
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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,津田　ひろみ 土曜日１限にもかかわらず出席率が良くて嬉しかったです。英語は

専門ではないにもかかわらず、一生懸命頑張っている様子が見られ
ました。内容理解を深めるディスカッションにも積極的に参加して
くれて良かったです。私は楽しいクラスだと感じていましたが、中
には不満もあったようです。うまく対応できなくて、すみませんで
した。

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 分析結果によると、学生が内容にほぼ満足しているようで、よかっ
たと思っている。

漢字書法１ 亀田　絵里香 楷書の基礎を学ぶ授業です。漢字の９つの基本点画を徹底的に学び
ました。それまでの「苦手意識」や「身についてしまったくせ」を
なくして、書写教育に必要な技法や知識を身につけました。今後
は、更なる発展を目指し「予習復習」等の課題提供を考えます。

書学概論 亀田　絵里香 毎週の宿題と確認テストは大変だったと思います。それらの提出物
やテストは毎週添削して返却しました。その為、それぞれの間違い
や、くせを速やかに自覚し矯正（上達）していくことができたよう
に思います。文字（ひらがな、漢字）の構成を理解し、手紙の本文
や宛名の書き方、履歴書等を学びました。「文字をていねいに書く
ことを心がけるようになった」とアンケートにて複数の声がありま
した。文字を書くことを通して、女性としての身だしなみを考える
機会となれば嬉しく思います。

書芸実習ａ 伊藤　文生 　実習ということで、ともかく実際に習い、各自それなりの成果が
得られたことは、すでに《manaba》の掲示板で確認できている。
　成長を実感したこととして、「毛筆で美しい文字が書けるように
なった」「蘭亭序や、楽毅論についての理解が深まった」「集中す
るという習慣ができた」「行書について多く関心が持てた」という
コメントがあった。平凡な感想ではあるが、この授業によって充分
な成果が得られたとしてよいのであろう。「臨書に対する考え方が
変化した。ただ書き写すだけではなく、一画一画の特徴を見ること
の大切さを知った」というのは期待以上の成果と言える。
　「配布資料をもう少し工夫して欲しい」という要望があった。さ
まざまな資料があり、まず、それを知ることが重要であるという考
えから、結果的にまとまりに欠ける資料配布となった。今後は教材
の精選整理に努めたい。
　「毎週楽しみにしていた授業の一つになっていたため、履修して
良かった」という感想は誠にありがたい。今後の励みとしたい。

国語学研究ａ 吉田　雅子 アンケート回答してくれたかたは11名でした。おおむね「よく学ぶ
ことができた」という自己評価と見受けられ，私もそれは同感で
す。
３年生以上の授業の場合，自分から積極的に学んでいくことがより
重要になります。ただ受動的でいるのではなく，今後のことを見据
えて，より主体的に学び，力を付けられるように心がけてほしいと
思っています。

中古文学基礎演習１ 栗本　賀世子 学生からプロジェクターが見づらいという指摘があったので、部屋
の明かりをかなり消して授業を行ってみた。この結果、前よりも見
やすくなったと思う。

日本文法論ａ 福嶋　健伸 ◇古文文法の基礎を身に付けるための授業である。
◇実際に大学入試の過去問を解かせる等のことで、授業の中で、
実力がついていることを実感させている。
◇後期は、より実践的になっていくので、学生達も力が伸びている
ことをより実感できるようになることと思う。

上代中古文学演習ｂ１ 栗本　賀世子 学生が一人と少なかったが、その分コミュニケーションがとれ、濃
密な授業になったと思われる。生徒に詳細に調査方法などを教える
ことができた。

特殊演習１ 山内　博之 長年、この科目を担当しているにもかかわらず、あまりうまく授業
を進めることができていない。就職（社会に出るということ）にも
もう少しコミットし、「大学から社会への橋渡しとしての卒論の執
筆」というような方針を立てて授業を進めていきたいと思ってはい
るのだが、具体的にどうすればいいのかが、よくわからない。今
後、いろいろ模索しながら考えていきたいと思う。

国語史ａ 福嶋　健伸 ◇「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の数値が、
4.23である（全体平均4.05、当該区分平均4.07）。それなりに満足
度は高いと判断できる。
◇特にリクエストは無かったので、このままの路線で授業を進めた
いと思う。


漢文学ａ 秋谷　幸治 　前期の授業では、前半でじっくり基礎のおさらいをし、後半で曹
操にまつわる短い故事を読んでいきました。アンケートを見ると、
漢文の世界に興味を持ったとコメントしてくれた学生が多くおり、
授業の進むスピードや方法についても、概ね肯定的な意見をもらい
ました。特にミニットペーパー（ミニテストを兼ねたコメントシー
ト）を用いた取り組みは好評でしたので、後期も続けて行いたいと
思います。
　後期の授業では、洞窟探訪説話（洞窟の中の不思議な世界を探検
する説話）を読んでいきます。日本の説話とよく似た説話も多いの
で、日中の説話を比較しながら、色々な「発見」をして欲しいで
す。例えば、学生に調査をさせる時間も設けたりして、より工夫を
凝らした授業を行いたいと考えています。
　なお、授業アンケートの回答者数が少ないのが気にかかりまし
た。後期は早めにアンケート回答の説明と指示を出すように注意し
ます。

国語学概論ａ 福嶋　健伸 ◇「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の数値が、
4.47である（全体平均4.05、当該区分平均4.07）。それなりに満足
度は高いと判断できる。
◇特にリクエストは無かったので、このままの路線で授業を進めた
いと思う。

［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

情報リテラシー基礎ａ 久保　ちづる 　この授業の目標は、「コンピュータ、インターネットを活用で
き、レポート作成に必要なWord、Excelの基本スキルを身につける」
ことです。
　集計結果を分析すると、「この授業を通じて皆さん自身が成長を
実感している」ことがわかり、授業の目標を大方達成していると言
えます。
　自由記述欄に、「WordやExcelが前よりも使えるようになった、身
についた。パソコン技術が身についた、好きになった。打つのが速
くなった、など。（10名）」「進みの速いときとおそいときがあっ
て、速いときに一度なにかでつまずくとどんどん置いていかれてし
まった。（1名：原文のまま）」という記述がありました。
　Word・Excelの基本機能の学習は教科書に沿って進めました。教科
書の項目の中には「読めば分かる項目」もあれば、「読んだだけで
は分かりにくい項目」や「押さえておきたい重要な項目」などがあ
りますので、必定、項目ごとに費やす時間は異なってきます。
　後期の授業では、つまずいてしまった場合はひとまず説明を聞い
てください。項目の区切りで皆さんに質問を問いますので、その時
に遠慮なく質問してください。そして、教科書や資料で該当箇所の
復習もしてください。個別に目が届くような方法をさらに考えてい
きたいと思います。

情報リテラシー基礎ａ 久保　ちづる 　この授業の目標は、「コンピュータ、インターネットを活用で
き、レポート作成に必要なWord、Excelの基本スキルを身につける」
ことです。
　集計結果を分析すると、「この授業を通じて皆さん自身が成長を
実感している」ことがわかり、授業の目標を大方達成していると言
えます。
　自由記述欄に、「WordやExcelの使い方がよくわかった、使えるよ
うになった。文書を作れるようになった。パソコンが使えるように
なった。タイピングが速くなった。（14名）」「進行が早いときと
遅いときの差が大きい。（原文のまま）」という記述がありまし
た。
　Word・Excelの基本機能の学習は教科書に沿って進めました。教科
書の項目の中には「読めば分かる項目」もあれば、「読んだだけで
は分かりにくい項目」や「押さえておきたい重要な項目」などがあ
りますので、必定、項目ごとに費やす時間は異なってきます。
　後期の授業では、つまずいてしまった場合はひとまず説明を聞い
てください。項目の区切りで皆さんに質問を問いますので、その時
に遠慮なく質問してください。そして、教科書や資料で該当箇所の
復習もしてください。個別に目が届くような方法をさらに考えてい
きたいと思います。
　また、自由記述欄に「前のスクリーンが全然見えない（原文のま
ま）」という記述もありましたので、学校側に伝えておきます。細
かい操作の際には、今後も教員の画面を送信していきます。

比較文化ａ 髙倉　永佳 半期の短期間でしたが、少しでも日本の伝統文化の知識を深める
切っ掛けになれば幸いです。
また、授業の資料として写真や映像だけでなく、実物の装束や物ノ
具などに接していただく機会があれば、より興味や理解を深める授
業になったのではと思慮いたします。

日本語の音声 山内　博之 いろいろ反省点はあるが、最も大きな反省点は、1日1単元で授業を
進めていくということが、しっかり守れていなかったことである。1
回の授業の中で、「興味が持てるような導入→学習項目の教授→身
近な応用例の提示→次回につながる残された課題」というような構
成がしっかりと作れるよう、努力したい。

実践入門セミナー 山内　博之 6クラスすべてを2回ずつ担当した。最初の2クラスでは、講義形式で
授業を行なってしまい、学生たちも明らかに退屈そうだった。3クラ
ス目からは、思い切ってアクティブ・ラーニング的な要素を取り入
れ、学生たちのグループ作業と発表を中心にして授業を進めていっ
た。20名余りという少人数のクラスなので、講義形式の授業は絶対
によくないと思った。

仮名書法１ 伊藤　文生 　代表的な感想として、「仮名文字の書き方について理解が深まっ
た。また、千字文について知ることができた」「和漢朗詠集の和歌
について、短時間ではあったが、毎週臨書する機会を得て、手本を
良く見て書くという学習を重ねることができたことは、自分自身に
とって成長を実感できる時間だったように思う」という。また、
「プリントの問題について仮名文字の勉強ができたので、改めて復
習することができ理解ができました」「学ぶための資料をたくさん
用意してくださいました。特に、千字文の書体の違いが分かる資料
は学ぶ視点を広げていただき良かった」「丁寧に教えてくれたの
で、学習環境がとても良かった」と好評であった。
　ただし、「提出した臨書について、直したほうが良い文字につい
ては、朱書きでどんどん直していただきたい」という要望もあっ
た。人数と時間によるが、できる限り適切に対応したい。

仮名書法１ 伊藤　文生 　代表的な感想として、「仮名文字の書き方について理解が深まっ
た。また、千字文について知ることができた」「和漢朗詠集の和歌
について、短時間ではあったが、毎週臨書する機会を得て、手本を
良く見て書くという学習を重ねることができたことは、自分自身に
とって成長を実感できる時間だったように思う」という。また、
「プリントの問題について仮名文字の勉強ができたので、改めて復
習することができ理解ができました」「学ぶための資料をたくさん
用意してくださいました。特に、千字文の書体の違いが分かる資料
は学ぶ視点を広げていただき良かった」「丁寧に教えてくれたの
で、学習環境がとても良かった」と好評であった。
　ただし、「提出した臨書について、直したほうが良い文字につい
ては、朱書きでどんどん直していただきたい」という要望もあっ
た。人数と時間によるが、できる限り適切に対応したい。

日本語教育学演習ｂ１ 山内　博之 アンケート結果からわかることではないのだが、扱った類似表現の
難易度が安定していなかった。簡単すぎたり、難しすぎたりしたよ
うに思う。一見しただけでは使い分けがまったくわからないのだ
が、しかし、例文を集めていくと自ずと使い分けが明らかになる、
というような類似表現を選んで提示したい。分析する努力が必要で
あり、かつ、達成感も感じられるような類似表現を課題として提示
できるよう、努力したい。

日本語教育文法−初級− 山内　博之 受講者数が比較的多かったにもかかわらず、学生たちは熱心に授業
を聞いてくれ、期末テストの出来も、全体的によかったと思う。し
かし、いったんテストではできたことを、学生たちがいつまで忘れ
ずにいられるかが問題である。この授業では、テキストを使ってい
ないため、後々、また勉強するということが、もしかしたら難しい
かもしれない。完全にオリジナルの内容で授業をしているため、テ
キストを使用できないのだが、その点、どうすればよいかを今後考
えていきたい。
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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

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学生の皆さんへ
授業アンケートに沢山のコメントをありがとうございました。
真面目で、前向きで、明るい学生と共に過ごせたことに感謝してい
ます。
キャリアのこと、女性が働くこと、会社とは、様々なテーマがあり
ました。まもなく後期が始まります。しっかりと専門科目での学び
を深められるとともに、少し社会を意識し、アンテナを張って情報
収集に努められることをお薦めいたします。
また、皆さんと、3年生の授業でお目にかかれることを楽しみにして
います。そして、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。可能なかぎりのサポートをさせていただきます。
また、9月10日(土)の14:00～15:00まで、NHK Eテレの「TVシンポジ
ウム」で実践女子大学のことが取り上げられます。どうかご覧下さ
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

国語学演習ｂ１ 福嶋　健伸 ◇「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の数値が、
4.50である（全体平均4.05、当該区分平均4.07）。それなりに満足
度は高いと判断できる。
◇特にリクエストは無かったので、このままの路線で授業を進めた
いと思う。

特殊演習１ 福嶋　健伸 ◇「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の数値が、
4.75である（全体平均4.05、当該区分平均4.07）。それなりに満足
度は高いと判断できる。
◇特にリクエストは無かったので、このままの路線で授業を進めた
いと思う。
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