
掲 示
学生のみなさんへ

「全学教育授業アンケート」の実施について

本学の全学教育科目では、平成１３年度から授業アンケートを実施しています。これ

は、全学教育の授業と教育システムを改善するため、学生の考えがどのようなものか把

握する目的で、各授業の終盤に行うものです。

授業アンケートの結果は、統計データと自由記述をとりまとめて、個人が特定できな

い形で各担当教員に報告されます。また全学教育に関する会議で全体の結果が共有され、

大学としての施策を検討する際の参考にもされます。各授業や全学教育全体の改善につ

なげるうえで大変重要なアンケートですので、学生のみなさん全員の回答へのご理解・

ご協力をお願いします。

記

（１）対象科目

第２学期に開講されている全学教育科目について実施します。

（２）実施方法

ISTU/DCシステムの各科目コース内にアンケートを展開しています。回答のタイミ

ングについては授業時間内に担当教員から指示がありますので、指示がありました

ら回答してください。 

※一部の外国語科目（英語 C2、展開初修語など）は授業が前半クォーターと後半ク

ォーターに分かれていますが、授業アンケートは１学期末に１回のみ行います。 

※基礎初修語のうち授業担当教員が曜日によって異なる授業では、教員ごとにアン

ケートを行います。基礎初修語以外の科目については、複数教員が担当している場

合もアンケートは１回のみ行いますので、授業全体について回答してください。 

（３）調査結果の取扱い 

授業科目ごとの集計結果は授業担当者に返却され、授業改善の参考に供されます。

全体および科目区分ごとの集計結果は、全学教育に関する会議の場で共有されたの

ち、全学教育の Webページで公表されます。 

https://www2.he.tohoku.ac.jp/zengaku/zengaku_eq_g.html 

令和４（２０２２）年１１月 

学務審議会委員長 



Notice 

ATTN: Students 

General Education Course Questionnaires 

In 2001, Tohoku University began conducting student questionnaires of its General Education 

courses. These course questionnaires are used to improve the General Education courses and 

educational system and allow us to make future course improvements by providing an understanding 

the students' point of view. 

The statistical data and free answers derived from the results will be summarized and reported to 

each instructor for use in improving their courses. 

We ask for your understanding and help in this matter. 

- - -

(1) Target Courses

Questionnaires will be conducted in General Education courses held in the second semester.

(2) Method

Questionnaires are deployed within each subject course in the ISTU/DC system. Please respond

when instructed to answer by the instructor during the class. 

 Questionnaires for Foreign Language Courses (English C2, Languages for Multilinguality in

Practice) will be conducted only once in the end of this semester, even they are divided to third and

fourth quarters.

 For courses of Introduction to Languages for Multilinguality with different instructors on different

days of the week, the questionnaires will be conducted to each instructor. For the others omnibus

courses, the questionnaires will be conducted only once, so please answer for the questions about

the whole class.

(3) Handling of Results

Data will be compiled from the questionnaires and used to make future improvements to General

Education courses. 

A report of the results will be published on the General Education Web page. 

https://www2.he.tohoku.ac.jp/zengaku/zengaku_eq_g.html 

November 2022 

Academic Affairs Committee Chair 



授業アンケートの回答方法について How to answer for course questionnaires

1.東北大学ポータルサイトにアクセスし、「ISTU/DC “ISTU on the Digital Campus”」をクリックします。
Please access the Tohoku University Portal Site and click [ISTU/DC “ISTU on the Digital Campus”].



科目A

科目B

2.アンケートを回答する科目を選択します。
英語C1,C2および展開初修語の各科目は、「（科目名）-2」のコースを選択してください。
Please select the course you will answer the questionnaires.
When you select English C1, C2, Languages for Multilinguality in Practice and Introductory Science 

Experiments (only for FGL course) , please choose the course “(Subject Name)-2”.



3.選択した講義のページ中「講座の概要」のところに、授業アンケートが展開されていますので、そちらをクリックします。
アンケートのタイトルは、「授業アンケート（科目名[講義コード等]）となっています。
基礎初修語で曜日ごとに担当教員が異なる場合、タイトルの頭に曜日・講時と担当教員を明記しています。
（例） 「（月2・A先生）授業アンケート（基礎中国語[202201-CB12199]）」

Please click the mark of questionnaire at “Course Summary” field in the course page.

授業アンケート…

ページが切り替わったら、「アンケートに回答する」をクリックします。
Please click “Answer the questions” when the page is changed.



4.アンケートの設問が表示されますので、回答を入力し、ページ最下部の「回答を送信する」を押してください。
When the questions are displayed, please fill out the answer and click “submit questionnaire” at the 

bottom of the page.
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