
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
日本美術史入門ｂ 仲町　啓子 完全にシラバス通りに行っていたにもかかわらず、そのように認識

していない学生がいるのは心外であり、そういう人は、もう一度シ
ラバスを読み直して欲しい。

世界の美術ｂ 小倉　康之 この授業では「建築」を様式史と図像学の方法論によって多角的に
捉え、ゴシック建築の構造など工学の基礎知識を身につけることを
目的として講義を行った。西洋建築史と日本近代建築史を全15回の
授業の中で通観したため、昨年度は授業スピードについていけない
という感想もあったため、本年度よりWEBを使ってパワーポイントや
関連資料を各自ダウンロードすることによって、予習復習の際に
ノートをとりきれなかった部分を補えるよう工夫した。その結果、
総合評価が0.2ポイント上がるなど、昨年度に比べ、アンケート結果
が向上した。しかし、全ての授業について資料をダウンロードでき
るようにはなっていないので、次年度以降WEB上のリンク集や資料集
などを拡充し、自学自修を促す努力をしていきたい。

日本近代美術史入門ｂ 児島　　薫 初めて見る作品も多かったと思いますが、よく勉強してくれまし
た。美術史は歴史の一分野なので、歴史的な年号について、もう少
し注意を払ってもらえると時代の流れを理解しやすいと思います。

西洋美術史特講ｂ 駒田　亜紀子 アンケートのご協力ありがとうございました。この授業は大人数の
講義形式のため、授業の双方向性を高めるために、授業終了時のコ
メントペーパーを活用してきました。ただ、時間の都合もあり、す
べてのご質問や要望にお答えすることができなかった点が反省点で
す。これは、受講生の皆さんの成長の実感とも関係する問題である
ので、今後は、授業の双方向性を高めるためにさらに工夫を考えて
ゆきたいと思います。

中国美術史演習ｂ 宮崎　法子 皆さんの自己評価では、それなりに頑張ったということがうかがえ
ます。ただ、欠席が少し多めの人がいたのは残念でした。また自修
時間は、文科省からは毎週４時間以上を要求せよということなの
で、もう少し時間を欠けられるとよかったと思います。皆さんが、
作品を楽しんで見たり、作品について語れるようになったりと、確
かに大きな成長が見られたと思います。それなりの努力より、さら
にもう一歩、考え頑張れるといいですね。

卒論ゼミｂ 児島　　薫 アンケートの回答が少なかったのが残念ですが、今年はみなさん文
字数が多く、読むのが大変でした。テーマも日本画、洋画、現代美
術と幅広く、自分で調査して考えた新しい意見は私にとっても参考
となりました。この経験を今後の活動に活かして欲しいと思いま
す。

卒論ゼミｂ 椎原　伸博 アンケート提出者の母数がすくないのですが皆さん満足してくれて
ありがとうございます。あなた方が書いた卒業論文は、今後の人生
にも有意義な経験となったと思います。これから自信をもって生き
いきましょう。

卒論ゼミｂ 仲町　啓子 授業を通じて、全員が成長を実感したのは良かった
日本近代美術史特講ｂ 児島　　薫 内容が難しいと思う人も一定数いますが、１年生の入門とは異な

り、自分で考えて欲しい内容が含まれます。２年生だけを対象には
いませんので、さらに興味がある人には３年生、４年生で受講して
欲しいと思っています。その分、２年生には難しい部分もあるで
しょう。美術に関してはわからないことの方が多く、明快な答えは
ありません。物事を疑い、自分で調べて考える態度を身につける糸
口にしてほしいと考えています。

日本美術史演習ｂ 仲町　啓子 アクティブラーニングの効果を学生さんたちも自覚していてくれた
ことがわかり、うれしく思います。

卒論ゼミｂ 駒田　亜紀子 アンケートへのご協力ありがとうございました。回答者の皆さんが
卒論ゼミのために個別の学修時間を多く確保して努力しておられる
様子がよくわかり、うれしいです。ただ、卒論ゼミで学んだことが
もっと受講生の成長実感につながるような指導を工夫する必要を感
じています。これは美術史に限ったことではなく、皆さんが今後の
人生において役に立つ力を身につけるということです。文章の作成
方法などの指導方法を今後さらに改善してゆきたいと思います。

卒論ゼミｂ 宮崎　法子 卒業おめでとう。みんなが、自身の成長を実感できたというのが、
うれしかったです。確かに成長しました。それぞれが、頑張りまし
た。評価は、みなさんが自分で思っていたより、よかったと思いま
す。少しおまけしたかもしれません（かなりおまけした人
も・・）。地味で難しい中国美術を選んで卒論を書こうとしてくれ
ただけでも、ありがとう。そして、よく頑張ったと思います。それ
ぞれの個性がよく出た論文だったと思います。卒論を仕上げたとい
うことに誇りを持って、今後も頑張ってください。

卒論ゼミｂ 六人部　昭典 　アンケートを見る限り（回答率は50%弱だが）、卒論の指導は概ね
順調だったように思われる。ただし、ゼミ人数が多い（21名）中
で、学生の一人一人に十分な指導はできなかったようにも思う。限
られた時間の中で適切な助言を行い、学生の主体的な取り組みをさ
らに引き出すことが必要だろう。

西洋近代美術史入門ｂ 六人部　昭典 　アンケート質問項目のうち、１項目をのぞき、概ね良かったよう
に思う。改善が必要なのは、「授業のスピード」。この点について
は、前期の授業アンケートを踏まえ、ノートの取り方などの助言を
挟むようにしたが、それでも、学生には早く感じられるのだと思
う。学生がしっかりと把握できるように、内容をさらに絞ることを
含め、改善の手立てを考えたい。

［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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デザイン実習ｃ 下山　肇 　初めて同然のなれないコンピュータ操作に戸惑いがあったこと思
う。操作には慣れが必要だが、当授業で必須なコンピュータが事前
事後学習時に手元にないことは設備的に解決すべき点である。例え
ば貸し出し用コンピュータを用意する、貸し出せるコンピュータに
ソフトをインストールするなどが考えられる。
　また今回、諸事情からシラバス登録後に成果物が「ポスター」か
ら「カルタ」へ変更になった。初回授業時に履修学生には確認し了
承を受けたが、今後は例えば「平面作品」など、もう少し抽象的な
記述にし混乱を避けたいと思う。
　一方で今回制作した「カルタ」を使用しての具体的な多世代交流
や地域活性化プロジェクトが始動し、授業の成果が直接社会に還元
されることは特記すべきであろう。

日本美術史特講ｂ 仲町　啓子 進度の速さへの感想は、ほぼ予想通りである。
思想史研究ｂ 降旗　芳彦 　授業をきっかけに様々な事柄に関心をもち、自分で調べたり研究

したりしたいと思ってくれた受講生は、この授業が有意義なもの
だったことになると思います。授業の役割はきっかけを与えること
で、きっかけを生かして自分から学び考えることが大学生らしい勉
強でしょう。多くの受講生に自主的な学びを促す授業を目指してい
きたいと思います。

西洋美術史演習ｂ 駒田　亜紀子 アンケートへのご協力ありがとうございます。回答者があまり多く
ないため正確な把握は困難ですが、この授業のために受講生が事
前・事後学修に相当の時間を割いて努力しておられることがわかり
ました。また、それが受講生の成長実感につながっていることもう
かがわれます。ただ、この授業では西洋美術のかなり難しい用語や
前門知識を学修するため、受講生にとってよりわかりやすい授業方
法を工夫する必要があることがわかりました。今後の改善につなげ
たいと思います。

絵画実習ｂ 織田　涼子 水彩画を２点、モデルのクロッキーを８点、多色摺り木版画を１点
制作した。これまでに水彩画や版画制作を経験した人は多いが、本
授業では試作の時間を多く取り、素材や表現技法への理解を深める
ことをねらいとした。水彩紙の描き心地を試したり、小さな版木で
試作することで、表現技法を確認しながら本制作に取り組むことが
できたようである。アンケートでも技法への理解を実感する声があ
り、少ない制作時間の中、各自が完成度の高い作品を制作すること
ができた。ただ、今年度は木版画の構想に時間がかかり彫る時間が
少なくなったため、最終週に負担が増えてしまった。今後は事後学
修とのバランスを考えて制作進度を改善していきたいと考える。

日本近代美術史演習ｂ 児島　　薫 授業を通じて自分の成長を実感できた方がほとんどだったことはう
れしく思います。よく予習もしてくださったようで、自分から学ぶ
姿勢を持てたことがその理由でしょう。演習なので受講生同士、お
互いの発表から学ぶことも重要でした。この経験を卒業論文の執筆
へとつなげていって欲しいと思います。

中国美術史入門ｂ 宮崎　法子 　試験結果は、どれだけ準備勉強したかにかかっていたと思いま
す。みなさんの自己分析にあるように、１の欠席が多い人がけっこ
う多く、２の課題を含めた学修時間がゼロや30分以下という人も、
かなりいたことが、そのまま最終的な成績につながっていると思い
ます。つまり、それらの課題をやってさえいれば単位がとれたの
に、それらをしなかったために落としてしまった人が例年より多く
いました。何度も提出を促した香雪の感想も、かなりの人が提出し
ていませんでした。熱心な学生さんと、そうでない学生さんの差が
大きくなってしまったことを、どのように解消するのか？こまめに
課題を出したりしすることが、今文科省などから求められています
が、それがかえって、学生の差を広げてしまい、落としてしまう学
生が増えることを、どうすべきか、簡単に答えが出ない問題です。
　また、授業については、前期に比べ、時代も短く、一回当たりの
内容や作品もかなり減っています。そのため、少し作品の説明に時
間をかけすぎた場合もあったかと思います。皆さんにとっては、中
国美術は漢字も難しく、はじめて目にする作品も多いことから、大
変だったと思います。そんななか、よく頑張ってくれた学生さん、
満点や９０点以上の学生さんも多くいて、ありがたく思います。成
績がよかった人も、悪かった人も、目が少しずつ慣れてきて、作品
を見る力は確実についていると思います。あきらめずに、少しの努
力を忘れずに頑張ってください。

美学特講ｂ 椎原　伸博 まず後期のこの授業は、前期の授業のようにレジュメの提示をあげ
ることが出来ませんでした、そのため、理解力しづらかったかもし
れません。そのなかでも、予習復習時間は平均値より多かったの
は、皆さんの意識が高かったからかもしれません。授業で扱った映
像や画像は、それを学問的に研究していくのが難しい時がありま
す。このとき、そういった情報を先ず整理することが必要です。そ
して、そのためには積極的に物を見たり聞いたりするように心がけ
ることです。その積み重ねが卒業論文に活かされることになりま
す。

西洋美術史入門ｂ 駒田　亜紀子 アンケートへのご協力ありがとうございます。アンケートからは、
受講生の成長実感や自己評価をさらに高める必要があることがわか
りました。この問題は授業の双方向性にも関連します。大人数授業
であるため、質問や要望にこたえるためにコメントペーパーを利用
してきましたが、これについてもさらに工夫が必要であると考えて
います。
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卒論ゼミｂ 織田　涼子 　卒業制作の講評会、卒業論文（制作究報告書）および作品の提
出、「卒業制作展覧会」を企画し学内で開催した。ゼミ初年度の取
り組みは学生の負担が大きかったが、個人の制作を深めた上で、協
同して作品発表の場を設けることができ、充分な成果を実感できた
のではないだろうか。
　絵画制作は個人的で内向的な作業になりがちであるが、第１期生
は互いに作品の良さや特殊性を積極的に話し合っていたことが印象
的であった。講評会でも他者の指摘を受けることで自身の成果を実
感する様子が多く見られた。お互いの良さを言葉にして伝える力を
発揮して、刺激し合いながら制作を展開する姿勢は大変素晴らしい
と感じた。また、卒業展覧会は制作の成果を文章化した後に行った
ため、鑑賞者との交流も活発におこなうことができたと考えてお
り、展示期間は適していたと思う。

卒論ゼミｂ 下山　肇 　４年間の集大成としてそれぞれが十分な意義付けを行ったうえで
修められたのではないか。
　例えば具体的な成長の実感では、「文章の考え方、客観的な視点
を持つことを意識できた。また人と協力して何かをやり遂げる場合
の分担や役割、効率化や周囲との連携の大切さを知った。」「デザ
インに関する知識や自ら学ぼうとする意識も身につけることができ
た。」など、自発的な態度や行動が促せた。
　また、良かった点としてあげられた、「個人個人の作品やその過
程を見ることが出来てとても勉強になった。」は、毎回のディス
カッションスタイルの授業運営が良い結果を生むことにつながっ
た。
　それ以外でも「一つの作品や文章を丁寧にやることを今期で一番
意識することが出来た。」や、「卒論内容をしっかりと見ていただ
き、自分の文章の稚拙さや至らない点を知ることが出来、今後改善
しようと意識を改めることが出来た。」「授業も各々の作品が面白
く興味深い物ばかりで、本当に授業が楽しいと感じた。また楽しい
だけでなく、ゼミ生同士、問題点も指摘できる関係を気づけたこと
も大きかった。」など、概ね良好な成果が得られた。今後もこのよ
うな方向を深め進めていく所存である。

絵画実習ｃ 織田　涼子 授業最終日が予備日となり、公欠などの影響もあって制作進度が揃
わなかったため、授業中にアンケートを取ることができなかった。
日本画制作は技法の習得に時間がかかり、特別な用具を使用するた
め自宅学習が難しい分野であるが、来年度は復習の機会を増やして
制作進度を揃えていきたい。最後まで参加した受講者は皆、基本的
な技法を習得し、各自の制作に熱心に取り組んでいた。

西洋近代美術史特講ｂ 六人部　昭典 　アンケート結果を見ると、１項目をのぞいて、概ね順調だったよ
うに思う。改善が必要なのは「授業のスピード」。この点について
は、前期のアンケートを踏まえ、内容を絞ることなどを行ったが、
学生にはなお早く感じられるようだ（前期に比べ、アンケートの数
字は良くはなっているが）。授業内容の強弱を明確にすることなど
を通して、学生が十分に理解できるようにしてゆきたい。

美学演習ｂ 椎原　伸博 まずアンケートに答えてくれた5名の皆さんに感謝します。この数は
全体の22％にすぎません。演習は共同作業も取り入れたので、予習
復習時間は1時間20分となっていました。まだまだ足りませんが、そ
れでも皆さんのがんばりを示していると思います。今後、それぞれ
の卒業論文ゼミに行っても自発的に学習する姿勢を大事にしてくだ
さい。

美学入門ｂ 椎原　伸博 美学入門ｂ受講ご苦労様でした。入門aより後期の方の試験結果が芳
しくなかったように感じました。アンケートを見ますと、答えてく
れた学生の23％が授業に対して、予復習をしていないという結果に
なっています。manabaに提示された､レジュメをプリントアウトして
ファイルするだけでは学習になりません。今後　特講や演習の授業
に進んでいきますが、やはり自発的な学習が大事であることを自覚
しましょう。

西洋近代美術史演習ｂ 六人部　昭典 　アンケート回答率は低いが、各項目の結果を見る限り、概ね順調
だったように思われる。ただし、40人を超える人数での演習である
ため、授業運営にはさまざまな無理があった。特に学生一人一人の
関心や意欲を引き出し、卒論（４年次）に繋げることは難しい。受
講人数を抑制することを含め、改善が必要だろう。

絵画入門ｂ 織田　涼子 　前半の描写課題（石膏デッサン・静物着彩・友人のクロッキー）
では、各自がモチーフの構成や人物のポーズを考えて制作するな
ど、絵画入門aの内容を発展させて取り組むことができていた。立体
的に描写する技術も向上し、陰影法を修得できた人も多かった。

　後半の仕掛け絵本制作は好きなテーマで絵本を手作りする課題で
あり、「思い入れのある作品になった。」や「難しかったが楽し
かった。」という声が多かった。今年度は作品サイズを小さくする
ことで制作時間を短縮できたことや、特に事前・事後学修への取り
組みも良かったため、限られた時間の中で完成度の高い作品ができ
ている。また、飛び出す仕掛けなどの解説を増やしたので、仕掛け
の制作は取り組みやすかったようだ。
　一方、自由度の高い課題であるため、構想段階で時間がかかるこ
とが多く、負担は大きかったようである。制作後の感想にも「時間
が短く大変だった。」や「構成や製本が難しかった。」という声が
多かった。構想段階の難易度を下げるために作品の制限は増やした
が、まだ自由度が高すぎるように感じた。
　絵本制作は毎年個性豊かな作品が生まれるので達成感が強い課題
であるが、今回のアンケートを見ると完成への見通しが立ち難かっ
たのではないかと考える。今後は各工程の解説を見直し、各自が完
成への見通しを立てて最後まで充実した制作ができるよう改善して
いきたい。
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デザイン入門ｂ 下山　肇 　前期の成果を踏まえ、もう少し深い部分についての理解が求めら
れる授業であった。
　「ファクツーラが9通り考えるのがむずかしかった」「100種類の
サンプルを作ることにとても苦労した。でもただのケント紙があん
なに変化できるなんて感心した。」「ファクツーラを理解でき
た。」「街中やお店にある明かりをじっくり見るようになった。」
など、制作の困難さはあれどそれを克服して得るべきことに関して
の理解が深まった。
　また同時に、「ただ作品を作るだけではなく、相手にどうしたら
伝わるのかを工夫し、考えることの大切さを学べました。」や「デ
ザイン的思考をもてるようになった。」、「深いところをしっかり
やるいい授業でした。」など、表層的な現象としての成果物を超え
て、その先にある事柄への興味を促せたのではないか。今後も同じ
ように進め、より一層の理解が得られるよう努力していく所存であ
る。

絵画入門ｂ 織田　涼子 　前半の描写課題（石膏デッサン・静物着彩・友人のクロッキー）
では、各自がモチーフの構成や人物のポーズを考えて制作するな
ど、絵画入門aの内容を発展させて取り組むことができていた。立体
的に描写する技術も向上し、陰影法を修得できた人も多かった。 

　後半の仕掛け絵本制作は好きなテーマで絵本を手作りする課題で
ある。今年度は作品サイズを小さくすることで制作時間を短縮でき
たことや、特に事前・事後学修への取り組みも良かったため、限ら
れた時間の中で完成度の高い作品ができている。彩色豊かな作品が
多く、モダンテクニックの技法を駆使して色紙を作り、色彩のイ
メージを上手く活用した作品が多かった。制作後の感想やアンケー
トを見ると、道具の使い方や彩色技法について理解が深まったと感
じた人が多く、各自が課題の内容をよく理解して取り組んだことが
伺える。 
　一方、構想や製本の工程が難しかったようで改善の必要があると
感じる。今後は各工程の解説を見直し、各自が完成への見通しを立
てて最後まで充実した制作ができるよう改善していきたい。

デザイン入門ｂ 下山　肇 　前期の成果を踏まえ、もう少し深い部分についての理解が求めら
れる授業であった。
　「ファクツーラが9通り考えるのがむずかしかった」「100種類の
サンプルを作ることにとても苦労した。でもただのケント紙があん
なに変化できるなんて感心した。」「ファクツーラを理解でき
た。」「街中やお店にある明かりをじっくり見るようになった。」
など、制作の困難さはあれどそれを克服して得るべきことに関して
の理解が深まった。
　また同時に、「ただ作品を作るだけではなく、相手にどうしたら
伝わるのかを工夫し、考えることの大切さを学べました。」や「デ
ザイン的思考をもてるようになった。」、「深いところをしっかり
やるいい授業でした。」など、表層的な現象としての成果物を超え
て、その先にある事柄への興味を促せたのではないか。今後も同じ
ように進め、より一層の理解が得られるよう努力していく所存であ
る。

美術史実地研究ｂ 駒田　亜紀子 アンケートへのご協力ありがとうございます。回答者の数が少ない
ため正確な把握は困難ですが、受講生の成長実感や今後の学びに向
けた意欲を高める工夫をさらに続ける必要があることがわかりまし
た。具体的な改善策として、事後学修の内容（授業で学んだことを
実感できるような）を工夫したいと考えています。
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