラが発展
途上のキャンパスに赴くには経済的・⾁体的な負担を強いられるので、オンライン継
続の⽅向を堅持すべきだと考えます。また、対⾯である必要性・実益もそこまで考え
られないし、学⽣の⾃由度が場所・時間共に⾶躍的に向上する為、学習意欲向上に貢
献する部分もあると思います。また、どの先⽣⽅も接続の問題等に適切に対処してお
られたため、オンラインだからと⾔って学習上の⽀障が特段⽣じていたとも⾔えませ
ん。

10 特に問題はありませんでした。
11 レジュメが画⾯共有なされていたのでどこを話しているのか分かりやすくてよかった

です
12 特に問題なかった
13 特に問題はなかったです。
14 オンライン授業の中でとくに不便を感じることはなかった。
15 問題ありませんでした。
16 問題ありませんでした。
17 全く問題なかった
18 特になし
19 ありません
20 資料の共有などしっかりしてくださって分かりやすかったです。
21 録画の共有等をして頂けるとありがたかったです。
22 問題なかった。
23 全く問題ありませんでした。
24 学校で講義を受けると、多数の⼈がインターネットに接続しているからか、とぎれと

ぎれになることがあり聞きずらい箇所があった。
25 特になし
26 問題なく受講できました。
27 問題なかった。資料の共有もあり、オンラインでの授業の⽅が理解しやすく感じた。
28 問題なかったと思います。
29 たまにリンクからzoomに⼊れないことがあったが特に⽬⽴った問題はない。
30 教授の声が近くて良かった

板書でなく画⾯共有で助かった



31 問題はなかった。
32 オンラインで受講できたのが⾃分にとってはとてもありがたかったです。
33 問題なかったです。
34 全ての回に出席しましたが、どの回も問題はなかったかと思います。快適に受けられ

ました。
ありがとうございました。

35 特に問題はなかった。
36 接続が少し悪いときもあったがおおむね問題なく、また資料や映像を共有していただ

けたという点ではメリットもあったように思う。
37 レジュメを画⾯共有しながら講義をしているのが良かった。
38 Zoomのアンケート機能で、進度や話し⽅について学⽣の意⾒を取り⼊れてくださっ

たので、理解度が⾼まったと思います。
39 11項の通りです！
40 問題なかった

対⾯より集中できると思う
41 集中⼒という点では対⾯授業に劣ると感じた。
42 特にありませんでした。強いて⾔えば最後の講義でリンクに直接アクセスできなかっ

たことだけです。
43 Wi-Fiの接続が悪いときは、話が途切れ途切れになってしまい聞き取りにくかった。

しかし、史料や動画の共有はオンラインでも不⾃由は無く、⾃分のパソコンで⾒られ
るのでむしろ便利だったと思う。

44 先⽣の⾳声や共有していただく資料は問題なく⾒ることができました。冒頭先⽣が適
宜「⾒えますでしょうか」などと確認などしていただいたおかげであると思います。
また、ときには動画もご利⽤いただいたおかげで分かりやすかったです。ただし、動
画についてはZoomが抱えきれず⾳声や画⾯が滑らかであったのは難しく改善・検討
の余地があろうと思います。

45 話す速さが、聞き取りやメモ取りにちょうどよかった。そうした話す速さや内容の理
解度について、アンケートを取ったり質問を受け付けたりするなど、学⽣側のことも
⾮常に細かに考慮してくださったのは、オンライン授業において⼤変助かった。

16.⾃由記述
1 世界史、特に近代史は⾷わず嫌いしていましたが、とても楽しかったです。法律の授

業ばかりで飽き飽きしていたのでリフレッシュという⾯でもちょうどよかったと思い
ます。

2 特にありません。
3 特にありません。ありがとうございました。



4 理論、史実への当てはめ、解釈という順番で授業が展開され、かつ授業中に以前扱っ
た内容の復習をしていただいたおかげで理解がしやすかったです。

5 とても興味深かったです。
6 毎回の講義がとても楽しかったです
7 ありがとうございました！
8 世界システム論と国家社会主義論を使って歴史を眺めるだけで、随分と流れが分かり

やすく、⾯⽩いなと感じた。
9 先⽣の授業に対する熱意が伝わる授業でした。ありがとうございました。

10 今期の間熱⼼に授業をしてくださってありがとうございました。⾃分もナチスについ
て興味があったので、⾮常に楽しく授業を受けることができて良かったです。

11 学⽣に⾮常に配慮があり、聞いていてとても楽しかったです。
12 世界史に興味があったため、世界史の事実に理論を適⽤して解釈していくというのが

とても新鮮で楽しかった。また、⾼校までの授業では出てこないような内容について
も学ぶことができ、新たな発⾒があった。

13 最初に講義全体に渡るシステム（理論）について説明をしてくださり、それを当ては
めていくような形で授業を組み⽴ててくださったことで、理解しやすかったと思う。
半年間ありがとうございました。

14 世界史ということで、難しく理解できないのではないかという懸念もあったのです
が、実際聞いてみると説明が分かりやすく、何度も重要箇所を繰り返してくださるの
で理解ができたと思います。

15 進⾏スピードもちょうどよく、授業内容も⾯⽩かったです。世界システム論などを通
すことは、新たな歴史の⾒え⽅捉え⽅ができて新鮮に感じられました。

16 全体的に受けやすく、理解が難しいところもレジュメと他の図などを⽤いて重点的に
解説していただいたため、それほど難しいと感じませんでした。ありがとうございま
した。

17 アヘンとナチスに関係があった事など、新しい知識に出会えて楽しかったです。あり
がとうございました。

18 特に不満に思うこともなく良い授業であったと思った。
19 ありがとうございました。
20 レジュメも解説も丁寧でわかりやすく、何より世界システム論やファシズム研究にお

ける先⽣の熱意が伝わる⾮常に有意義な講義でした。ありがとうございました。
21 先⽣の今後の授業も受けたいと思いました！
22 世界システム論を基に近代世界を解釈するという、今まで全く知らない考え⽅を学ぶ

ことができて⾯⽩かった。
今後の世界の動向を、世界システム論の⾒⽅で捉えてみるのが楽しそうだと思った。

23 これまでの歴史の勉強はこつこつと事実を学ぶばかりでしたが、世界システムと国家
社会主義の理論に事実をあてはめ分析をしていく⼿法を丁寧に学ぶことができて、⾮
常に興味深く講義を受けることができました。ありがとうございました。



24 ⼤変に⾯⽩い講義でした。ありがとうございました。
今後も政治史(外交史など)を学んでいく際に、本講義で学んだことを照らし合わせて
いきたいと思います。

25 第⼀次世界⼤戦のドイツの世界戦略、第⼆次世界⼤戦のドイツの電撃戦などを、⼤学
の授業で詳しい説明を受けたことは新鮮であった。特に、ロンメルの北アフリカ戦線
と（南ロシアの油⽥を狙った）独ソ戦が結びついていたことは、今まで読んだどの本
にも書かれておらず、活気的であった。
わたしも、昔、「我が闘争」を読もうとしましたが、最初の⽅で、彼の⻘年時代のこ
とがひたすら書かれていて、ほとんど理解できず、途中で読むのをあきらめてしまい
ました。先⽣は中学時代に読破されたそうで、それだけでも、先⽣の熱意が伝わって
きました。
ありがとうございました。

26 授業中に質問を取る時間があったが、オンラインだとチャットに打ち込む時間が必要
になるのでもう少しだけ時間を取っていただけたらと思う。質問があってもチャット
に打ち込む間に次に進んでしまうと質問しにくくなってしまうので、時間を取るか、
zoomの「⼿を上げる」機能の活⽤などをしても良いと思う。

27 先⽣と対⾯でお会いしたりお話ししたりすることがなく残念な気持ちもありました
が、⼀貫してペースや内容が貫かれていたために安⼼して授業を受けることができま
した。
恥ずかしくて授業中にカメラをONにすることはできませんでしたが、できるだけ早
くZoomに⼊室し、⾳声確認をさせていただくことを通じて、先⽣との連携や授業へ
の意欲を⽰せたかなと思っております。
来年度のゼミでは第⼀志望と曜⽇が重なり、先⽣のゼミに⾏くことはできませんが、
また⼤学でお会いすることがあれば、ご挨拶にお伺いしたいと考えております。世界
史に興味関⼼があるとともに、ドイツにも留学・旅⾏に⾏きたいと考えております
し、先⽣から何かしらアドバイスや何気ないお話をお聞きしたいとも考えておりま
す。
ありがとうございました。Vielen Dank für den wunderbaren Vortrag!

28 zoomのチャット機能を使って何度も質問させていただきました。その度に丁寧に、あ
るいはさらに掘り下げてお答えくださって⾮常に嬉しかったですし、何より勉強にな
りました。本当に⾯⽩い講義をありがとうございました。
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