
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業改善等に関する報告書（平成２８年前期）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１ａ 藤井　陽子 本授業の目標は、フランス語の基本的な表現を学ぶことでした。英

語との違いにとまどうことも多かったと思いますが、しっかりと予
習・復習に取り組み、試験結果などにも成果があらわれていたよう
に思います。フランスへの関心がさらに高まるよう、これからも工
夫したいと考えています。

フランス語２ａ 岡本　尚子 フランス語１で学んだことをベースにレヴェルアップを図るという
ことを目的に、授業を行いました。前期は二回目となる部分が多い
こともあり、理解し易かったのではないかとは思いますが、授業の
運営状況も含め、概ね目標は達成されていると思います。何より
も、積極的に参加する人が多く、授業をスムーズに運営することが
出来た点については、みなさんに感謝したいと思います。もしかす
ると、後ろの方に座っている人については、注意が行き届いていな
い点があったかもしれません。こちらも気を付けますので、何か質
問があるときは、遠慮しないで発言してもらえればと思います。

リーディング・スキルズ 中山　誠一 分析結果をみると、他の科目と比較して、授業時間外における準備
時間がほぼ倍になっている。しかしながら、学生の成長の実感度は
それほど伸びていないように思われる。今後は授業の進度あるい
は、到達度評価にもう少し工夫をしていきたい。

倫理学入門ａ① 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、他
の学生の私語が気になるといった申し出も少しあったので、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行う予定であったが、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、後期はそれも行いたい。

倫理学入門ａ② 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。○授業の難易度については、「十分に理解できた」が14％、
「ほぼ理解できた」が46％、「まあまあ理解できた」が35％であっ
た。授業のスピードについては、「適切」が46％、「どちらかとい
えばあてはまる」が49％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43％、「どちらかといえばあては
まる」が49％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28％、「どちらかといえばあてはまる」が53％
であった。声や言葉なの聞き取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47％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
46％、「どちらかといえばあてはまる」が46％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。

教育学ａ 八木　浩雄 今回はテキストの他にスライドを使用して講義を進めたが、話す速
度とスライドの切り替えのタイミングが若干早かったと振り返って
いる。実際アンケートでもその点の指摘があり、今後の改善点であ
ると考えている。
一方で、アンケートとは別に成績課題として用意した設問内容で
は、期待以上の解答を作成しており、受講生の問題意識等は、シラ
バスに掲げた目標を満たせたのではないかと考えている。

リーディング・スキルズ 中山　誠一 分析結果をみると、他の科目と比較して、授業時間外における準備
時間がほぼ倍になっている。しかしながら、学生の成長の実感度は
それほど伸びていないように思われる。今後は授業の進度あるい
は、到達度評価にもう少し工夫をしていきたい。

現代の哲学ａ 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、他
の学生の私語が気になったといった申し出も少しあったので、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。
○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行う予定であったが、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、後期はそれも行いたい。
○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。
○授業の難易度については、「十分に理解できた」が18％、「ほぼ
理解できた」が42％、「まあまあ理解できた」が37％であった。授
業のスピードについては、「適切」が42％、「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35％、「どちらかといえばあてはまる」が
52％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48％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42％、「どちらかといえばあてはまる」が47％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39％、「どち
らかといえばあてはまる」が52％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。

［2016（前期）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（前期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック

国際理解とキャリア形成 深澤　晶久 国際理解とキャリア形成を受講いただいた学生の皆さんへ

授業アンケートへのコメントを沢山寄せていただき、ありがとうご
ざいました。
皆さんのおかげで、充実した時間を共に過ごせたことに、心から感
謝いたします。

机上の世界一周旅行とオリンピック・パラリンピック連携講座の組
み合わせでの授業も3回目、振返ってみると非常に短い時間と感じま
す。
ご指摘いただいたプレゼンへの取組時間も課題であると感じていま
す。
来年以降も、それぞれの中身を充実させて、皆さんの後輩たちの学
びが深まるよう、構築してまいります。

12月には、オリンピック・パラリンピックに関するフォーラム2016
を開催の予定です。ぜひとも、皆さんには積極的に関わっていただ
きたいと考えています。後期の授業が始まったらお声をかけます。
どうぞよろしくお願いいたします。

国際理解とキャリア形成 眞鍋　清嗣 テレビ会議方式での日野・渋谷合同セッション時の通信環境に
ストレスが多く、やりずらさがあった。今後の改善や授業方法の再
検討に努めたい。

環境と産業技術ａ 菅野　元行 Manabaのこの科目の掲示板に、授業最終日の皆さんのコメントと、
この授業アンケートのコメントに対する回答を添付しましたので、
そちらに「教員からのコメント」を記載しました。（新たな学外講
演の紹介も追加しました） 
文学部と人間社会学部の学生を対象とした環境系の科目にも関わら
ず、環境に関心の高い方々に履修していただいたようで、とても高
い評価と暖かいコメントをいただき感謝に堪えません。 

私としても一生懸命に授業しましたし、皆さんからも毎回、授業内
容に対する質問やコメントを書いていただき、それに対する回答を
毎回の授業で皆さんに配布することにより、とても充実した授業に
なりました。 
また、1回だけでしたが学外の方に環境に関する講演をしていただき
ましたがいかがでしたか。 
この授業では環境産業技術として様々な発電方法や、ヒートポンプ
など環境配慮技術について説明しました。 
環境の技術、特に電気は、現代の生活には必要不可欠です。小売り
電力も自由化されて、来年にはガスの自由化も予定されている現
在、発電技術やエネルギー資源の特徴を理解することは、今後の生
活にもビジネスにも大切なことです。
今後も理解できる範囲で大丈夫ですので、環境・エネルギーの領域
の学習を深めてください。（分からないことも意識として残りま
す。聞かなければ意識にも残りません。また質問もいつでも歓迎し
ます。）

キャリアデザイン 深澤　晶久 キャリアデザインを履修いただいた学生の皆さんへ

授業アンケートへの沢山のコメントありがとうございました。
素晴らしい学生の皆さんと共に過ごせたことに心から感謝いたしま
す。
3年生の皆さんにとっては、半年後にスタートする就活、まだまだお
伝えしたいことが沢山ありました。しかし、皆さんお一人おひとり
の姿勢を見ていて、全く心配いらないことを確信しました。どうか
自信をもってこれからの日々の活動に邁進して行って下さい。良い
結果に繋がることを期待しています。
後期のグローバルキャリアデザインを履修いただいている学生の皆
さんへはその授業の中で、履修出来なかった学生さんは、いつでも
私の所へお立ち寄り下さい。出来る限りのサポートをさせていただ
きます。
後期の授業がスタートしたら、いつでも3階のアカデミックステー
ションにお立ち寄り下さい。
よろしくお願いいたします。

大学教育研究センター　　深澤晶久

西洋思想史ａ 降旗　芳彦 難しい講義内容だったはずですが、受講者は講義を理解できていた
ようですので、集中して受講してくれていたのだと思います。四年
生がかなり受講している授業でしたので、各種実習や就職活動で欠
席した学生のことを考慮して、ある程度前回の復習をしてから先に
進むというやり方をしていました。受講の妨げになるドアの音はド
アの不具合によると思いますが、受講者が集中できるような環境の
維持に努力したいと思います。

キャリアデザイン 眞鍋　清嗣 座学中心のキャリア授業から今後はより体験型・問題解決型・時事
問題などの理解を深めるなどさらに実践的なものを多用していきた
い。

衣文化論 大川　知子 総履修者数の9割に当たる、120名もの方々からのアンケート、あり
がとうございました。履修が多い為、インタラクティヴな授業を展
開するのは中々難しい状況ですが、レポート等課題のフィードバッ
クは必ず行うことを心がけています。来年度は多少双方向になるよ
う、小さな取り組みから工夫をしてみます。

くらしの人間工学 佐藤　健 受講生は、１年生から4年次までの様々な背景やスキルのある履修者
がいます。できるだけ、図や写真で説明しましたが、説明のスピー
ドが速いと感じる学生さんがいたかも知れません。スマホの写真
データに頼らず、メモや口頭での説明を記憶するコミュニケーショ
ン能力をつけてください。

哲学入門ａ 降旗　芳彦 この授業を通じて考える力がついたというコメントがありました
が、考える力がこの授業の目標の一つですので、できるだけ多くの
受講者にそう感じてもらえるように、講義の仕方を工夫していきた
いと思います。

中国語１ａ 劉　素英 一時限目にもかかわらず、欠席０回～１回は84％でとてもよく、勉
強意欲が感じられる。今後もその調子で頑張ってほしいです。すべ
ての項目に対して客観的に評価してくれていると思います。教員の
授業への工夫や努力が伝わったこと、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」53％「どちらかといえば」
47％)こともとても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、とても参考になりました。これからも皆さん
のご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。
今回授業アンケートを受ける人が少ないのが少し残念です。

文学概論 上野　英子 理解度は概ね良好なようですね。毎回の小レポートも力作が多く、
また当該作品の好き嫌いも含めて率直な意見が多く、私自身拝見す
るのをとても楽しみにしていました。私自身の反省点としては、説
明途中で時間切れになってしまった回が何度かあったこと。あまり
欲張らず、もう少し要点を絞るべきだったかと思っています。
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科目名 担当教員名 教員からのフィードバック
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健康運動実習ａ 島﨑　あかね 「バレーボール」を通して、身体活動量を増やしたり健康などにつ
いて考えるきっかけを持ってほしいという目的で授業を展開しまし
たが、バレーボール技術の向上も見られ、学科の枠を超えた繋がり
とともに身体を動かすことの楽しさも感じてもらえたかと思いま
す。
もう少し基本技術をしっかり行う時間を確保したり、ルールや審判
法などの説明も加えた方が良かったと思っています。

生物の世界 寺坂　治 今年度より小テストを実施するなどして、学生諸君の理解度を確か
めながら授業を進めたつもりではいたが、全く理解できなかったと
いう評価もあった。来年度は小テストの回数、板書、パワーポイン
ト、資料等を総合的に再点検し、それらの内容，量、示すべきタイ
ミングについてより一層の工夫に努める。ただ、授業の難易度は高
等学校レベルを大きく超えるものではないので、学生諸君も自らの
学力の限界を早々にきめつけることなく、大学生としての自負のも
と、一層の努力を期待する。

環境科学 山崎　和彦 　韓国からの留学生２名があった。成績評価に際しては、少々迷っ
たが、特別扱いしないことが礼儀とみて、日本人学生と同じ基準で
判定した。言葉が不自由な中にあって、よく御健闘されたと思う。
　さて、よほど悪意に満ちた集団でない限り、ヒトの評価は平均す
ると「やや良い」となるのが普通であり、諸君の御回答の集計結果
もその通りとなった。では、私自身はどのように思っているか。講
義のために登壇するのは、役者が舞台に立つようなものだろう。ラ
イブゆえに出来不出来が変動する。演じ切ったと感じることは希で
ある。不出来であったところを思い出し、悔やみ、次回こそはと思
う。そうしたことの繰り返しであった。
　諸君の受講態度についての我が評価は「ふつう」である。我が試
験では配布したプリントの持込みを許可しているから、80点以上を
得るのが当然であるが、不出来の学生が多かった。ボンヤリと座っ
ているだけであったのだろう。全回出席者は４割であり、教室を抜
け出す者もいたようである。履修するからには覚悟して臨むべし。
　ところで、下ネタ的なことを言うのは止めて欲しい、という書き
込みがあった。生物の進化は生殖による。男女差、月経、生体リズ
ム等にも「性」が関係する。後期には「生理学」について講義する
が、ここで扱う性にまつわる事項は「環境科学」の比ではない。そ
こで、学生諸君には「下ネタ」と感じたか否かについて判定をお願
いする予定である。
　学生あってこそ我々は講義を行うことが出来る。多くの学生諸君
が本科目を履修して下さったことに感謝している。

中国語１ａ 劉　素英 すべての項目に対して客観的に評価してくれていると思います。教
員の授業への工夫や努力が伝わったこと、そして、この授業を通じ
て、学生自身の成長が実感でき（「とても」と「どちらかといえ
ば」合わせて89％）、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「どちらかといえば」合わせて88％になっているこ
とをとても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、とても参考になりました。これからも皆さんのご意
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。
授業内容は時々或いはまったく理解できなかったという意見は少人
数ですがありました。今後もう少しわかりやすく説明できるよう工
夫していきたいと思います。聞き取れなかった場合、授業終了時に
聞きに来れば、再度説明します。

健康運動実習ｂ 島﨑　あかね シラバスでは3種類の種目を設定していましたが、バランスよく実施
できなかったことを反省材料にしたいと思っています。天候や他授
業との兼ね合いも考慮しながら、それぞれの種目について基本技術
から応用技術へのスムーズな展開になるよう、再度授業計画を見直
し、次年度以降へ生かしていきたいと考えています。
授業を通して他者とのコミュニケーション能力の向上や基本的な
ルールなど体験的に習得したことをもとに、日常生活における身体
活動量の確保に努めてほしいと思います。

日本経済論ａ 高橋　桂子 ７０数名の履修生に対して回答率が５５％。回答率をあげて履修生
全体の評価についてみる必要がある。自由記述欄で「経済用語でよ
く分からない言葉がたくさんあったが、授業を習ってから、ニュー
ス番組で言っていることが理解できる内容が増えた」という嬉しい
記述もある。

中国語２ａ 劉　素英 すべての項目に対して客観的に評価してくれていると思います。教
員の授業への工夫や努力が伝わったこと、そして、この授業を通じ
て、学性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71％）ことをとてもうれしく感じます。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少し少ないよう
です。もう少し時間をかければもっと良い成果が得られたかと思い
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。これからも皆さんのご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。
今回授業アンケートを受ける人が少ないのが少し残念です。

基礎スポーツ実習ａ 島﨑　あかね バドミントン経験者にとっては物足りない授業内容であったと思い
ますが、基本技術から試合形式まで一通りの技術とルールを体得で
きたのではないかと思います。バドミントンは比較的手軽に行える
種目ですが、ルールやいろいろな技術を覚えるとより楽しさが増す
ので、授業を通して学んだことを忘れずに、生涯スポーツの一つと
して継続的に実施してほしいと思います。

哲学入門ａ 降旗　芳彦 普段あまり考える機会のない事柄についての講義が中心になります
ので、講義に違和感をもつ受講者も少なくないと思いますが、哲学
はそれなりに面白そうだと感じてくれている受講者もいたようで、
励みになります。そういった受講者が増えるように講義の仕方を考
えていきたいと思います。

情報リテラシー応用ｃ 佐藤　健 この授業は、上級コースの内容です。４年生も就職活動の合間に小
テストに参加したり、様々なスキルが見についたと覚えています。

基礎スポーツ実習ａ 佐藤　健 教員免許状を取得予定の学生さん向けの授業です。単にゲームをす
るだけでなく、クラブ活動の指導なども含めて、運動動作の管理指
導の初歩を行いました。自由に楽しみたい方には、非常につまらな
い授業ですが、上達していれば良しとしてください。

フランス語２ａ 藤井　陽子 本授業の目標は、フランス語１で学んだことをもとに、さらにフラ
ンス語の知識を深めることでした。グループ学習や個別指導も可能
な語学学習には理想的な人数だったことが、アンケートおよび試験
の好結果につながったと思います。大変意欲的に取り組んでいるこ
とが、授業態度などからもよくわかりました。

フランス文学ａ 藤井　陽子 本授業の目標は、フランス文学の個々の作品に触れ、その特徴を理
解することでした。人名をはじめとして、耳慣れない音が多く大変
だったと思います。大人数で個別対応が難しく、申し訳なかったで
す。質問などを受け付けられるよう、工夫していきたいです。フラ
ンス文学への興味・関心がさらに深まれば、と考えています。
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女性と文学 山口　みなみ 授業冒頭のフィードバックに時間をかけすぎているとの指摘もあり
ましたが、おおむね好評であったと実感しています。考え方は人そ
れぞれであり、多角的に見ることが重要と理解してくれたことが一
番の収穫だと思います。

倫理学入門ａ 降旗　芳彦 様々な倫理思想についての説明を聞いて、自分で倫理について考え
るきっかけになった受講者もいたようで、この講義の目的はある程
度達成できたと思いますが、今日の倫理観とは異なる倫理思想がな
ぜ生じたのかを、もう少し理解してもらえるよう、説明の仕方を考
えたいと思います。

健康体力科学演習 島﨑　あかね それぞれの運動がどの程度の運動量となっているのかを、万歩計の
装着で確認することを通して運動プログラムの作成にまで授業展開
する予定でしたが、各自の運動実施と運動量把握にとどまってし
まったことは大きな反省です。運動実施とその理論をもとに運動プ
ログラムを構築するための知識の習得について課題を提示すること
で予習・復習の時間を作ることができたと思います。
後期以降はその点を考慮した説明や資料配布を行いたいと思いま
す。

実践プロジェクト 松下　慶太 おおむね高い評価が得られていると考えられる。強いて上げるとす
るなら、授業の進行スピードを適切に感じることができるように毎
回の授業の位置付けを冒頭で話すなど工夫をしていきたい。

リスニング・スキルズ 中山　誠一 分析結果をみると、予習時間が他の科目とほぼ同じとなっている。
オンライン上で行える予習用教材を準備したが、周知徹底が行えな
かったようである。今後は周知徹底を行いたい。

生物の世界 寺坂　治 今年度より小テストを実施するなどして学生諸君の理解度を確かめ
ながら授業を進めてきた。学生諸君の出席状況や授業態度のよさと
相まって、おおむね満足のいく授業ができたと感じている。来年度
は、小テストの回数、板書、パワーポイント、資料等を総合的に再
点検し、それらの内容，量、示すべきタイミング等についてより一
層の工夫に努める。

健康運動実習ａ 佐藤　健 レジスタンストレーニングの方法と実践をして自分の体型や体調に
気づきがもてれば幸いです。

ＴＯＥＩＣリスニング 中山　誠一 分析結果によると、学生が本講座の内容にほぼ満足しているようで
ほっとしている。予習時間が少し少ないように思えるので、今後工
夫をしていきたい。
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