
学園祭展示アンケート集計結果 
1. はじめに 
・設問 1でブロック分けを行う。 

・ ブロック分け基準：aから優先的にブロックに分ける。二つ以上のチェックは優先ブロックに分けた後、

他のチェックを重複分としてそれぞれのブロックに括弧で総数を記入している。 

・ コメントの重複は括弧内の数字によって示す。括弧がない場合は 1とする。 

 

（集計者より）設問 b に関して写真部に家族・友人がいると勘違いしているような事例がいくつか見受

けられた。アンケート作製時には紛らわしい表記がないよう留意されたい。また、何のデータをとりた

いのかを明確にしなければ無駄な資源・時間、また、お客様にも無駄な時間をとらせることになる。 

 

 

2. アンケート回収数とブロック内訳 
アンケート回収数 402 

無記入 3（ブロック f） 

 

a) 本学の学生及び職員 103 

b) 家族や友人が農工大にいる 129（134） 

c) 農工大に将来入りたい 28（29） 

d) 近所に住んでいる 62（64） 

e) その他 74（78） 

f) 設問 1記入無し 3 

g) 全無記入 3 

 

 

3. ブロックa
音楽・BGM 

写真と合っている 2 

写真と合っていない 2 

よい 4  うるさい 2 

音楽も秋を感じてよかった 

 

会場 

場所がよくない 

黒板について 

汚い 

覆ってほしい 

活用すべき 

展示方法 

見やすい 3 

シンプルでよい 4 

飾り方をもう少し丁寧に 

トイカメラの作品もあるとよい 

椅子と写真集が嬉しい 

レイアウトがよい 

パネルに関して 

白で統一したらよいのでは 

組写真にしてもよいのでは 

目線の高さで見やすい 

 



サイズに関して 

サイズが全て同じ、平等？ 

もっと伸ばしていい 

写真のすぐ下に説明があるとよい 

どこで撮ったのか書いてあるとよい 

 

作品数 

少ない 5 

 

統一感 

テーマによって統一感があった 

工夫をすればテーマに統一感が出そう 

 

テーマ「秋」 

暗幕に紅葉などがあるとよい 

季節を感じられて和む 

 

雰囲気・全体・その他 

静か・落ち着いている 25 

よい 17 

面白い 2 

渋い 

きれい 

おしゃれ 

殺風景 

本格的で驚いた 

作品が良かったので雰囲気はどうでもいい 

写真部は変わった 

カラーからモノクロ、自然から人物まで色々あっ

てよい 

もっと広報をすべき 

写真集も楽しめた 

 

4.ブロックb 
音楽・BGM 

あるとよい 2  よい 2 

合っていた 

 

会場 

生協ホールじゃなくて残念 

照明がもっとよければよい 

 

展示方法 

見やすい 4 

もっと飾ってみては 2 

学科・学年・使用機材の表示があるとよい 2 

テーマの位置が見づらかった 2 

コメントや撮影者の顔があるとよい 

もっと大きいサイズにしてよい 

パネルが雑で気になる 

コメントがあった方がよい 

壁面の大きい写真が綺麗で見やすい 

組写真があるとよい 

幕を壁に貼るなどの工夫があるとよい 

壁がむきだしじゃないとよい 

工夫があると写真が生かせる 

モノトーンで決めると高級感が増す 

なにかひとつインパクトのあるものを 

一人一人違う展示の仕方でも面白いかも 

板を立てて貼っているのが面白い 

もう少し大きな板を 

ポートフォリオに作家の名前があるとよい 

 

作品数 

作品数が少ない 6 

作品数がもっと多いとよい 5 

 

広報 

受付もよい 

もっと人の呼び込みができるとよい 

DM はないのか 



テーマ「秋」 

テーマ「秋」が全体でよい 

それぞれの秋を写真から感じられてよい 

秋を感じる 

 

販売 

ポストカードの販売があるとよい 2 

カレンダーがほしかった 

 

雰囲気・全体・その他 

よい 20 

静か・落ち着いている 9 

寂しい 4  シンプル 3 

種類が多く楽しめた 3 

アルバムがよかった 2 

面白かった 2 

テーマ展をしてみては 2 

まぁまぁ  ほのぼの 

おしゃれ  単調 

タイトルで伝えたいものがわかるといい 

せっかくのクラブ活動なのだからテーマ展をやる

と雰囲気がしまるのでは？ 

こじんまりとしていてよい 

去年よりこじんまりしている 

少し入りづらい 

入りやすかった 

展示に集中出来た 

コーヒーが合いそう 

外と中の空気が違う感じがして落ち着く 

どこかなつかしい 

においがいい 

テーマ展をしてみては 

5.ブロックc 
音楽・BGM 

BGM が気になる 

 

展示方法 

みやすい 2 

シンプル 2 

台紙がいい 

風景や動物だけだとさびしい 

ひっそりとして落ち着く 

写真の飾り方がうまい 

写真をもっと飾っても良い 

 

テーマ「秋」 

秋のテーマにしみじみした 

 

販売 

ポストカードの販売があるとよい 

 

雰囲気・全体・その他 

よい 5 

静か・落ち着いている 3 

居心地がよい 

アルバムがよい 

充実していた 



6.ブロックd 
音楽・BGM 

音楽があってよい 

 

会場 

もっと広く 

 

展示方法 

もっと大きいサイズにしてよい 6 

見やすい 

作品番号をふるとアンケートが書きやすい 

撮影場所を明記してほしい 

黒幕で壁を隠すと写真が引き立つ 

コメントがあるとよい 

展示方法にもっと工夫を 

カメラ・レンズ・露出などの情報があるとよい 

 

作品数 

作品数が多いとよい 7 

作品数が少ない 2 

一人三枚くらい展示してほしい 

 

テーマ「秋」 

秋物の風景が更に多く感じた 

シンプルだけど秋のイメージがよく出ていた 

よい 

 

販売 

撮影サービス・スタジオがあるとよい 2 

 

雰囲気・全体・その他 

よい 8 きれい 2 

静か・落ち着いている 3 

寂しい 3 

毎年イメージが変わってて楽しんでいる 

やさしい かわいい 

素っ気ない 

 

7.ブロックe 
音楽・BGM 

よい 

iPad が展示用だと思った 

BGM のチョイスが気になる 

 

会場 

すっきりとしてスペースがあってよい 

教室の雰囲気が暗く、ぱっとしない 

 

展示方法 

見やすい 3 

大きい写真も見たい 

テーマが秋であることに気付かず見過ごしていた 

展示の仕方に？？ 

アルバムの置き方に工夫をした方がよい 

組み写真があるといい 

大きな作品がある照明など工夫をするとおしゃれ

になる 

黒と白のバランスがよく写真が引き立っていた 

データや解説があるとよい 

 

作品数 

作品数が多いとよい 3 

作品数が少ない 3 

写真の数がちょうどよく見やすかった 

 

統一感 

いろいろなジャンルがあってよい 

 

テーマ「秋」 

テーマがそろっていてよい 3 

テーマが身近だった 

展示にテーマが見えない 

 

販売 

ポストカードの販売があるとよい 

 



雰囲気・全体・その他 

よかった 8 

静か、落ち着いている 7 

シンプル 3 

悪くはない  ごく普通 

こじんまりして見やすい 

ゆっくり見られてよかった 

可もなく不可もない 

入りやすい 


