
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 カズウェル，イアン・マイケル,津田　ひろみ 土曜日にもかかわらず、出席率が良かったです。予習や宿題など要

求が多く大変だったと思いますが、みなさんよくついてきてくださ
いました。その結果、授業に対する姿勢が積極的になり、英語力も
高まったと思います。語彙学習だけでなく、内容について深く考え
られるよう工夫しましたが、それを受け止めていただいて嬉しいで
す。英語の勉強をこれからもぜひ続けてください。半年間楽しかっ
たです。ありがとう:-)

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 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。

英語学演習ｃ 猪熊　作巳 少人数のクラスでしたが参加学生の積極的な発言もあり、「自力で
考える」姿勢を身につける、という目標は一定のレベルまで達成さ
れたのではと考えています。
一方で、学問的な意味での理解の深さと正確さをどのように担保す
るか、という点については、学生による発表と教員による説明のバ
ランスを調整しながら改善していく余地が残ります。

中世イギリス文学・文化演習ｅ 大関　啓子 　今年度が始めての4年生の専門演習です。中世英語を半年間で読む
こともできず、迷いましたが、購読を少しした所で、比較的読みや
すい中世ロマンスを読んで、発表してもらいました。結果は予想以
上に皆それぞれ頑張ってくれました。

アメリカ文学史ａ 稲垣　伸一 授業では毎回、紹介した作品からの引用を読み、それに対する感想
をリアクション・ペーパーに書いてもらいました。これに対して
は、次第に慣れてきて書くことに抵抗がなくなったという趣旨のコ
メントがあり、またこの作業が辛かったというコメントもありまし
た。これは授業での解説をふまえて作品を解釈する練習のために
行ってきたものです。つらい作業でありながら作品について短時間
で深く考える練習ができたというようなポジティヴなとらえ方をし
てくれた学生さんが複数いたのはうれしいことです。こうした練習
は今後の演習でのレポートや卒業論文を書くときの準備とも位置づ
けられます。これからもアメリカ文学の作品に多く触れて、自分の
意見を論理的に表現していくことに慣れていってもらえれば、この
授業の目的が達成できたことになります。
また、マイクの音量や他の学生の私語についてのコメントもありま
した。こうした要望や思うことは授業の最後に提出するコメント
ペーパーに書いてもらえれば改善していくことができますので、こ
れを有効に活用してみてください。

英語教育学講義 中山　誠一 分析結果をみると、学生の満足度がとても高いことがわかる。授業
は全て英語で行ったので、少し不安があったがこの結果をみて少し
ほっとしている。今後はさらに内容を充実させていきたい。

児童英語演習 宮下　いづみ 児童英語演習に出席していただきアンケートへのご協力をありがと
うございました。
目的意識を持ってのぞんでくださったのを、うれしく思います。ま
た、説明などわかりにくかったと感じる方のないように、今後して
いきたいと思いますので、授業の前後は引き続き時間をとらせてい
ただきます。
授業内でお聞きになりにくいときには、前後におっしゃってくださ
い。
みなさんがますます英語が好きになり、スラスラわかるようになる
お手伝いをさせていただきたいと思います。

現代アメリカ文学・文化演習ｃ 深瀬　有希子 読む量が多い授業で大変だったかと思いますが、
みなさん真摯な態度で授業に参加していました。

パラグラフ・ライティングａ 村上　まどか 　自己採点をA+にした人が回答者のうち半数とは、少々甘いです
ね。習熟度別でAクラスという自負かもしれませんが、今回は成績が
Cの人も多少おります。
　英作文は、予習だけでなく、むしろ復習が大切です。赤ペンによ
る添削を十分に見直して、次に備えましょう。

パラグラフ・ライティングａ 深瀬　有希子 書く量が多く、また授業そのものを英語で行ったため、
難しく感じられた学生さんもいたかもしれません。
けれども全体としては、皆さん真摯に課題に取り組んでおり、
英文レポートは回を重ねるごとに良くなっていきました。

パラグラフ・ライティングａ 土屋　結城 英語でのライティング能力向上を目的とした授業であり、授業アン
ケートでは、双方向授業等の工夫がなされていた、板書や配布資料
がわかりやすかった、担当教員の声や言葉が聞き取りやすかったと
いった項目で平均位以上の評価を得た。この点で、授業の目的、内
容に関して理解を得られたと思う。一方で、学修時間については課
題が残った。授業の性質上、予習時間を増やせるような取り組みを
今後心掛けたい。

パラグラフ・ライティングａ 島　高行 回答、コメントをありがとう。
ベイシック・イングリッシュａ 深瀬　有希子 パワーとやる気のみなぎる皆さんのおかげで、

毎週２回、英語のみの授業を、
楽しみながら創り上げていくことができました。



ベイシック・イングリッシュａ 猪熊　作巳 週に2回のコースで、ほぼ毎回小テストと提出物のあるタフなコース
だったと思いますが、総じてよく努力してくれたと感じています。
改善すべき点としては、教室内で取り扱う内容の大部分が文法に偏
り、リーディングに力を注げなかったことが挙げられます。また、
各回の小テストを通じて単語の調べ方や覚え方、使い方についての
ポイントを伝えたかったのですが、コースを通じて小テストのスコ
アに大きな向上は見られなかった、という点も反省すべき点と捉え
ています。

アメリカの文化と社会 佐々木　真理 アメリカの社会と文化について多様な知識を身につけ、2年生以降の
専門分野の学習に関する好奇心を育むという目的は、集計結果から
判断すると概ね達成できたように思われる。週当たりの学習時間を
増やすために、学期中に2回の中間レポートを提出させたことも一定
の効果があった。人数が多い授業なので、レポートについて一人一
人に細かく指導ができなかったのが今後の課題である。また、どう
しても全員に目が行き届かず、授業中の私語や授業に関係のない行
為を防ぐのが難しいが、これも今後の課題としたい。

女性と言語学 村上　まどか 　講義科目としての特徴になりますが、予習復習時間の少なさには
驚きました。（さすがにレポートには時間をかけていますよね？
でもそのレポートも、やっつけ仕事的なものが散見されました。）
　さらにこの科目の選択理由が、「授業内容に興味があった」の次
点が「空き時間があった」であることに、あちゃ～と思います。そ
れでもこの授業を通じて、何かしら心の片隅に残ったものがあるこ
とを願っています。

近代アメリカ文学・文化演習ｃ 稲垣　伸一 １５回の授業で『緋文字』というある程度の長く難解な作品を、翻
訳の助けを借りながらも一部は英語で読むということは、なかなか
根気が必要なことだったと思います。それにもかかわらず、「達成
感があった」「どのように解釈をしていけばよいのかわかった」
「長い英語に対する抵抗が減った」など肯定的なコメントが多かっ
たのは、履修した学生さんの努力の賜だと思います。それを裏付け
るように、アンケートでは予習復習に約４分の１以上の履修者が毎
回２時間以上、４分の３以上が１時間以上を費やしているという結
果が出ています。今後も、一見難しそうな作品に対しても積極的な
姿勢で挑戦して、読書経験を豊かにしていってほしいと思います。

［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

英語学概論ａ 猪熊　作巳 大部分の履修者にとって、はじめて聞く内容だったと思います。特
に学期後半では理論言語学的側面に立ち入ったため、非常に難しく
感じた学生が多くいました。アンケートの結果をみても、授業の内
容理解に関するポイントが低く出ています。ただ、授業内でも説明
したとおり、この授業の主旨は全てを理解することではなく、まだ
まだ理解すべき事柄がたくさんある、と感じてもらうことです。そ
の意味では、この授業の目標は一定程度まで達成されたとも考えら
れます。
手法上の改善点として、各回のコメントシートによって学生から出
された質問や意見を救いきれなかった、という点が挙げられます。
ここについては、授業の進度と学生の理解の深度のバランスをとり
ながら考えていくべき点かもしれません。

近代イギリス文学・文化演習ｃ 島　高行 回答、コメントをありがとう。
イギリス文学史ａ 島　高行 回答、コメントをありがとう。

来年度の参考にします。
プレセミナー 稲垣　伸一 レポートを作成するときの考え方や書き方がわかったという趣旨の

コメントが多かったことから、ある程度この授業の目的が達成され
たと考えられます。大切なのはこの授業で身につけたことを、今後
の授業や卒業論文に活かしていくことです。その意味では、前期中
もう少しここで学んだ内容を実践する場（期末レポートのようなも
の）があればさらによかったと思っています。
また、この授業で学んだことの定着度は一人一人異なると思いま
す。授業アンケートの結果を見ても、例えば予習復習の時間は２時
間以上から０まで様々です。授業内容の定着度はそれを身につける
ために費やした時間の長さに比例すると思います。説明を聞いただ
けではすぐにその知識は忘れ去られてしまうものですので、これか
らも時々この授業で説明した内容は振り返って復習すると知識が定
着します。

プレセミナー 大関　啓子 この科目が新設されて２年目になります。１年目の内容を担当教員
全員でさらに改良しました。Bクラスでは英文学だけに内容が偏らな
いように、配布資料も全般的なものを選びました。皆さんの記述を
見ますと、「レポートにおける参考文献や注の書き方が理解でき
た」等の実質的な成果が感じられます。またさらに「自分の進路に
ついて深く考える事ができた」や「授業はもちろん教員の言葉が心
に響いた」等の本来のテーマ以外に、いろいろ話し合った事が、学
生生活だけでなく、進路やその先の人生設計についても考えるきっ
かけなったことを知り、うれしく思いました。

プレセミナー 佐々木　真理 全体に、4年生の卒業論文執筆にあたって必要な論文の書き方や思考
方法について学ぶ、というこの授業の目標は達成できたように思わ
れる。最終週は、一人一人に手渡しでレポートを返却し指導を行っ
たため、授業アンケートについて全員にきちんと周知することがで
きず、アンケートに回答した学生数が少なかった。今後は、学生に
よく周知するようにしたい。

プレセミナー 土屋　結城 回答率が低かったものの、「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5.00の評価を得、
全体的な満足度も4.67という評価であった。これらの評価に鑑みる
と、授業内容に関して一定の効果は挙げられたと思う。授業内容に
関しては、今年度初めて担当した授業であったため、課題も多く
残ったため、今後、それらの課題の改善に努めたい。

プレセミナー 村上　まどか この授業の予習・復習をまったくしない学生が25％もいたのですね
（ただし全員は回答していませんが）。さすがにレポートは除くの
でしょうが、この授業の性格上、そのような事態はきわめて好まし
くありません。それもあって、時々理解できなかった学生25％が存
在していたのでしょうか。英文リーディングが難しかったことは認
めますが、チャレンジです！　投げ出さずにがんばってついていき
ましょう。欠席したため欠けた分の提出物を最終日に出すことに
よって得点化し、落とすことを避けたのは甘かったかと思いますの
で、次からはそんなことを期待しないように、しっかりやってくだ
さい。

卒論セミナーａ 佐々木　真理 この授業は卒業論文執筆に向けて、資料検索方法・資料の分析方
法・自らのテーマの設定という3つの項目について、プレゼンテー
ションとディスカッションを行い、さらに個人面談も行いながら学
んだ。概ね授業の目標は達成できたように思われるが、授業アン
ケートに回答した学生数が少ないので、今後の検討課題としたい。

卒論セミナーａ 志渡岡　理恵 体調不良のため、閉講。
卒論セミナーａ 島　高行 回答、コメントをありがとう。
卒論セミナーａ 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、「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。個別指導が多くなる授業なので、今後もきめ細かな指導をして
いきたい。

卒論セミナーａ 稲垣　伸一 この授業は卒業論文執筆の準備を進めることが目的の授業でした。
授業アンケートの結果をみると、ほとんどの項目でよい数字がでて
いて、肯定的なコメントも多かったようです。これは履修者の皆さ
んが就職活動等で忙しい中、できるだけ時間を割いて卒業論文の準
備を進めた結果だと思います。
卒業論文は、言うまでもなく、真剣に取り組むほどによい仕上がり
になります。執筆していくことは時に苦しい作業ではありますが、
夏休み以降もよい論文を目指してがんばってください。

卒論セミナーａ 植野　達郎 卒業論文執筆に向けての序章として、基本的な文芸用語の確認と卒
業論文の序論の発表を求めた。

近代イギリス文学・文化演習ａ 土屋　結城 シャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』を読み、作品の読解
並びに19世紀イギリスの女性の生き方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4.83~5.00の評価を得た。また学修時間も十分に確保されて
いたようである。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。今後、改善に努めたい。
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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

中世イギリス文学・文化演習ａ 大関　啓子 　98名の受講者の演習科目について、苦肉の策として、購読や説明
は少なくして、グループ発表とその講評そしてレポートを取り入れ
たことで、よい結果を導き出せたように思います。皆さんの回答に
ある「様々な視点からの考え方」「英文学に自ら触れてみようとい
う気持」「レポート作成の論理的に考える力」などの成果は大き
く、その一方で「名簿順にグループを決められた」事でグループ内
の関係に悩んだ人もいたようです。それも大きな成果だと思いま
す。気の合う仲良しの友人だけでなく、自分と異なる考え・やり方
の人も尊重し、調和していくという大学で大切な機会を得たのです
から。
　評価の不公平を心配している人がいましたが、大丈夫です。発表
の時に私が観察していた通り、それは各自のレポートにはっきりと
あらわれていました。発表の準備に一生懸命に励んだ人はよいレ
ポートになっていましたし、そうでない人はそれなりで、評価にも
出ていると思います。
　何よりも皆さんが、いい加減にせずに、しっかりと他の人の発表
を聞き、自分たちの発表に役立てていたことは、うれしく思いまし
た。

インテンシヴ・リーディングａ 植野　達郎 英文をどのように読んだらいいのかについて、例を挙げながら解説
した。

インテンシヴ・リーディングａ 佐々木　真理 テキストのレッスン毎に単語テストを行い、次週の予習箇所を指定
しあらかじめ予習してくるように指示したが、週当たりの予習復習
時間が少ない学生がいるので、さらに増えるように今後は工夫した
い。

英語学演習ａ 村上　まどか 入門的とはいえ高度な内容を英文で扱っているので、ほとんど予習
復習しない人が３人に１人では、時々理解できなかった人が約半数
でも当然だと思われます。英文を読む授業では、必ず予習をするこ
と。 
　この授業を通じて自分自身の成長を感じ取った人がほとんど（８
割）とは、結構なことです。英語学は文学に比べて不人気かもしれ
ませんが、地道に基礎をおさえておくと、あとで実を結びます。

実践入門セミナー 植野　達郎 高校から大学への接続を図ったが、特に大学で求められる文章の読
み方および書き方に力点を置いた。

実践入門セミナー 島　高行 総じて意欲ある学生が多く、課題にまじめに取り組み、レポートの
書き方も短期間で成長したように思う。
アンケートで、「自分の成長を実感できた」と肯定的に答えた回答
が85パーセントであったことはとてもうれしい。一方で、この科目
についてもっと学びたいと思ったという回答が、55パーセントにと
どまり、35パーセントがどちらともいえないと答えている点は反省
材料であり、後期の「英文入門セミナー」の授業で生かしたい。

実践入門セミナー 大関　啓子 「レポートの書き方や考察の仕方がよくわかった」や「文章の構成
の仕方を他のクラスメイトのものにたくさん触れ、理解が深まっ
た」等の回答が多く、この科目の成果と受け止めます。ただ一方で5
月始めの担当教員の交替に戸惑っている一例がありました。それ以
前の内容を念のため重複して説明したことや、遅刻・欠席・受講態
度についての注意をはっきりしたこともその一因かもしれません。
全体を通して回を重ねる度に、クラスの雰囲気も馴染んできたよう
に思います。

実践入門セミナー 猪熊　作巳 入学直後から、かなりタイトな日程のコースでしたが、積極的に参
加している学生が多く見られ、心強く感じました。一方で、課題の
提出をミスする、遅刻を重ねる、といった基本的姿勢に問題のある
学生も散見されます。今後の学生生活を通じて、自律的・自立的な
取り組み姿勢を身につけましょう。

実践入門セミナー 深瀬　有希子 課題も多い授業であったかと思いますが、
皆さん、真摯に取り組まれていました。
今回学んだことを今後の学習に役立てて
いただければと思います。
質問等がありましたら、
お気軽に研究室にいらっしゃってください。

インテンシヴ・リーディングａ 遠藤　花子 一冊の本を読みこなすという作業の中で、英文の読み方、作品の鑑
賞方法などを身に付けられるようにすることを目的とした。その結
果、一冊を訳したことへの達成感や読む力がついたという意見が
あったのは良かった。反省点としては、声の大きさが挙げられる
が、演習室であることからマイクは使わなかったが、学生の発表時
の声が小さく聞こえにくいことも多々あったことから、今後は充分
に注意を払っていきたい。

イギリス文学・文化講義ｃ 土屋　結城 物語絵画と呼ばれるジャンルの作品からヴィクトリア朝のイギリス
における女性像を探ることを目的とした授業であるが、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」「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4.52~4.78といった評価を得た。概ね授業の内容、目
的についての理解は得られたように思う。今後の課題としては、双
方向性に関する工夫が挙げられる。今後、改善に努めたい。

多読演習 堀　祐子 多読という学習法を始めて体験する学生さんが多い中、おおむね高
評価だったのは嬉しい限りです。
多読は学生さんの各々の積極性に依ってその効果が出るものなの
で、最終的に全体のリーディングスピード、正確に読む力が上がっ
たのは、みなさんが真面目に日々英語の本を読んだ結果だと思いま
す。レポート内ではリスニングや読む時間がアップしたなど、自分
の英語力が上がった自覚がある人も多くいたので、これからも是非
多読を続けていってもらいたいです。

イギリス文学・文化講義ａ 大関　啓子 　アーサー・ロマンスを中心に、文学だけでなく、歴史・伝説・美
術・音楽・映像など、様々なジャンルから、しかも時代も中世から
現代・未来に亘って、紹介・体験の科目でした。
　その結果、本来の英文学科だけでなく、国文・美々・短大英コ
ミ・留学生等の他学科からの履修が多く、大変熱心に参加してくれ
て、レポートもおもしろいものがいろいろありました。

英語圏の演劇 遠藤　花子 授業が講義科目であったため、学生とはリアクション・ペーパーを
通じて相互関係を築けるようにしていた。その都度課題を出すこと
で思考力を養う力を身に付けられるようにしていたと同時に授業へ
の質問や要望を聞きやすいようにしていたつもりである。アンケー
トの中からパワーポイントの醜さや次に進むスピードが速かったと
いう意見があり、この指摘は大いに反省するとともに、次に生かし
ていきたいと思う。
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時事英語演習 今村　京子 昨年度からの改善点として時事英語に不慣れな受講生にも授業内容
がより理解できるよう特に予習・復習を強調しました。予習の確認
と終了した個所の理解度をはかるために授業の初めに小テストを実
施し成績の評価に反映させることにしました。それにもかかわら
ず、授業アンケートの結果によると予習・復習にかける時間が思っ
たより少なく、また、真剣に小テストに取り組んでいるようには見
えない学生が散見されたのはは残念でした。
ほとんどの受講生が熱心に授業を受けてくれましたが、授業への積
極的な参加が乏しかったと思います。
全体的に英語の文章を読むにあたっての基本的な英文法がしっかり
身についていないという印象をうけました。いくつかの文法事項は
プリントにまとめて配布しましたが、次年度の授業では大切な文法
事項を再確認しながらの授業が不可欠だと強くおもいました。

アメリカ文学・文化講義ｃ 植野　達郎 長編小説を読み、それについてコメントすることで自分なりの問題
意識を確認することを目的とした。

卒論セミナーａ 猪熊　作巳 ゼミ全体としての進度と、学生個人個人の研究の進度のバランスを
取ることはなかなか難しいですが、最終的に、各自が納得のいく卒
論完成を目指して頑張りましょう。

卒論セミナーａ 大関　啓子 　他の科目と異なり、まだ前半だけで、合宿もまもなくですので、
まだ何も言えません。

卒論セミナーａ 村上　まどか 今年は見事にトピックが散らばったので、当初から個人面談制にな
りましたが、その分活発な双方向性のやりとりになったと思われま
す。それにしても予習復習時間「なし」１名とは、何かの間違いで
しょうか。卒論のための読書時間がゼロとはだれにも考えられませ
ん。全員にAの成績を付けましたが、例年こんなことはありませんで
したので、今年のゼミ学生は粒ぞろいでよくやっていると思いま
す。

現代アメリカ文学・文化演習ｅ 佐々木　真理 現代アメリカの文学と文化について、知識を深め、自らで問いを設
定し思考するという授業の目標は概ね達成できたように思われる。
授業の最終週は試験を行ったが、全員に授業アンケートへの回答を
きちんと周知することができなかったので、回答した学生が少な
かった。今後は、学生全員に周知するようにしたい。

現代アメリカ文学・文化演習ａ 植野　達郎 英文の基本的な読み方について確認するとともに、作家の特徴につ
いて理解を深めることを試みた。
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