平成 30 年 7 月 11 日
学生 各位
総合教育センター長

平成 30 年度前(春)学期 授業評価アンケートの実施について
平成 30 年度前(春)学期の授業に対する学生の皆さんによる授業評価アンケートを下記の
とおり実施しますので、回答をお願いします。
このアンケートは、あくまで授業目的の達成度を向上させるために、教員、学生の双方
が気をつけること、努力すべきことを自覚するためのものです。成績評価とは全く関係あ
りません。
なお、科目等履修生・国際交流学生を除き、授業評価アンケートに回答していない学生
は、成績表をダウンロードすることができませんので、成績発表(平成 30 年 9 月 3 日予定)
までに回答願います。
記
1. 回答期間

平成 30 年 7 月 11 日(水) ～ 10 月 10 日(水)
※ 但し、平成 30 年 9 月修了生は、9 月 26 日(水)以降は回答できません。

2. 対象科目 平成 30 年度前(春)学期, 第 1～2 クォーター及び通年(10～9 月)で開講する
すべての科目
3. 回答方法 次の URL から回答してください。
<アンケート回答ページ URL>
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=class_evaluation_list
※ 学生情報ポータルにログインした後、
「▼ その他のリンク > 学務課・授
業評価アンケート」からもアンケート回答ページにアクセスできます。
4. 注意事項
・ 受講登録した全ての科目について、必ずアンケートに回答するようにしてください。
・ 平成 30 年度前(春)学期の成績交付は、成績閲覧 Web システムを用いて行います。授
業評価アンケートに回答していない場合は、成績交付を受けることができません。成
績発表(平成 30 年 9 月 3 日予定)までに回答してください。併せて、成績交付を受ける
2 営業日前までに成績閲覧用パスワードも設定してください。
・ 成績交付を受けた後は、アンケートの回答内容を編集することができません。
・ このアンケートは匿名で集計処理されます。したがって回答結果については、自由記
述欄も含めて個人を特定されない形で授業担当教員に通知されます。また、関係する
課程長・専攻長に通知される場合があります。
5. 集計結果の公表

学務課ホームページ「学務課からの案内(学内専用)」に掲載します。
6. その他
授業評価アンケートを実施する目的は、大学・教員にとっては、
1. 各課程(専攻)の教育プログラム、教育目標の改善のための情報を得ること、
2. 教員個々の授業の進め方など、教育力向上のための情報を得ること、
3. 教員研修のための授業公開の候補となる授業の情報を得ること、
などです。一方、学生の皆さんにとっては、
1. 授業の目的を理解し、その修得に十分努力したか、
2. 学習目標に対する達成度レベルはどうであったか（学部科目のみ）
、
など、これからの各自の学習力を向上させるために役立つものとなるはずです。
アンケート結果は、本学教育内容の改善と充実のために使用し、それ以外の目的に使
用することはありません。ここから得られた情報によって教育方法が改善され、授業
の満足度及び達成度の一層の向上が図れるよう、真摯な態度で率直に回答願います。
これまでの授業評価アンケート結果は、学務課ホームページに掲載されています。
< 学務課ホームページ URL >
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/
以上

July 11 , 2018
To All Students

The Head of the Center for Education and Research

2018 First (Spring) semester class evaluation questionnaires
All students at Kyoto Institute of Technology are requested to complete the class
evaluation questionnaires for the First (Spring) semester 2018.
The main purpose of the questionnaires is to provide both teachers and students with
insights into what they should know and consider in order to achieve the goal for each
class. Students’ answers will not affect their grades.
Students (except for Non-degree Students and International Exchange Students) who
do not complete questionnaires are not eligible to browse or download their grades on
the web system. Please complete the questionnaires by the release date of grades
(September 3, 2018).
2018 First (Spring) semester class evaluation questionnaires
1. Period
From July 11 (Wed.) to October 10 (Wed.), 2018
* Those students who graduate in September 2018 will not be able to access the web
system after September 26.
2. Classes
All the classes for the First (Spring) semester, 1st/2nd quarters, and full year
(October to September) .
3. Questionnaire method
Please access the following URL and follow the instructions to complete
questionnaires.
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=class_evaluation_list
* The questionnaires can also be accessed from the Educational Affairs Division
website. (Login > My Page > Evaluation questionnaires)
4. Note
・Please make sure to complete questionnaires for all your registered classes for this
semester.

・Your grades for this semester will be uploaded on the Web Grade Browsing System on
September 3 , 2018. Students who have not completed their questionnaires are not
eligible to browse or download their grades. Please complete the questionnaires by the
release date of grades.
・The answers you give on the questionnaires will not be available for editing once your
grades are downloaded.
・ The results of the questionnaires, including comments, will not be personally
identifiable as they will be aggregated and processed anonymously. They will be
distributed to the instructor(s) of each class, and may also be forwarded to university
personnel related to the class.
5. Aggregate questionnaire results
Aggregate results for the questionnaires will be announced on the information page
(internal access only) on the Educational Affairs Division website.
6. Further details
The purposes of the class evaluation questionnaires are, for the university and
instructors:
1. to obtain information to establish better education programs and their objectives
2. to obtain information to be used by instructors to improve their class quality, and
3. to obtain information on classes to be selected for classroom observation for
teacher training; and for students:
1. to see how much they understand the class goals and make efforts to achieve the
goals
2. to see how much they have achieved the class goals (only for undergraduate
classes).
Therefore, the questionnaires are expected to help students’ study in the next
semester onward.
The results of the questionnaires will be used to improve and enhance education
programs of the university, and will not be used for other purposes. Please keep in
mind that you complete the questionnaires in a fair and sincere manner, as the
results will be implemented for further improvement of students’ satisfactory and
achievement levels of classes.
For the results of the past class evaluation questionnaires, please refer to the
Educational Affairs Division website.
<URL for the Educational Affairs Division website>
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/

