
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業改善等に関する報告書（平成２８年後期）大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

授業アンケートへのフィードバック 

平成 28 年度より、学内で使用されている LMS (Learning Management System）manaba 上で学生が回答し

た授業アンケート内容に対し、教員がコメントする形式を採っている。 

次ページ以下に、それらの「授業アンケートへのフィードバック」をまとめて掲載し、授業改善等に関する

報告とする。 

 



科目名 担当教員名 教員からのフィードバック
フランス語１ｂ 藤井　陽子 本授業の狙いは、フランス語の基礎を学び、フランス文化に対する

理解を深めることでした。授業に積極的に参加し、小テスト・授業
内試験の結果も大変良好で、熱心に取り組んだことがわかりまし
た。予習・復習時間が想定よりも少なかったので、改善したいと思
います。

法学 斎藤　孝 ①学生と教員との間における問題提示と解答という授業形態がたり
なかったように、集計結果から受け取れましたので、今後は授業に
おいて積極的にｊ取り入れていきたいと思います。
②自宅学習の時間が足りないように、集計結果から受け取れました
ので、今後は授業において積極的に宿題（レポートなど）を課そう
かなと思います。
③受業において質問をしない傾向があるように、集計結果から受け
取れましたので、今後は受業において積極的に質問をさせるように
したと思います。

ＴＯＥＩＣリスニング 中山　誠一 この授業では，中国からの留学生5名の皆さんと本学の学生7名の履
修がありました。TOEICテストのリスニングの練習はもちろんのこ
と，mingle sheetを利用しての英語によるやり取りはとても興味深
くまた意義深かった気がします。TOEIC リスニングについてはもち
ろんのこと，国際語としての英語とは，何かについて少しでも体験
いただけていれば幸いです。

フランス語２ｂ 岡本　尚子 前期に引き続き、基礎的なフランス語の知識を固めつつ、ステップ
アップしていくことを目標に授業を行いました。前期と同じく、ほ
とんどの人が積極的に参加していたので、スムーズに授業を行うこ
とが出来ました。後期は積極的に仏検に挑戦する人も増え、全体的
にとても良い雰囲気で授業を行うことができ、教える側としてもと
ても嬉しく思っています。「フランス語２」でフランス語の授業は
終了となりますが、最近はインターネット等で自習ができる良いサ
イトも増えていますので、そういったものも活用し、これからも是
非フランス語の勉強を続けて欲しいと思っています。また何か質問
等あったら、遠慮なく声をかけてください。

倫理学入門ｂ① 岡部　英男 ○小テストを授業2回に1回のペースで、合計7回実施した。小テスト
を書くためには、授業でしっかりノートをとる必要があるので、大
半の学生では授業への取り組みの向上が見られたと思われるが、出
来のあまり良くない学生の数が昨年より若干増加したようにも思わ
れるので、今後その対応を改善していきたい。
○初回の授業、および試験の直前に、試験にはインターネットなど
で容易に調べるだけでは不十分な問題も出題される旨を注意してお
いたので、試験では見当違いの答案はほぼなかったが、欠席の多い
学生には問題を読み違える者も若干見られた。
○小テストのフィードバックについては、小テストの解説を次回の
授業の始めに前回の授業の復習をかねてできるだけ行ったが、時間
の関係で、復習はできても小テストの解説が不十分な場合もあった
ので、次年度はそれも行いたい。

倫理学入門ｂ② 岡部　英男 ○試験は、学生の希望も聞いて、最終回の授業時ではなく14回目の
授業時に行い、15回目の授業では試験のフィードバックを行った
が、試験を受けても15回目の授業を欠席したために失格となる者も
若干いたので、次年度は15回目に試験を行うこととしたい。
○授業の難易度については、「十分に理解できた」が13％、「ほぼ
理解できた」が41％、「まあまあ理解できた」が39％であった。授
業のスピードについては、「適切」が39％、「どちらかといえばあ
てはまる」が48％であった。授業のわかりやすさについては、「と
てもよくあてはまる」が28％、「どちらかといえばあてはまる」が
59％であった。板書のわかりやすさについては、「とてもよくあて
はまる」が24％、「どちらかといえばあてはまる」が37％であっ
た。声や言葉の聞き取りやすさについては、「とてもよくあてはま
る」が41％、「どちらかといえばあてはまる」が46％であった。授
業の満足度については、「とてもよくあてはまる」が30％、「どち
らかといえばあてはまる」が54％であった。どの項目についても大
半の学生から肯定的な回答が得られていると思われるが、いっそう
わかりやすい授業を心がけたい。
○学生による自由記述の回答がなかったのは残念だが、小テストの
際など、何らかの形でそれを聞くように努めたい。

現代の哲学ｂ① 岡部　英男 ○小テストを授業2回に1回のペースで、合計7回実施した。小テスト
を書くためには、授業でしっかりノートをとる必要があるので、大
半の学生では授業への取り組みの向上が見られたと思われるが、出
来のあまり良くない学生の数が昨年よりも若干増加したようにも思
われるので、今後その対応を改善していきたい。
○初回の授業、および試験の直前に、試験にはインターネットなど
で容易に調べるだけでは不十分な問題も出題される旨を注意してお
いたので、試験では見当違いの答案はほぼなかったが、欠席の多い
学生には問題を読み違える者も若干見られた。
○小テストのフィードバックについては、小テストの解説を次回の
授業の始めに前回の授業の復習をかねてできるだけ行ったが、時間
の関係で、小テストの解説が不十分な場合もあったので、次年度は
それも行いたい。
○試験は、学生の希望も聞いて、最終回の授業時ではなく14回目の
授業時に行い、15回目の授業では試験のフィードバックを行った
が、試験を受けても15回目の授業を欠席したために失格となる者も
若干いたので、次年度は15回目に試験を行うこととしたい。

［2016（後期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック
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科目名 担当教員名 教員からのフィードバック
［2016（後期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック

現代の哲学ｂ② 岡部　英男 ○授業の難易度については、「十分に理解できた」が16％、「ほぼ
理解できた」が38％、「まあまあ理解できた」が30％であった。授
業のスピードについては、「適切」が41％、「どちらかといえばあ
てはまる」が41％であった。授業のわかりやすさについては、「と
てもよくあてはまる」が38％、「どちらかといえばあてはまる」が
38％であった。板書のわかりやすさについては、「とてもよくあて
はまる」が32％、「どちらかといえばあてはまる」が30％であっ
た。声や言葉の聞き取りやすさについては、「とてもよくあてはま
る」が41％、「どちらかといえばあてはまる」が43％であった。授
業の満足度については、「とてもよくあてはまる』が41％、「どち
らかといえばあてはまる」が38％であった。どの項目についても大
半の学生から肯定的な回答が得られていると思われるが、いっそう
わかりやすい授業を心がけたい。
○学生による自由記述の回答がなかったのは残念だが、小テストの
際など、何らかの形でそれを聞くように努めたい。

化学の世界ａ 菅野　元行 履修生22名中回答者は13名でした。その内11人の方々には高い評価
をいただきありがとうございました。
教員としては昨年度よりも効率的な授業内容にできたのですが、総
合評価で昨年度の4.73から今年度の4.23に下がってしまい残念に思
います。

一方、自由記述欄に書いていただいた方々にも感謝いたします。自
由記述欄では「化学に対する知識や理解が深まった」という声が多
く見られました。 
また、「高校で学んだ科学について再復習できたと共に、新しく学
べたこともあったので良かったです。」
「わかりやすくてよかったです。ある理系科目もとっていました
が、そちらは先生の一方通行的な授業でほぼ理解できなかったけ
ど、先生の授業は楽しくて自身の成長を感じ取ることができまし
た。ありがとうございました。」
「リアクションペーパーやリポートなどでまとめる力がつきまし
た。」
と具体的に書いていただき感謝に堪えません。 

成績分布は以下の通りです。 
A+：11名（50%）、A：4名（18%）、B：1名（5%）、C：3名（14%）、
不合格（失格とDの合計）：3名（14%） 
ほとんど出席して課題Aを提出していればA+になるという甘い基準で
したが、課題Aを出し続けるという努力は今後必ず役に立ちます。 
課題Bでラストスパートを掛けたものの、最後に時間切れになって目
標の点数に届かなかったような方も見受けられました。やはり日頃
の積み重ねが大切ですね。 

皆さんの今後のご活躍をお祈りいたします。

西洋思想史ｂ 降旗　芳彦 　講義内容には、ヒュームやカントの思想に関する説明のように、
哲学専攻の専門科目で扱うような難しい内容も含まれていたのです
が、哲学の予備知識をもたない受講生が講義をかなり理解してくれ
たようだと感心しています。とはいえもう少し理解度が上がるよう
な説明を心掛け、それぞれの思想家がなぜこう考えたのかという点
を理解してもらえるような説明を心掛けたいと思います。

グローバル・キャリアデザイン 深澤　晶久 グローバル・キャリアデザインを履修された学生の皆さんへ

授業が終了してから早いもので2週間が経ちました。
極めて積極的な皆さんと授業を進めることが出来て、私からも改め
て感謝を申し上げたいと思います。

就活はあくまでも通過点、皆さんのこれからの「人生」が光り輝く
ことを心からお祈りしています。これからの様々な場面で、この授
業において、ゲスト講師や私がお伝えしたことが、少しでもお役に
立てればと願っています。

また、いつでもご連絡下さい。
お身体に気をつけて頑張って下さい。

ps.
九州大学のアンケート、ご協力いただければ幸いです。
また、3月2日の深ゼミに参加される学生さん、当日お目にかかれる
ことを楽しみにしています。

大学教育研究センター
深澤晶久

哲学入門ｂ 降旗　芳彦 　この講義を通じて「今まで考えたことのない事柄について考えて
みる」とか「今まで考えたことのない仕方で考えてみる」といった
ことを体験ができれば、一つの目標を達成できたことになると思い
ます。
　予習復習の時間は多くなくても、授業中に集中して考えること
と、授業で考えたことをきっかけとして、日常生活の中で様々な問
題に関心を向けることがむしろ重要だと思いますので、講義がその
ようなきっかけとなるように配慮していきたいと思います。
　ドアが閉まる時の音については、教室のドアに不具合がありはし
ないかと事務局に問い合わせたところ、不具合が見つかって修理し
てくれたそうです。
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科目名 担当教員名 教員からのフィードバック
［2016（後期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック

情報リテラシー応用ａ① 河井　延晃 【集計結果と傾向】まず、学生全体の集計結果から現状の傾向と問
題を考えます。設問群「１．あなた自身について」において、学生
の欠席回数「0.86」で出席率が高く、週当たりの予習復習時間の平
均は「1.43h（全学授業平均0.75）」となっています。設問群「２．
この授業の内容と方法について」は、全設問の平均値4.0以上となっ
ています。設問群「３．全体について」も全設問の平均値4.0で総合
的満足4.29以上となっています。
【分析】しかし、特に授業評価に該当する設問群２，３はあくまで
平均値であるため、この中でも数値の「低め、平均値、高め」に分
類することができます。特に、最低の項目としては、2‐6の「授業
スピードが適切だったか（3.57）」が極端に低いと言えます。一方
で、平均値4.2を超える高めの項目が「2－10、担当員の声や言葉は
聞き取りやすかった」「3‐11この授業を通じて、自身の成長が実感
できた（4.29）」「3‐14総合的にこの授業に満足した（4.29）」、
それ以外は4.0前後の平均値となりました。

情報リテラシー応用ａ② 河井　延晃 【課題と解決】
本授業は、情報リテラシー科目の中でも応用科目（プレゼンテー
ション）の技術と、熟練度を研鑽することにありました。特に、技
術としてはいわゆるOfficeソフト習熟済みを履修の前提とし、普段
あまり使用されていないプロフェッショナル向けのグラフィックデ
ザインソフトやレタッチソフトの習熟、さらにはクラウドベースの
デザイン、グループウェアなど多岐にわたりました。また、ブレイ
ンストーミングやアイデアの発想・整理法など技法も多岐にわたり
ます。結果として、内容が豊富（満足度高）に対し、スピードの点
で授業評価が相対的に低かったと言えます。これは、担当教員の声
や話の聞き取りやすさ（4.29）が決して低くないことからも、「時
間に対し内容が多すぎた」ということが明らかです。
このような問題を解決する際に、改善の余地があるのは予習時間で
す。他の授業平均が「0.75時間」であるのに対し、「1.43時間」と
いうのはむしろ多いとも言えますが、本授業では復習に相当する事
後学習、資料作成が中心です。あまり予習課題を出すことはなかっ
たとはいえ、「2‐9、パワーポイント、配布資料のわかりやすさ
（4.14）」も低くなかったことから、配布資料を授業内で説明する
のではなく、一種の反転学習的に、事前に通読してもらうことで、
授業時間にゆとりが出ると考えます。授業内容の豊富さ（扱うシス
テムやアプリケーション類）については、今後も維持・継続しつ
つ、授業満足度を維持し、予習時間のさらなる確保による、授業進
捗の改善に対応してさらに満足度を向上させてゆきたいと考えま
す。

基礎スポーツ実習ａ 島﨑　あかね 6限という授業時間でしたが、積極的に授業に臨みバドミントンの技
術だけでなく、スポーツを通じた他者とのコミュニケーションの力
も向上させることができたと思います。実技授業のため、机上の
「事前・事後学習」は難しいと思いますが、日常生活の中に運動を
取り入れるなど健康的な生活を送るために必要な行動を実践させま
しょう。

化学の世界ａ 山崎　壮 　この科目の授業アンケート集計結果では、各質問に対する回答評
点は、全体平均値とほぼ同じレベルでした。可もなく不可もなくの
結果です。しかし、授業アンケートで回答された自由記載コメント
を読むと、企業などの外部講師による講義が興味深かったとの意見
が何人もから寄せられました。化粧品企業、香料企業、国立研究所
の食品用器具容器包装の品質確保に関わる部門の方々の講義でした
が、この企画は学生から支持されたと判断しましたので、来年度も
引き続き採用したいと思います。

　今年度の履修者が130名を超えたので、教室が満杯になり、さらに
教室後方の学生にはスクリーンが見にくかったと推測されることが
申し訳なかったと感じています。

　履修者が多いことを踏まえて例年と方式を変えたこととして、授
業レポートの提出形式があります。今年度は、授業後のレポート提
出のほとんどをmanaba courseからファイルをアップロードする方式
にしました。期末レポートも同様です。昨年度までは提出された期
末レポート（コメントを記入済み）を翌年度になってから返却する
ことが必ずしもうまくいっていなかったので、manaba courseからの
期末レポート提出方式は次年度も採用しようと思います。
　なお、期末レポートの評点（A～D）とコメントをmanaba courseの
各学生のレポート提出コーナーに書き込みましたので、各自確認し
てください。

　「化学の世界a」では、日常生活に関わる事項で学生の皆さんが興
味を持っているだろうことを選んで1話完結のトピックスとして講義
をしてきましたが、授業を通して科学的根拠に基づくものの見方を
知ってもらえたら、この授業のねらいが達せられたと判断するので
すが、皆さんの評価はどうだったのでしょうか？［全学統一の授業
アンケートでは意見を回収できなかったので。］
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科目名 担当教員名 教員からのフィードバック
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中国語１ｂ 劉　素英 すべての項目に対して真剣に答え、教員の授業への工夫や努力も客
観的評価してくれていると思います。この授業を通じて、学生自身
の成長が実感できたこと(「とても」だけで70％)、そして、この科
目をさらに専門的に学びたい人は「とても」と「どちらかと」で
80％以上占めていることがうれしく感じています。ただ、この授業
における週あたりの予習復習時間の項目を見るとやや少ないようで
す。もう少し時間をかければもっと良い成果が得られるかと思いま
す。こちらからも予習復習しやすいよう課題をより具体化にするな
どの工夫をしていきたいと思います。アンケートを通じていろいろ
なことが分かり、たいへん参考になりました。これからも学生の皆
さんの意見を聞きながら授業目標に達せるよう努力していきたいと
思います。

健康運動実習ａ 島﨑　あかね 受講した皆さんが積極的に授業に臨み、バレーボールの技術だけで
なく、スポーツを通じた他者とのコミュニケーションの力も向上さ
せることができたと思います。実技授業のため、机上の「事前・事
後学習」は難しいと思いますが、日常生活の中に運動を取り入れる
など健康的な生活を送るために必要な行動を実践させましょう。

中国語１ｂ 劉　素英 すべての項目に対して真剣に答え、教員の授業への工夫や努力も客
観的に評価してくれていると思います。予習復習時間は「2時間以
上」33％、「2時間未満」33％だということから大多数の皆さんの勉
強意欲を感じられ、今後も同様に続けてほしいです。こちらからも
予習復習しやすいよう課題をより具体化にするなどの工夫をしてい
きたいと思います。特にうれしく思うのはアンケートに答えた学生
全員がこの授業を通じて、自身の成長が実感できたこと（「とて
も」78％」、「どちらかと」22％）です。そして、この科目をさら
に専門的に学びたいと思う人が「とても」と「どちらかと」合わせ
て88％になっていることをうれしく感じています。アンケートを通
じていろいろなことが分かり、たいへん参考になりました。これか
らも学生の皆さんの意見を聞きながら授業目標に達せるよう努力し
ていきたいと思います。

健康運動実習ｂ 島﨑　あかね 数種目のスポーツを行うことで、得意な種目や初めて行う種目も
あったと思います。その中で積極的に授業に臨み、それぞれの技術
やルールなどの知識だけでなく、スポーツを通じた他者とのコミュ
ニケーションの力も向上させることができたと思います。実技授業
のため、机上の「事前・事後学習」は難しいと思いますが、日常生
活の中に運動を取り入れるなど健康的な生活を送るために必要な行
動を実践させましょう。

日本経済論ｂ 高橋　桂子 この共通科目の授業は概して、高い評価を得ることができた。私の
持っている講義の中では、スピードも遅いし、テストも簡単なもの
である。パーソナルフファイナンスという学生にとって新しい領域
であることもあり、外部講師を招聘したり、DVDを見せたり、様々な
ことを盛り込んだ。共通科目だから、履修学生の学力もばらばら
で、中程度の内容しか教えていない。学力の中程度の学生を照準と
したこともあり、学力の高い学生にとってはチョロい科目だったよ
うだ。どこに照準をあわせるのか、名言し、さらに学びたい学生さ
んへのアドバイスも来年度は盛り込むようにしよう。

中国語２ｂ 劉　素英 すべての項目に対して真剣に答え、教員の授業への工夫や努力も客
観的に評価してくれていると思います。そして、この授業を通じ
て、学生自身の成長が実感できた（「とても」と「どちらかといえ
ば」合わせて82％）ことをうれしく感じます。特にこれからもこの
科目をさらに学びたい人が73％もいるのがうれしいです。2ｂ以上の
中国語の授業はもうありませんが、ご自分で中国語の勉強を続けて
ほしいです。水曜日に来ているので、何かわたしにできることがあ
りましたら、ご相談に来てください。アンケートを通じていろいろ
なことが分かり、とても参考になりました。これからも学生の皆さ
んの意見を聞きながら授業目標に達せるよう努力していきたいと思
います。

哲学入門ｂ 降旗　芳彦 　哲学って何かわからなかったが、なんとなくわかってきた。哲学
に少し関心が出てきた。哲学は面白いかもしれない。受講生にこん
な感想をもってもらうことが、さしあたっての目標です。哲学的な
思考は私たちの日常的な思考とやや隔たりがあるので、講義内容に
親しみを感じてもらうことは難しいのですが、できるだけ多くの受
講生に上記のような感想を持ってもらえるように、説明の仕方を工
夫していきたいと思います。

くらしの人間工学 佐藤　健 渋谷キャンパスでの授業です。前期とほぼ同じ内容でしたが、ビデ
オや写真をたくさんみていただきました。興味があれば、日野キャ
ンパスの研究室にきてください。歓迎します。
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環境科学 菅野　元行 履修生81名中回答者は28名でしたが、高い評価をいただきありがと
うございました。自由記述欄に書いていただいた方々にも感謝いた
します。自由記述欄では「環境に対する知識や理解が深まった」と
いう声が多く見られました。
また、「授業をとっている学生が多くても、先生がマイクを使って
いたり、授業もしっかりしてくださったのでよかったです。」
「説明が詳しくされていてわかりやすい授業でした。」
「毎回プリントなどで他の人の感想や質問についても知ることがで
きて良かったです。」
「レポート提出により、復習できたのでよかった」
「地球温暖化や紫外線、オーロラの話などとても興味深い内容でた
くさんのことが学べた。」と具体的に書いていただき感謝に堪えま
せん。

成績分布は以下の通りです。
A+：50名（62%）、A：15名（19%）、B：5名（6%）、C：3名（4%）、
不合格（失格とDの合計）：8名（10%）
ほとんど出席して課題Aを提出していればA+になるという甘い基準で
したが、課題Aを出し続けるという努力は今後必ず役に立ちます。
課題Bでラストスパートを掛けたものの、最後に時間切れになって目
標の点数に届かなかったような方も見受けられました。やはり日頃
の積み重ねが大切ですね。

皆さんの今後のご活躍をお祈りいたします。

情報リテラシー応用ｃ 池田　徳正 高度な内容であるにも関わらず、良くできていて非常に驚きまし
た。半年間、ありがとうございました。

生命と環境 阿尻　貞三 大科目ごとに小テストを行った。その結果、最終の定期試験で穴埋
め問題の正解率は上がった。しかし課題提示での記述では文章が書
けない。

基礎スポーツ実習ｂ 島﨑　あかね ニュースポーツという、誰でもが手軽にできる種目を経験したこと
で、生涯にわたるスポーツ活動のきっかけを身に付けることを課題
としました。その中で、積極的に授業に臨みそれぞれの技術や知識
だけでなく、スポーツを通じた他者とのコミュニケーション力も向
上させ、楽しみながら身体を動かすことができたと思います。実技
授業のため、机上の「事前・事後学習」は難しいと思いますが、日
常生活の中に運動を取り入れるなど健康的な生活を送るために必要
な行動を実践させましょう。

フランス語２ｂ 藤井　陽子 本授業の目標は、中級フランス語の習得とフランス文化に対する理
解をより深めることでした。履修人数がグループ学習に最適で、
個々の学生がそれぞれ自覚を持って準備し、授業内で活発に意見交
換できていました。難易度の高い内容でしたが、よく理解できてい
たように思います。

フランス文学ｂ 藤井　陽子 本授業の目的は、さまざまなフランス文学作品の紹介を通してフラ
ンス文化への理解を深めることでした。作品や作者に対する理解が
深まったことで新しい興味の対象が生まれたのは大変良かったで
す。講義やスライドのスピード、出席表の取り扱いなど、授業進行
の面で学生に迷惑をかけたことは申し訳なく、今後改善を目指しま
す。

情報リテラシー基礎ｂ 柳田　京子 アンケートの集計・分析結果や「スキルアップにつながった」「あ
る程度社会に出てからも使える知識が身についた」等の書き込みか
ら判断して、この科目の目標は概ね達成できたと思われます。
「スクリーンが明るくて見にくかったので電気を消したほうがよ
い」との意見がありました。適宜、消灯して見やすいような工夫を
したいと思っております。

情報リテラシー応用ｃ 久保　ちづる 　「授業アンケート」の提出率は51.5％でしたが、15回目授業で提
出した「総まとめ」（提出率93.9％）の中で様々な感想を記述して
いただきましたので、これらをもとにフィードバックします。
　この授業では、『私たちの生活の基盤を担うデータベースについ
て理解し、簡単なデータベースを構築できるようになる』ことを目
指しました。 
　「授業アンケート」と「総まとめ」から、多くの受講生が『デー
タベースの構造や技術については難しく感じたものの、オリジナル
クエリを作る段階で自己の成長や達成感を感じた』ことが分かりま
した。また、グループワークを通して、同じグループのメンバー
や、他のグループから学んだ点も多かったようです。
　これらのことから、授業目標をほぼ達成したと考えています。
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心理学ｂ① 大谷　亮 心理学bを担当している大谷です。こんにちは。2016年度の当講義に
対するアンケートご記入のご協力誠に有難うございました。皆様か
ら頂いた当講義の課題は，以下の通りと認識しました。
（1）講義中の私語が多い学生への対応。（2）講義資料に記載され
ているものの，講義中に紹介できなかった内容へのサポート。（3）
より積極的な予習および復習。
皆さまからの意見を参考にして，次年度以降以下のように対応した
いと考えています。
（1）講義中の私語について
　本年度は皆様とのお約束事として，社会勉強の一つとして，受講
生と講師の双方が気分よく講義に参加できるようお互いに努力する
ことを申し上げました。しかしながら，一部の受講生の私語によ
り，他の受講生の方にご迷惑がかかっていたことについて，私の至
らなかった点と反省しています。次年度以降は，上記の約束が守れ
ない場合には，社会一般の対応として，ペナルティを設けたいと考
えています（例えば，授業態度面に関する減点など）。一方で皆様
にもお願いがあります。本講義だけではなく，講義を受講する際に
は他者のことを考えて私語を慎むことは，社会人としての配慮の一
つです。私語をしていた受講生の方は，今後この点に十分に配慮し
て魅力的な人間に成長してください。また，私語で授業が妨害され
たと感じた受講生の方は，是非メールなどの手段により期中にご連
絡下さい。満足な授業をうけることは皆さんの権利ですので，ご連
絡いただければ必ず適切な対応させていただきます。



心理学ｂ② 大谷　亮 （2）紹介できない内容について
　講義中に紹介できなかった内容については，毎回申し上げたよう
に，メールもしくは講義終了後にご連絡いただければお応えしま
す。是非積極的に質問に来ていただければと思います。
（3）より積極的な予習と復習
　本年度は任意のレポート形式で予習と復習をお願いしました．一
部の受講生の皆さんから毎回大変興味深いレポートを提出いただ
き，私自身大いに勉強になりました。レポートを読んでいて感じた
のですが，皆様の能力や考え方は皆さんが思っている以上に素晴ら
しいものがあります．ただし，皆さん自身が自分の能力や考え方を
過小評価している場合が多く，是非自分の能力や考えを他者に伝え
る手段として，予習や復習の場を使って自己主張して頂きたいと思
います。皆さんが自己主張し易い予習や復習のあり方は現在思案中
ですが，次年度,より積極的な授業参加と自己主張ができるように講
義の進め方を考えたいと思います。

　アンケートに対するFBは以上です。
　半年間本当にお世話になりました。

情報リテラシー実践ａ 粟津　俊二,竹内　光悦,松下　慶太 本学では初めての授業形態であり、どのように学生のみなさんが学
びを進めていくか、気になっていましたが、今回のアンケート結果
を見る限り、おおむね肯定的な意見が多かったように感じます。特
に自ら学習計画を立てるなど主体的な学びを求めていた結果からか
「自らの成長を実感」する項目の評価が高く、また授業満足度も比
較的高めの結果であったことからとりあえずは授業方針としてはよ
かったのではと感じています。今回の調査では少数の改善点の指摘
もありましたので、これらのことも踏まえ次年度以降も、より改善
していく予定です。

情報リテラシー応用ｂ 笠原　邦子 　ほとんどの学生はホームページを作成した経験が無く、ｈｔｍｌ
とｃｓｓを使い自分で作れることに驚いたようです。始めは難しい
と感じたようですが、ホームページの作成を通し、成長を感じた学
生が多くいました。私も皆さんの素晴らしいホームページに感動し
ました。

　ホームページの仕組みが分かり、プログラミングが楽しいと感じ
た学生もいましたが、パソコンをあまり使ったことがない学生もい
たようです。より分かりやすく説明するようにしたいと思います。

倫理学入門ｂ 降旗　芳彦 　倫理という言葉は以前から知っていたけれども、倫理学の内容は
今まで想像していた倫理とは随分違うと気づいてくれたようです
が、この気づきをきっかけとして倫理思想に関心を深めてくれれば
と期待しています。
　アンケート結果を見て受講生の日常的な関心から離れた難しい話
になってしまったかなという気がしますので、受講生にとってもう
少し身近に感じられる授業内容になるように工夫していきたいと思
います。
　私はどの科目でも同じように、チャイムが鳴ってから少し遅れて
授業を開始しているのですが、遅刻していると指摘されたのはこの
科目が初めてです。反省しています。

健康体力科学演習 島﨑　あかね 履修者が少なく、予定通りの授業内容が十分できませんでしたが、
少人数だからこそ皆さんが積極的に授業に臨み、各種目の技術やそ
の運動による運動量を歩数計で実感することを課題としました。運
動による身体の生理学的な変化を体感しながら、他者とのコミュニ
ケーション力も向上させることができたと思います。実技授業のた
め、机上の「事前・事後学習」は難しいと思いますが、日常生活の
中に運動を取り入れるなど健康的な生活を送るために必要な行動を
実践させましょう。
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社会思想史ａ 降旗　芳彦 　個人としての人間ではなく集団としての人間の在り方について考
えるといった授業内容でしたが、社会について考える面白さに気づ
いてもらえたでしょうか。人間について考えることは面白い、社会
について考えることはいっそう面白い、そんなふうに感じてもらえ
ることがさしあたっての目標です。

情報リテラシー応用ｂ 笠原　邦子 　ほとんどの学生はホームページを作成した経験が無く、ｈｔｍｌ
とｃｓｓを使い自分で作れることに驚いたようです。始めは難しい
と感じたようですが、ホームページの作成を通し、成長を感じた学
生が多くいました。私も皆さんの素晴らしいホームページに感動し
ました。

　ホームページの仕組みが分かり、プログラミングが楽しいと感じ
た学生もいましたが、パソコンをあまり使ったことがない学生もい
たようです。より分かりやすく説明するようにしたいと思います。

グローバル・キャリアデザイン 深澤　晶久 グローバル・キャリアデザインを履修された学生の皆さんへ 

授業が終了してから早いもので2週間が経ちました。 
極めて積極的な皆さんと授業を進めることが出来て、私からも改め
て感謝を申し上げたいと思います。 

就活はあくまでも通過点、皆さんのこれからの「人生」が光り輝く
ことを心からお祈りしています。これからの様々な場面で、この授
業において、ゲスト講師や私がお伝えしたことが、少しでもお役に
立てればと願っています。 

また、いつでもご連絡下さい。 
お身体に気をつけて頑張って下さい。 

ps.  
また、3月2日の深ゼミに参加される学生さん、当日お目にかかれる
ことを楽しみにしています。 

大学教育研究センター 
深澤晶久

中国語１ｂ 劉　素英 すべての項目に対して真剣に答え、教員の授業への工夫や努力も客
観的に評価してくれていると思います。そして、この授業を通じ
て、学生自身の成長が実感できた（「とても」と「どちらかといえ
ば」合わせて88％）ことをうれしく感じます。このクラスは三分の
一の学生は1aを履修しないままでこの1bを履修していました。出席
と予習復習時間を見てもすごく頑張ったのが分かります。ただ、1a
を履修していない学生が授業内容を時々十分理解できていない人も
いるようです。これから全員授業についていけるよう工夫していき
たいと思いますが、学生の皆さんにももう少し時間をかけるよう頑
張ってほしいです。それでもっと良い成果が得られるかと思いま
す。アンケートを通じていろいろなことが分かり、とても参考にな
りました。これからも学生の皆さんの意見を聞きながら授業目標に
達せるよう努力していきたいと思います。

スポーツ基礎科学実習ａ 佐藤　健 山田先生の代筆として入力しておきます。
授業内容は、おそらく他の授業ですでに学修しているか、既知の内
容でしょう。競技スポーツの現場は、病院とは違い個別対応が必要
なことがあります。興味があれば、研究室訪問をしてください。

情報リテラシー基礎ｂ 柳田　京子 アンケートの集計・分析結果や、『社会に出てからも使えるものだ
と思うので、今後も学んでいきたい』『知らなかった機能を学べ
た』『ワード、エクセル、パワーポイントについての理解が深まっ
た』等の書き込みから判断して、この授業の目標は概ね達成できた
と思われます。

『もう少しゆっくりやってほしかった』という意見がありました。
ちなみに、スピードの適切さの質問に対し約82％の人が、「とても
良くあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答していま
した。スキルの個人差もあり、受講生全員が納得のいくスピードで
授業を展開することができないのが現状です。授業中、スピードに
ついての声掛けの回数を多くして、できるだけ多くの皆さんが納得
いくスピードで授業を進めたいと思っています。

情報リテラシー応用ｂ 笠原　邦子 　ほとんどの学生はホームページを作成した経験が無く、ｈｔｍｌ
とｃｓｓを使い自分で作れることに驚いたようです。始めは難しい
と感じたようですが、ホームページの作成を通し、成長を感じた学
生が多くいました。私も皆さんの素晴らしいホームページに感動し
ました。

　かつてホームページ作成をしたことがある学生もいましたが、パ
ソコンをあまり使ったことがない学生もいたようです。より分かり
やすく説明するようにしたいと思います。

情報リテラシー基礎ｂ 久保　ちづる 　この授業では、前期の「情報リテラシー基礎ａ」で学んだ内容の
定着とスキルアップを目指しました。
　集計結果から、皆さんが意欲的に取り組み、自身の成長を実感し
ていることが分かりました。授業での成果物と合わせ、授業の目標
をおおかた達成したと言えると思います。

情報リテラシー基礎ｂ 久保　ちづる 　この授業では、前期の「情報リテラシー基礎ａ」で学んだ内容の
定着とスキルアップを目指しました。
　集計結果から、皆さんが意欲的に取り組み、自身の成長を実感し
ていることが分かりました。授業での成果物と合わせ、授業の目標
をおおかた達成したと言えると思います。
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実践キャリアプランニング 眞鍋　清嗣 大人数での授業であり、なかなか個々の意見が言いづらいなか、今
回初めてresponを使って学生たちの意見集約を行い、それをタイム
リーに授業でフィードバックした。こうした手法や学生たちの意識
把握は総じて好評であり、今後とも適宜柔軟にresponを利用しより
インタラクティブな授業を行っていきたい。

インテグレーテッド・イングリッ
シュ

シュニッケル，ジェイコブ,中山
誠一,大学言語文化教育研究セン
ター

授業全体の満足度が少し低いことが気になりました。インテグでは
英語で授業を進めましたが，できるだけ皆さんが安心して授業内で
も英語を使っていただけるよう配慮したつもりでしたが，不十分
だったのかもしれません。今後の参考にさせていただきたいと思い
ます。ありがとうございました。

実践キャリアプランニング 深澤　晶久 実践キャリアプランニングを履修いただいた美学美術史学科の皆さ
ん

後期の授業、大変にお疲れさまでした。
今年の美美の皆さんは、特に真面目で、かつ積極的に授業に参加下
さいました。心から感謝申し上げます。

大教室での実施による、資料の問題、投影の問題、座席の問題な
ど、今一度考え、工夫をして来年度以降の授業に臨みたいと思いま
す。

キャリアのことは、これから益々重要になってくると思います。
また、3年生、4年生になられた時、授業でご一緒出来ることを楽し
みにしています。

皆さんが学んでおられる学問は、とても大切なものだと思います。
深い教養を身に付ければ、どのような仕事をされるにしても、必ず
役に立つものです。

皆さんの益々のご活躍を心から期待いたします。

大学教育研究センター
深澤晶久

情報リテラシー基礎ｂ 久保　ちづる 　この授業では、前期の「情報リテラシー基礎ａ」で学んだ内容の
定着とスキルアップを目指しました。
　集計結果から、皆さんが意欲的に取り組み、自身の成長を実感し
ていることが分かりました。授業での成果物と合わせ、授業の目標
をおおかた達成したと言えると思います。

情報リテラシー基礎ｂ 柳田　京子 アンケートの集計・分析結果や、「これから役に立ちそう」「ある
程度の資料は作れるようになった」等の書き込みから判断して、こ
の授業の目標は概ね達成できたと思われます。

実践キャリアプランニング 眞鍋　清嗣 大人数での授業であり、なかなか個々の意見が言いづらいなか、今
回初めてresponを使って学生たちの意見集約を行い、それをタイム
リーに授業でフィードバックした。こうした手法や学生たちの意識
把握は総じて好評であり、今後とも適宜柔軟にresponを利用しより
インタラクティブな授業を行っていきたい。

インテグレーテッド・イングリッ
シュ

ブラック，ヨーガン,中山　誠一,大
学言語文化教育研究センター

皆さんの自己採点評価が少し低いことが気になりました。授業では
できるだけ自信を持って英語を使っていただけるよう配慮したつも
りでしたが，不十分だったのかもしれません。今後の参考にさせて
いただきます。ありがとうございました。

実践キャリアプランニング 眞鍋　清嗣 大人数での授業であり、なかなか個々の意見が言いづらいなか、今
回初めてresponを使って学生たちの意見集約を行い、それをタイム
リーに授業でフィードバックした。こうした手法や学生たちの意識
把握は総じて好評であり、今後とも適宜柔軟にresponを利用しより
インタラクティブな授業を行っていきたい。

実践キャリアプランニング 眞鍋　清嗣 大人数での授業であり、なかなか個々の意見が言いづらいなか、今
回初めてresponを使って学生たちの意見集約を行い、それをタイム
リーに授業でフィードバックした。こうした手法や学生たちの意識
把握は総じて好評であり、今後とも適宜柔軟にresponを利用しより
インタラクティブな授業を行っていきたい。

インテグレーテッド・イングリッ
シュ

ミーハン，ケヴィン・パトリック,
中山　誠一,大学言語文化教育研究
センター

８．双方向授業（質問のしやすさ等を含む）等の工夫がされていま
したか？ の項目の評価がとても低かったと反省しております。英語
による授業ではありますが，できるだけ皆さんが発言しやすい雰囲
気作りを行ったつもりですが，不十分だったのかもしれません。今
後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

インテグレーテッド・イングリッ
シュ

カズウェル，イアン・マイケル,中
山　誠一,大学言語文化教育研究セ
ンター

皆さんの自己評価が少し低いのが気になりました。皆さんに英語を
使うことに自信を持ってもらえるよう，授業の手法等気をつけたつ
もりですが，十分ではなかったかもしれません。今後の参考にさせ
ていただきたいと思います。

実践キャリアプランニング 深澤　晶久 実践キャリアプランニングを履修いただいた現代生活学科の皆さん 
後期の授業、大変にお疲れさまでした。 
今年の皆さんは、昨年の先輩以上に、真面目で、かつ積極的に授業
に参加下さいました。心から感謝申し上げます。 
1コマ1コマの授業の内容を進化させ、かつ皆さんに楽しく学んでい
ただける工夫をして、来年度以降の授業に臨みたいと思います。 
キャリアのことは、これから益々重要になってくると思います。 
また、3年生、4年生になられた時、授業でご一緒出来ることを楽し
みにしています。 
皆さんが学んでおられる学問は、幅広く、かつこれからの社会に
とって、とても大切なものだと思います。深い教養を身に付けれ
ば、どのような仕事をされるにしても、必ず役に立つものです。 
皆さんの益々のご活躍を心から期待いたします。

大学教育研究センター 
深澤晶久
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インテグレーテッド・イングリッ
シュ

シュニッケル，ジェイコブ,中山
誠一,大学言語文化教育研究セン
ター

皆さんの自己成長のポイントが少し低いことが気になりました。授
業ではできるだけ，英語を自信を持って使っていただき，できるだ
け自己成長を促進する配慮したつもりですが，不十分であったのか
もしれません。今後の参考にさせていただきます。ありがとうござ
いました。
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