
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
近代アメリカ文学・文化演習ｆ 稲垣　伸一 アンケートの回答者数が少ないので集計結果からはなんとも言えま

せんが、文学作品を原書で読むことは、かなり難しく粘り強く取り
組むことが要求される作業です。少人数の授業だったので、発言す
る回数も多く、予習が大変だったと思いますが、皆さんよく努力し
てくれたと思います。卒業してしまうと文学作品を英語で読むとい
うようなことはなかなかないと思いますので、この授業をよい思い
出としてくれればうれしいです。

アメリカ文学史ｂ 植野　達郎 アメリカ文学の作品に関心を持ってもらい、できるだけ自分で作品
を手にとって読んでもらうことを目標とした。作品を読むに際して
も自分なりに問を発し、その問に答をだすことを求めた。結果とし
て、作品を読むことについて意識的になった学生が増えたのであれ
ば嬉しいのだが。

現代アメリカ文学・文化演習ｆ 深瀬　有希子 アンケートへの回答を有難うございました。
皆さんの積極な参加によって、
英語のペーパーバック１冊を完読することができました。
皆さんからの意見を参考に、来年度以降の授業を
改善していきたいと思います。特に、受講生同士による
ディスカッションの場を設けていきたいと思います。

パラグラフ・ライティングｂ 志渡岡　理恵 　欠席の少ない受講生と多い受講生にはっきり分かれるクラスだっ
た。必然的に、授業時に集めた課題提出率も同じように分かれた。
課題提出日に欠席者が増える傾向があったので、シラバス通りに2回
の授業で1章を終えるスピードで進めるのは、少しきつかったのかも
しれない。予習・復習時間が平均より高いことからも、そのように
考えられる。必修の習熟度別のクラスで、テキスト・シラバスとも
に共通のため、個々のクラスでこの問題を解決するには、習熟度に
合わせて、授業中に課題の一部ができるように工夫する必要があっ
たのだろう。
　共通テキストの問題は、受講生がパラグラフの構造をしっかり把
握できるように工夫されていて、受講生の正解率も高かった。しか
し、そのパラグラフの中から並べ替えと英作文の問題を作って小テ
ストを行ったら、高得点を取る受講生は少数だった。パラグラフの
センテンス単位の説明まで行うと、２回で１章を終えることが難し
く、シラバスどおりに進めることができない。複雑なセンテンスの
み解説をするなど、試行錯誤することとなった。今回、初めて担当
する科目だったので手探りだったが、いくらか様子が分かったの
で、今後は、受講生の習熟度に合わせて、スピードと課題の量をう
まく調整していこうと思う。

パラグラフ・ライティングｂ 島　高行 回答をありがとう。
ベイシック・イングリッシュｂ 佐々木　真理 扱った教材や授業の内容について肯定的な意見が多く、自分の成長

が実感できたとの評価が多かったのがよかったと思います。徐々に
宿題を多くし、毎週小テストを行ったので、なかなか大変だったの
ではないかと思いますが、皆さんよくがんばってくれました。でき
ればもう少し事前事後学習の時間が増えるよう、今後の課題として
工夫していきます。

ベイシック・イングリッシュｂ 深瀬　有希子 アンケートへの回答を有難うございました。
週二回（イーラーニングも含む）、
すべて英語による授業であったため、
難しいところもあったかもしれません。
しかし、全体的にみて、
受講者の英語力が向上したと実感しています。
今後も何か質問があれば、お尋ねください。

イギリスの文化と社会 志渡岡　理恵 　現在のイギリスの状況と、そうなるに至った歴史的経緯をできる
だけ多方面から理解できるようにシラバスを考えたが、１回の授業
に多くのことを詰め込みすぎたと思う。今回、初めて担当する科目
だったので、今後は、まずこの点を改善したい。イギリスに関する
重要な基本事項は、１回の授業だけで終わらせずに、ほかの回でも
何らかのかたちで関連づけ、繰り返し確認していく必要を感じた。
　予習・復習時間に関しては、１００名を超える講義科目では、学
生の自主性に任せがちになる。何度かリアクション・ペーパーに予
習してきたことを書いてもらったが、これだけでは不十分だったよ
うだ。今後は、予習・復習を促すような工夫をしなければならない
と思う。

近代アメリカ文学・文化演習ｄ 稲垣　伸一 人前で自分の意見を述べ、相手の関心を引きつけることはなかなか
難しいことです。受講者の皆さんはそれをグループで協力し合い、
よく工夫してプレゼンテーションをしてくれたと思います。ここで
学んだリサーチの仕方やプレゼンの構成、最後のレポート作成は、3
年生にとっては来年度の「卒業論文」につながるものです。また3年
生前期の「プレセミナー」とも内容はつながります。受講者が卒業
論文や社会に出てからの活動にもこの授業で得たものを活用してく
だされば、とてもうれしいです。

英語学概論ｂ 村上　まどか 　予習復習時間の少なさが気になります。次の授業で行なう単元は
決まっているのですから、入念に見てくるようにしてください。基
本的な科目こそ、おろそかにしないで念入りにする学習態度が望ま
れます。

近代イギリス文学・文化演習ｆ 土屋　結城 シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を読み、作品の読解並
びに16世紀当時のイギリスの演劇の状況についての理解を深めるこ
とを目的とした授業である。アンケートの結果では、「シラバスの
内容や到達目標と一致していたか」「各回の授業の進むスピードは
適切だったか」「説明はわかりやすかったか」「双方向授業等の工
夫がなされていたか」「板書やパワーポイント、配布資料はわかり
やすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかったか」と
いった項目で4.75~5.00の評価を得た。総合的な満足度も高く、概
ね、授業の内容や目的に関しての理解は得られたと思う。今後の課
題としては、事前事後学修をより充実させること、並びに学生の関
心を継続できるような工夫をすることが挙げられる。

［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

社会言語学講義 猪熊　作巳 情報量の多い講義であり、課題の内容も難しい形だったため苦労し
た学生が多かったようです。その影響がQ12,13に出たのだろうと思
いますが、自分で研究をおこなうことの難しさを感じてもらえた、
という点では狙い通りだったのだろうとも感じています。

英語圏の詩 島　高行 回答とコメントをありがとう。
インテンシヴ・リーディングｂ 植野　達郎 しっかりと英語を読むことがどういうことなのか理解し、自分でも

できると思えるようになってほしいと思いながらお話ししました。
卒論セミナーｂ 佐々木　真理 卒論の指導を個人面談を中心に行ったため、アンケート回答の時間

を十分に取ることができなかったことを反省しています。回答して
くれた皆さんの結果をみると、時間をかけて熱心に卒論に取り組ん
でくれたことがわかります。

卒論セミナーｂ 志渡岡　理恵 体調不良のため、開講せず。
卒論セミナーｂ 島　高行 回答とコメントをありがとう。

卒論セミナーｂ 土屋　結城 大学での学びの集大成となる卒業論文に向けての授業だが、「シラ
バスの内容や到達目標と一致していたか」「各回の授業の進むス
ピードは適切だったか」「説明はわかりやすかったか」「双方向授
業等の工夫がなされていたか」「板書やパワーポイント、配布資料
はわかりやすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかっ
たか」といった項目で5.00の評価を得、さらに全体的な満足度も
5.00という評価だった。概ね授業の目的は達成できたと判断して良
いと思う。課題としては、さらに専門的に学びたいと思うような意
識づけをすることが挙げられる。

インテンシヴ・リーディングｂ 深瀬　有希子 アンケートへの回答を有難うございました。
皆さんの積極的な参加のおかげで、多くの文章に
触れることができました。
習熟度別クラス編成の（Ａ）レベルの学生向けクラスのため、
授業自体は英語で行うことはもちろん、
課題も多めに設定して進めました。
しかし、教員による説明が不足していたり、
もしかすると、より高度な内容を学習したい（またはその逆）
という希望もあったのかもしれません。
今後、さらなる改善に努めたいと思います。

インテンシヴ・リーディングｂ 村上　まどか 少しレベルの高いテキストを読むと、すらすらと読み進めるのは難
しいようですね。テストも決して芳しい出来ではなく、A+はひとり
しかいませんでした。みなさん、若くて記憶力があるうちに、単語
や構文をしっかり覚えましょう。「辞書持ち込み可」は、単語を覚
えなくてもいいという意味ではないのです。

卒論セミナーｂ 稲垣　伸一 多くの人が長い時間を費やして卒業論文に取り組んでくれてとても
よかったと思います。それがアンケートの集計結果にも表れていま
した。教員の側からの反省点としては、今年度は受講者が多かった
ために、もう少し一人ひとりに長い時間をかけて指導できればよ
かったと申し訳なく思っています。時に厳しい言葉で指導したこと
もありましたが、皆さんよくがんばってくれたと思います。前向き
に努力した皆さんに対して敬意を表します。

女性と英語圏文学ｂ 佐々木　真理 授業を通じて自身の成長を実感できたと答えてくれた人が多かった
のが何よりうれしく思います。期末試験に向けて事前事後学習のた
めの課題を出しましたが、思ったほど学習時間が伸びなかったの
で、今後の課題として検討していきます。

近代イギリス文学・文化演習ｂ 土屋　結城 チャールズ・ディケンズ作の『クリスマス・キャロル』を読み、作
品の読解並びに19世紀のイギリス社会、文化についての理解を深め
ることを目的とした授業である。アンケートの結果では、「シラバ
スの内容や到達目標と一致していたか」「各回の授業の進むスピー
ドは適切だったか」「説明はわかりやすかったか」「双方向授業等
の工夫がなされていたか」「板書やパワーポイント、配布資料はわ
かりやすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかった
か」といった項目で4.82~5.00の評価を得た。総合的な満足度も高
く、概ね、授業の内容や目的に関しての理解は得られたと思う。ま
た、学修時間も十分に確保されていたようである。今後の課題とし
ては、学生の関心を継続できるような工夫をすることが挙げられ
る。

中世イギリス文学・文化演習ｂ 大関　啓子 半期科目のため、『カンタベリー物語』の中英語の原典を読むこと
ができず、残念でした。ただ皆が、それぞれの発表の中で、多くの
taleに挑戦してくれたこと、そして文学としての視点からだけでな
く、様々な角度から考えてくれたことは、有意義だったと思いま
す。

特別講義 稲垣　伸一 アンケートの集計結果を見る限り、受講した学生さんが概ね内容に
満足してくれたことが感じられうれしく思いました。教員自身の反
省としては、講義とはいえ受講者数が30人代だったので、もう少し
双方向性の授業ができるよう工夫できればよかったかなと思ってい
ます。これは来年度の課題とさせてください。この授業がきっかけ
となり、これからアメリカやヨーロッパの社会に関心を持ってもら
えればうれしいです。

イギリス文学・文化講義ｂ 大関　啓子 大きなテーマであるにもかかわらず、半期で大急ぎの講義になり、
講義は最初の予定をカバーしきれませんでした。始めに予告したと
おり、まさにいろいろな「つまみ食い」になってしまいました。受
講生の皆さんが、国文・美々・短大と、まさに多様性に満ちた考え
の人たちだったために、レポートもリアクション・ペーパーなど
も、様々な分野からの考えに満ちていて、大変楽しい、変化に富ん
だ科目となりました。感謝！
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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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英語学演習ｂ 村上　まどか 　語用論はいわゆる「とっつきやすい」分野の言語学とみなされて
いるのですが、入念に研究すると、どうもそう簡単ではないらし
い、と分かっただけでも収穫だったかと思います。
　出席率がぎりぎりだった（４回欠席した）人で、レポートに盗用
が見つかった人は D にしました。他人の文献を写してくること自体
が悪いのではありません。写して来たら、誰それさんの何という論
文の何ページから引用したと明記しなければだめということです。
（また、明記すれば際限なく長々引用していいというわけでもあり
ません。）
　前期に私の「プレセミナー」を取った人は、概してそれなりに整
えてレポート作成してくれたので、ほくほくしています。レポート
は返却して助言しますので、アポイントメントをとった上で、取り
に来てください。

英文入門セミナー 島　高行 回答、コメントをありがとう。
大変だったでしょうが、みなさんよく頑張りました。

英文入門セミナー 大関　啓子 受講生の皆さんの投稿が少ないように思いました。
授業が役にたったという複数の人の意見の一方で、リーディングを
注意されて気になった人、私の雑談が長いと思った人もいました。
注意の言葉がきつかったのでしょう。それをバネにして、2年生まで
にお経に聞こえないように頑張ってください。
また、その時の授業の筋から少し外れたことはあると思いますが、
雑談というより、英文学科の学生として必要な内容からはずれたつ
もりはありません。雑談ととれたとしたら、もう少し、範囲を広げ
てみてください。

英文入門セミナー 猪熊　作巳 各回の欠席者が多く、教室内での運営が難しかった反面、３領域の
内容についてはそれぞれに刺激を受けた様子が伺えました。教員・
学生ともに、授業への参加態度と英文学科の専門的内容への興味の
２点双方への意識を大切にする必要があるでしょう。

英文入門セミナー 深瀬　有希子 アンケートへの回答を有難うございました。
皆さんの真摯な授業態度のおかげで、
充実した授業をすることができました。
「入門」とはいえ、
専門的な学術論文または英語作品を日本語を介さず、
英語のみで説明するという授業の進め方に
皆さん非常に努力してついてきてくれたと思います。
今後もなにか質問があればお尋ねください。
さらなる飛躍を期待しています。

イギリス文学史ｂ 土屋　結城 18、9世紀から現代に至るまでのイギリス文学の歴史を理解し、それ
とともにイギリスの文化、社会についての理解を深めることを目標
とした授業である。アンケートの結果では、「シラバスの内容や到
達目標と一致していたか」「説明はわかりやすかったか」「板書や
パワーポイント、配布資料はわかりやすかったか」「担当教員の声
や言葉は聞き取りやすかったか」といった項目で4.54~5.00の評価を
得た。総合的な満足度も高く、概ね、授業の内容や目的に関しての
理解は得られたと思う。今後の課題としては、事前事後学修の充実
並びに学生の関心を継続できるような工夫をすることが挙げられ
る。

翻訳演習 今村　京子 授業アンケートの提出者が２名だったためこの授業に対する全体的
な評価を見定めるのはむずかしい。
学期途中に授業に対して自由に意見を述べてもらう機会を設けたと
ころ、教科書や提供した課題に加えてさらに多くの英文を読みたい
という要望が少なからずあり、予定以上の英文翻訳をこなすことが
できた。
しかし、こういう意欲的な受講者がいる一方で基本的な英文法を習
得していないために英文を正しく読めず日本語に置き換える以前に
つまずく学生も見られた。
来期は英文法の解説を増やし興味ある資料を提供し、学生の理解度
を確認しながら授業を進めていく予定です。

アメリカ文学・文化講義ｄ 深瀬　有希子 アンケートへの回答を有難うございました。
全体的に出席率も高く、また真摯な授業態度で
臨まれていたと思います。
マナバを通じて、課題を２回提出していただきましたが、
充実したコメントが提示されていたと思います。
１００人規模の大規模授業内で、
学生と教員、さらには
学生同士の意見交換をどのような形で遂行できるのかー
さらに模索を続けたいと思います。

多読演習 土屋　結城 授業アンケートでは、「シラバスの内容や到達目標と一致していた
か」「各回の授業の進むスピードは適切だったか」「説明はわかり
やすかったか」「双方向授業等の工夫がなされていたか」板書やパ
ワーポイント、配布資料はわかりやすかったか」「担当教員の声や
言葉は聞き取りやすかったか」といった項目で4.75~5.00の評価を得
た。学修時間も十分に確保されていたようである。また、自由記述
でも英語の文章を読むことの楽しさがわかったというような項目が
あり、概ね授業の内容や目的に関しての理解は得られたと思う。今
後の課題としては、学生の関心を継続できるような工夫をすること
が挙げられる。

現代アメリカ文学・文化演習ｄ 佐々木　真理 予定していた範囲を終わらせるのに授業時間をいっぱいまで使った
ため、授業中にアンケートへの回答時間をとることができず、回答
者数が少なくなってしまったことを反省しています。回答してくれ
た皆さんからは高い評価をいただいて嬉しく思っています。

卒論セミナーｂ 猪熊　作巳 コメント母数が少ないため統計的なことは言えませんが、各自が自
分の研究に対して非常に真摯に向き合ってくれました。
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卒論セミナーｂ 村上　まどか 　この科目の授業評価はやりにくいのは分かっていますが、この科
目の成績評価はほぼ中間発表に基づいてつけると言ったのに、自分
はA+やAだと思っている楽観的な人が多いのには驚きました。 
　まず、中間発表をやることになっている合宿に正当な理由なく来
なかった人が高評価を得るわけはありません。それに、プレゼンの
内容が薄いのに高評価を得ることもありません。 
　これは私からの最後の助言ですが、どうか周囲の人から期待され
ているように行動してください、さらに望むべくは、期待されてい
る以上の行動を成し遂げて、周囲から感心されるような人になって
ください。自分が行かなればならない行事には姿を現すこと。持ち
時間３０分のプレゼンを、１０分足らずで終わらせないこと。社会
に出ると、そういったことが、（実は英語力よりも）すごく重要に
なります。 
　今年のゼミ生は、卒論自体もA+を得た人がいなかったのは、私と
しても心残りでした。

現代アメリカ文学・文化演習ｂ 植野　達郎 "The Great Gatsby"のテキストを読むことと、内容の理解を深める
ことを目的とした。そのために精読をすることと、Chapterごとに気
になる点を挙げ、それについてコメントすることを求め、manabaに
レポートとして提出してもらった。manabaに提出されたコメントを
整理してクラスにフィードバックした。それによって他の学生のコ
メントを知ることができ、内容の理解が深まったのではないかと思
う。
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