
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
日本近代美術史入門ａ 児島　　薫 この授業では基礎的な知識を習得してもらうことが目的の大人数の

授業であるため、授業時間内では双方向的な取り組みを取り入れる
時間的余裕がありません。現在でも授業後に質問に来てくれる学生
さんがいますが、今後もう少し学生さんが質問しやすいように呼び
かけます。

中国美術史特講ａ 宮崎　法子 かなり専門的な内容を深く掘り下げて扱い、日本語では参考文献も
ない全くオリジナルな内容だったため、自習用に主要作品の画像を
提供し資料配付もしたとはいえ、自習がしにくかったようです。授
業の時には理解したつもりでも、それを確認することが難しかった
ことが、アンケート結果や試験結果に表われていました。今後は、
１年の入門授業の関連する内容をより多く振り返りながら、授業内
で課題（宿題）を出すことなどで、こまめに理解度をチェックする
ように、工夫をしていきたいと思います。

基礎演習 小倉　絵里子,小野　寛子,中村　友代,金原　さやこ 当該科目は２年生全員に履修を勧めるため、モチベーションが上が
らないことを心配したが、アンケートの結果を見ると理解度も満足
度も高く、自身の成長を実感できた学生が多かったようで良かっ
た。より理解度を高められるように、配布資料、パワーポイント等
教材を検討・改善していきたい。

西洋美術史特講ａ 駒田　亜紀子 今期の講義では、日頃に見学する機会の殆ど無い形式の作品を多く
扱いましたが、授業終了時のコメントペーパーを見ると、皆さんそ
れぞれにご自身の経験や過去の授業で取り上げられた作品・テーマ
と関連付けて、理解しようとした姿勢がうかがわれます。これは、
どんな授業においても大切な視点であり、今後の授業でも、より一
層、皆さんの「アンテナ」を刺激し、各々の知識・経験と関連付け
ながらより深い理解と思考に結びつくような内容を工夫したいと思
います。機会にもよりますが、皆さんの事前・事後学修の動機付け
となるように、首都圏の美術館等で見学可能な作品と関連付けて理
解できるようなコンテンツを工夫したいと思います。

卒論ゼミａ 児島　　薫 卒論ゼミはアンケートの質問と授業形式が合致しない点が多いため
か、回答者が少なかった。次回のアンケートのときには回答者が増
えるように周知したい。

卒論ゼミａ 椎原　伸博 解答者が一人だけであり、また卒論の経過報告、個人面談中心のた
め、妥当性のない質問もあり、困惑しているようである。しかし卒
論に向けて充実した勉強をしているようすであり、そのまま卒論を
仕上げてほしい。

日本近代美術史特講ａ 児島　　薫 履修者の学年が２年生以上の複数学年にわたるためかもしれない
が、予習復習をする人としない人とに分かれてしまったので、自習
するための方法、例えば参考となる展覧会紹介（これは前期もおこ
なったが）についてより詳しくおこなうことにしたい。

卒論ゼミａ 駒田　亜紀子 卒論ゼミは、全体オリエンテーションと中間発表以外は、1対1の個
人指導を軸に進められますが、アンケートの結果を見る限り（回答
者は限られますが）、個人指導においても必ずしも学生さんの十分
な理解に達していない状況であることが分かりました。限られた時
間の中ではありますが、一人ひとりの達成感（成長感）が高まるよ
うな指導の仕方を工夫したいと思います。

卒論ゼミａ 六人部　昭典 授業の目標は、卒論に関する概要の理解（提出へ至るスケジュー
ル、書き方など）、各自のテーマの確認と、構成（章立て）の把握
です。アンケート結果を見ると、この目標は、概ね達成できたよう
に思います。ただ、人数の多いゼミですので（２０人）、不十分
だったところは、後期のゼミ（「卒論ゼミb」）で補いましょう。

西洋近代美術史入門ａ 六人部　昭典 アンケート結果を見ると、内容等については概ね適切だったもの
の、授業の進行が速すぎたようです。これはノートテーキングにも
関わることでしょう。「入門a」は１年生が必修で履修する科目であ
り、ノートの取り方も指示しながら（ノートが必要な個所と必要で
ない箇所の区別を含め）、時間的な余裕をもって、「目を通した理
解」ができるようにしたいと思います。

デザイン実習ｄ 下山　肇 ワークショップの企画立案、実践という内容は、最初からは思うよ
うに進まないことが多く大変だったと思う。またグループワークで
の対話や次の授業までの準備など、授業内外で多くのコミュニケー
ションが必要だったことも特徴である。しかし結果的には授業内で
終わらせてしまうには惜しい、すばらしい成果が生まれたことも事
実である。
受講者たちの意見からも「物事を考える上での視野が広がった。」
「複数人で課題をやり遂げるためのコミュニケーションの仕方や企
画を進める上でチームの中で個人の活動をする力が身についた」な
ど、本授業の内容に関して理解し、概ね満足してもらえたと考え
る。
これらをふまえ、次年度以降の授業にも活かしていきたいと思う。

思想史研究ａ 降旗　芳彦 講義概要で予定していた範囲を十分に講義できなかったため、もう
少し広い範囲をカバーできるように、説明の時間配分を考え直して
みたいと思います。

西洋美術史演習ａ 駒田　亜紀子 この演習では、授業中の発言を重視し、また何点かの課題を課すた
め、慣れるまでが大変だったことと思います。少人数編成により、
教員・学生間の双方向の応答を活性化するようにこれまでも努力し
てきましたが、コメントペーパーや課題のフィードバックに加え
て、皆さんの質問や意見をさらに促すよう、工夫したいと思いま
す。

絵画実習ａ 織田　涼子 初めてヌードモデルのデッサンを体験したことで、人体の構造や描
き方が良くわかり理解が深まったという声が多かった。大問Ⅲを見
ると、授業を通じて自身の成長を感じた学生が殆どであるのに対し
て、自己の成績評価は低い傾向にある。初めて扱う画材ばかりで戸
惑う学生も多いため、作品に対する達成感が薄らいだのかもしれな
い。デッサンで身につけた観察力を活かして制作に取り組むことが
できているため、各自が技術の習得に対する達成感や制作の充実感
を得られるように改善していきたい。次年度は、課題数を少し減ら
し、制作後の講評会などで達成度を明確に伝えていきたいと考えて
いる。

日本近代美術史演習ａ 児島　　薫 授業内で課題もどんどん出し、レポートのフィードバックなどもし
たが、アンケート結果からは予習復習の時間が少ないことがわかっ
た。後期の授業ではもっとみなさんが自分から予習復習に取り組め
るように、問題提起や自習方法の提案をおこなうようにしますの
で、アクティブに取り組んでください。

［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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中国美術史入門ａ 宮崎　法子 １年生にとって、これまで全く習ったことがない内容であり、ま
た、先史時代から１４世紀までの非常に長い歴史を駆け足で学ぶた
め、従来も、毎年パワポや配付資料を改訂し、自習用画像を公開
し、宿題や小テスト、香雪での展示を実施して、学生の自習を促し
てきました。それらを活用し、努力して定期試験でとてもよい結果
を出した学生さんも大勢いました。特に、香雪記念資料館での展覧
会はよい学習の機会だったはずですが、何度もアナウンスしたにも
かかわらず、試験前に見学せず、試験終了後に課題の感想提出のた
め多くの学生が押しかけていたことは大変残念でした。宿題や課題
をこれ以上増やして、紙媒体でフィードバックすることは時間的に
難しく、また取り組みの差によって、学生間に、より大きな差が出
てしまう恐れもあります。全体を底上げし、歴史的知識と美術史的
な見方の基礎を伝えるためには、さらにどのような工夫があり得る
のか。内容をさらに削ることも含め、画像や展覧会の活用を促し、
習熟のチェックをこまめに行い、自習と授業が連動できるよう、今
後はマナバをさらに積極的に活用していこうと考えています。

美学特講ａ 椎原　伸博 要旨の配信は滞りなく行ったのだが、理解率が低く残念な結果と
なってしまった。それに連動して自己採点も低くなっているが、学
習意欲はまあまあな結果だろう。予習復習時間も低めなので、もう
少し明確な課題を提示すべきであった。

西洋美術史入門ａ 駒田　亜紀子 本講義は、実質的に、皆さんが始めて受ける「美術史」の授業であ
り、大教室でスライドと配布物を見ながらノートをとるという授業
スタイルに慣れるまでが大変だったことと思います。今期の授業よ
り、２回の課題提出（宿題）を課しましたが、その成果は、試験の
結果にも反映されていました。今後は、さらに、皆さんの事前・事
後学修の動機付けとなるような授業の進め方・内容を工夫したいと
思います。

卒論ゼミａ 織田　涼子 周知が遅かったため回答者は2名だった。設問５・６の達成度が低
い。ゼミの開講は初年度であり、他の実習授業とは違って制作のス
ケジュールを調整することが難しく授業の進度が適当ではなかっ
た。それでも、各自がこれまでの絵画制作の経験を発展させて新た
なテーマを模索することができており、心惹かれる作品や取り組み
たい技法についてのレポート提出を行い、14週目の講評会では制作
の成果発表も行うことができたため、シラバスの目標は達成してい
る。今後は授業の進度について修正し、個別指導を充実させるなど
して柔軟に対応していきたい。

卒論ゼミａ 下山　肇 本年度から新たに始まったゼミであるが、受講者の異なる要望や
テーマから手探りながら試みとして、ゼミ生が全員集まって己の進
みを発表し合うという方法をとっている。その結果、「自らの課題
だけでなく、ゼミ生の課題を全員が知ることにより、自分と他者の
考え方の違いを知ることが出来、多用な考え方やアイディアを得ら
れた。」といった好意的な意見が得られ、今後もこの方法によって
受講生のやる気や意欲を高め、卒業論文の完成に導きたいと思う。

実践入門セミナー 駒田　亜紀子 実践入門セミナーは、大学における学びの基礎を形成する授業であ
り、比較的少人数で実施する機会が多いことに利点があります。授
業内容や方法、進め方については、毎年改良を加えています。た
だ、一人ひとりの質問に答える時間的な余裕に乏しい面もあります
ので、この点についてはさらに改良を検討したいと思います。

実践入門セミナー 椎原　伸博 回答率が37.5％であり、今後は積極的にアンケートに協力してほし
い。
授業全体としては、達成度は高いが、満足度はやや低めである。こ
の授業であつかった大学生活で必要なスキルは､今後さらに必要度を
増していくので、今後もこの授業で扱ったことを思い出してほし
い。

実践入門セミナー 下山　肇 初年度教育として、まずは昨今非常に複雑化している「履修」につ
いて理解してもらうことが第一目標であったが、幸い本年度は質問
者や間違いなどとても少なく十分に理解が得られたと思う。
また大学での学びについても「これから過ごしていく上で必要なこ
とを理解できた。」「レポートの書き方の知識が身についた」「基
本的なことを学べた。」など、担当教員たちで熟慮した方法がうま
く機能したようである。
本学科の特徴でもある「実地調査」についての課外授業に関しても
「実際に美術館に行って、その後みんなで考察する授業がよかった
です。」など好評だったようなので、今後もこの方向性を進めてい
きたいと思う。

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。今後も個別に目が届くような方法を考えていきたいと
思います。

情報リテラシー基礎ａ 柳田　京子 アンケートの分析結果と、『パソコン操作が身についた』『苦手意
識の高かったExcelが使えるようになった』『レポート作成に役立っ
た』等の記入から判断して、この授業の目的は、ほぼ達成できたと
思われます。

絵画実習ｅ 織田　涼子 中学校、高等学校の美術科で採用されているような、発想力・構想
力を重視する授業である。課題数も多く、設定された画材や表現技
法に合わせて制作することは難しいと思うが、積極的に取り組んで
自分の表現したいものを描くことができていた。普段から描きたい
ものをイメージしている学生が多いので、今後もさまざまな技法の
習得を通して表現の幅を広げて欲しいと思う。

西洋近代美術史特講ａ 六人部　昭典 アンケート結果を見ると、内容等は概ね適切だったようですが、授
業進行が速すぎたようです。これは、ノートテーキングにも関わる
事柄でしょう。ノートテーキングの基本は習得していると思います
が（２～４年生が履修）、ノートに関する指示も加えながら、「目
を通して理解する」ことができるようにしたいと思います。

美学演習ａ 椎原　伸博 積極的にアクティブラーニング手法を用いた効果が､評価に反映され
ている。しかし、この手法はコミュニケーション能力の向上をもた
らすが、一方で学習の密度が低くなる可能性もある。そのため、予
習復習が必要であることを肝に銘じてほしい。

美学入門ａ 椎原　伸博 全体的な評価が低いのは、授業が難解であるからだろう。授業内容
は10年前とあまりかわらない。テストも同様だが、理解率は年々低
くなっている傾向にある。授業要旨の公開は授業の復習をしてほし
いからであるが、復習時間が少ないので、公開される要旨や資料は
しっかりとファイルして、授業の理解につとめたい。

デザイン実習ａ 下山　肇 埋もれてしまった身近なモノに価値をつけることをテーマに、その
伝達手段としてのディスプレイデザインについて学んだ。
課題で提出された作品やプレゼンテーション自体を見ると、受講者
たちの理解も概ね良好に見受けられたが、本アンケートの「実感し
たこと自由記述」の項には「ディスプレイにはどんな意味があるの
かをよく知ることができた授業だった。」や「ディスプレイについ
ての理解が深まった。」という表記があり、今回はテーマよりも手
段へ認識が向いていたようだ。
このことをふまえ、次年度以降は手段を通してのテーマの理解につ
いて、もう少し意識が向くよう指導を工夫していきたい。
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西洋近代美術史演習ａ 六人部　昭典 授業の目標は美術史の方法を習得することでした。具体的には、文
献の種類の把握と活用（英語購読を含む）、作品分析の習得（見学
授業を含む）、後期の発表への方向付けです。アンケート結果を見
ると、目標は概ね達成されたと考えられます。ただ、「演習」とし
ては人数の多い状態ですので、不十分なところは、後期（「演習
b」）のグループ発表で補いたいと思います。

絵画入門ａ 織田　涼子 回答数は53％だが、初心者も経験者もおおむね楽しくデッサンに取
り組むことができていた。昨年度までの反省点は、課題デッサンの
難易度が急に上がることであった。今年度は難易度が徐々に上がる
よう各課題のつながりを改善して課題プリントを修正したため、各
課題の到達目標に対する理解度は高まったと感じる。また、アン
ケートには反映されていないが、復習に取り組む学生も多く見ら
れ、理解度につながったと考える。今後は、復習のポイントを課題
プリントに付け、学びやすい教材を用意したい。

デザイン入門ａ 下山　肇 授業の目標と内容に基づく、基本的なルールや素材、道具の使い方
などについて必要な知識として概ね理解されたと思う。また具体的
な記述からも「日常的にデザインについて考える時間が増えた」や
「物事の考え方が変わった。」「深いところまで教えてもらえる良
い授業でした」「どう改善していくか考えることの大切さを学べ
た。デザインの授業だけではなく他のところでも役に立てていきた
いです。」「新たな視点や視野を広げることが出来た。」など、デ
ザイン思考の重要さについて伝ったのではないだろうか。
一方で、改善を求める声として、「説明がとても長く、実習時間が
少ないことが多々あった」と「手順、方法を事前に詳しく説明して
いただけたら」「選んだイラストを使って何をするのかを詳しく説
明してくたさったら」と説明に関して正反対の意見があった。
実技に限らず受講生たち自身には様々な姿勢があるので、引き続き
観察をしながら個別に対応をしていく。

絵画入門ａ 織田　涼子 回答数75％で、初心者も経験者もおおむね楽しくデッサンに取り組
めたようである。さまざまな描き方を学ぶことができ、デッサンに
ついての理解を深めることができたという声があり、各課題を理解
して徐々に専門的な内容を習得したことが伺える。それは作品の完
成度にも反映されており、集中して描いたことがよく分かる。今後
は、復習のポイントを課題プリントに付け、学びやすい教材を用意
していきたい。

デザイン入門ａ 下山　肇 授業の目標と内容に基づく、基本的なルールや素材、道具の使い方
などについて必要な知識として概ね理解されたと思う。また具体的
な記述からも「日常的にデザインについて考える時間が増えた」や
「物事の考え方が変わった。」「深いところまで教えてもらえる良
い授業でした」「どう改善していくか考えることの大切さを学べ
た。デザインの授業だけではなく他のところでも役に立てていきた
いです。」「新たな視点や視野を広げることが出来た。」など、デ
ザイン思考の重要さについて伝ったのではないだろうか。
一方で、改善を求める声として、「説明がとても長く、実習時間が
少ないことが多々あった」と「手順、方法を事前に詳しく説明して
いただけたら」「選んだイラストを使って何をするのかを詳しく説
明してくたさったら」と説明に関して正反対の意見があった。
実技に限らず受講生たち自身には様々な姿勢があるので、引き続き
観察をしながら個別に対応をしていく。

美術史実地研究ｃ 椎原　伸博 全体的に満足度が高くなっている。このことは、実際に見学した公
演の質の高さにも起因するだろう。これからも、積極的に様々な芸
術を経験していってください。

3 / 3 ページ


	授業改善等に関する報告書前期大学
	03_H28_zenkifeedback_bigaku

