
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
臨床栄養学実習ａ 松島　照彦,松橋　有子 いくつかの実習を同時並行して行うことが多かったので混乱したか

もしれません。次回以降はできるだけ整理できるようにします。
レポートの提出時期も、可能な範囲で、毎回ごとに行うようにしま
す。

公衆栄養学実習ｂ 佐藤　恭信 皆さん一生懸命やっていただいて、成果が得られたと思います。
栄養教育各論ｂ 中川　靖枝 双方向授業などの工夫が必要であるので、質問がしやすいように時

間配分を見直し、理解が深まるようにします。
公衆栄養学ａ 森川　希 履修者の学習状況、授業内容・方法等は、管理栄養士専攻専門科目

区分内で平均的な得点でした。「この授業をどれくらいの割合で理
解できましたか」の問いに対しては80%程度が「まあまあ理解でき
た」「ほぼ理解できた」と回答されていました。今後は「充分に理
解できた」と回答できる人を増やすことを目指したいと思います。
授業の理解度を上げるためには、授業の予習復習も重要になりま
す。
個別のアンケート項目では、週あたりの予習復習時間が「30分未
満」または「なし」が2クラスとも70%を超えていました。授業は、
教科書をある程度読んできている前提で進めています。教科書を予
め読み込んでおくことで、教員が説明している内容が教科書と同じ
内容なのか、付加的な情報なのかといったことがすぐにわかりま
す。その中から、必要な情報を判断して効率的にノートに取ってい
ければ、余裕をもって説明を聞くことができ、より理解が深まると
思います。ぜひ予習の時間を確保しましょう。
自由記述では「テスト範囲が広くて難しい」「スライドのpdfが欲し
い」といった意見がありました。小テストの内容や実施回数等を見
直すとともに、資料配布については、素材の著作権等も考慮して慎
重に判断したいと思います。

臨床栄養学実習ｂ 松島　照彦,辛島　順子 貴重な機会をを活かして多くのこと身に着けることができて何より
です。事前事後の学習を通じても管理栄養士としての姿勢を学ぶこ
とができ、良かったです。

特別講義ｂ 秋田　修,井部　明広,澤山　茂 提出者が2/3程度であるが、特に改善を必要とするようなコメントは
記されておあらず、また総合的な満足度は平均を下回っていないの
で、次年度も今年度と同様な方法により講義を進めたい。ただ、問
題解答のための時間配分についてはもう少し効率的になるよう改善
したい。

栄養教育各論ｂ 中川　靖枝 双方向授業などの工夫が必要であるので、質問がしやすいように時
間配分を見直し、理解が深まるようにします。

公衆栄養学ａ 森川　希 履修者の学習状況、授業内容・方法等は、管理栄養士専攻専門科目
区分内で平均的な得点でした。「この授業をどれくらいの割合で理
解できましたか」の問いに対しては80%程度が「まあまあ理解でき
た」「ほぼ理解できた」と回答されていました。今後は「充分に理
解できた」と回答できる人を増やすことを目指したいと思います。
授業の理解度を上げるためには、授業の予習復習も重要になりま
す。
個別のアンケート項目では、週あたりの予習復習時間が「30分未
満」または「なし」が2クラスとも70%を超えていました。授業は、
教科書をある程度読んできている前提で進めています。教科書を予
め読み込んでおくことで、教員が説明している内容が教科書と同じ
内容なのか、付加的な情報なのかといったことがすぐにわかりま
す。その中から、必要な情報を判断して効率的にノートに取ってい
ければ、余裕をもって説明を聞くことができ、より理解が深まると
思います。ぜひ予習の時間を確保しましょう。
自由記述では「テスト範囲が広くて難しい」「スライドのpdfが欲し
い」といった意見がありました。小テストの内容や実施回数等を見
直すとともに、資料配布については、素材の著作権等も考慮して慎
重に判断したいと思います。

臨床医学概論 松島　照彦 過去問は勉強になったようでよかったです。なるべく枚数にバラツ
キがないように配慮します。「過去問以外の宿題も」という声があ
りました。考えておきます。スライドはできるだけゆっくりするよ
うにします。

給食経営管理ａ 木川　眞美 双方向授業の工夫が少し足りないようでした。今後は意識したいと
思います。

公衆衛生学ｂ 佐藤　恭信 基本となる知識の学習を目的としました。内容が豊富なので比較的
広く説明をしました。課題はまとめが適切にできるようになったと
思います。今後は事前学修として前回の授業の時に提示するように
します。小テストとレポートは国家試験に通じるもので、がんばっ
て履修していただけたと思います。

臨床栄養管理学各論 辛島　順子 臨床栄養管理学各論では、講義内容の十分な理解、保健医療職とし
ての管理栄養士が傷病者の栄養管理や栄養食事指導を行うことを踏
まえて、症例等を取り入れた。また、小テストを実施することで、
復習の時間を増やすとともに、知識の定着を目指した。　　
科目平均では、「理解度」は72.3％、「説明のわかりやすさ」は
4.29、「資料のわかりやすさ」は4.00、「総合的満足度」4.14で
あったことから、管理栄養士の重要な業務のひとつである臨床にお
ける栄養管理や栄養食事指導の基本を理解することができたと考え
ている。「進行スピード」は3.93であったため、3年次の臨床栄養管
理実習で再度確認を行い、臨床栄養学実習b・c（病院実習）におい
て活用し、理解を深められるようにしていく。

食品衛生学実験 井部　明広 　おおむね９７％が理解し、興味を持ってくれた。ただし、レポー
トなど復習、予習に時間をかけていない学生が散見され、実験後の
レポートを見ても感じた。興味を持たない学生は仕方ないとして、
地道に声をかけ指導してゆきたい。

臨床医学概論 松島　照彦 過去問は勉強になったようでよかったです。なるべく枚数にバラツ
キがないように配慮します。「過去問以外の宿題も」という声があ
りました。考えておきます。スライドはできるだけゆっくりするよ
うにします。

［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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給食経営管理ａ 木川　眞美 双方向授業の工夫が足りないようなので、工夫するようにします。
公衆衛生学ｂ 佐藤　恭信 基本となる知識の学習を目的としました。内容が豊富なので比較的

広く説明しました。課題はまとめが適切にできるようになったと思
います。今後は事前学修として前回の授業の時に提示するようにし
ます。小テストとレポートは国家試験に通じるもので、がんばって
履修していただけたと思います。

臨床栄養管理学各論 辛島　順子 臨床栄養管理学各論では、講義内容の十分な理解、保健医療職とし
ての管理栄養士が傷病者の栄養管理や栄養食事指導を行うことを踏
まえて、症例等を取り入れた。また、小テストを実施することで、
復習の時間を増やすとともに、知識の定着を目指した。　　
科目平均では、「理解度」は78.0％、「説明のわかりやすさ」は
4.44、「資料のわかりやすさ」は4.37、「総合的満足度」4.37で
あったことから、管理栄養士の重要な業務のひとつである臨床にお
ける栄養管理や栄養食事指導の基本を理解することができたと考え
ている。この授業で学んだ内容は、3年次の臨床栄養管理実習で再度
確認を行い、臨床栄養学実習b・c（病院実習）において活用し、理
解を深められるようにしていく。

生化学ｂ 細川　優 生化学ｂでは、たんぱく質、糖質、脂質の代謝を学びました。管理
栄養士国家試験の受験に臨む4年生も苦労する領域です。授業では、
可能な限り分かりやすさを心掛けたつもりですが、皆さんの理解が
深まってくれると嬉しいです。

ライフステージ栄養学ａ 於保　祐子 分かりやすい説明やプリントを使った講義を心掛けたいと思いま
す。予習・復習、発展的な学修につなげられるように、工夫したい
と思います。

特別講義ｃ 中川　靖枝,辛島　順子 過去問題を正答率の低いものに絞り、中間テストの解説時間を現在
より多くとるようにします。

生化学ｂ 細川　優 時間的な制約があり、管理栄養士国家試験の過去問について時間を
かけて解説することができませんでした。管理栄養士国家試験の受
験に臨む4年生も、栄養素の代謝については苦労するところです。皆
さんの理解が深まってくれると嬉しいです。

ライフステージ栄養学ａ 於保　祐子 分かりやすい説明やプリントを使った講義を心掛けたいと思いま
す。予習・復習、発展的な学修につなげられるように、工夫したい
と思います。

ライフステージ栄養学実習 辛島　順子 ライフステージ栄養学実習では、ライフステージ別の身体状況や栄
養状態に応じた栄養管理について、実習を通して理解を深めること
を目標とした。具体的には、各ライフステージの特徴を捉えるとと
もに、日本人の食事摂取基準を用いて栄養ケアプランの作成を行っ
た。科目平均では、「理解度」は78.5％、「進行スピード」は
4.42、「説明のわかりやすさ」は4.39、「資料のわかりやすさ」は
4.42、「総合的満足度」4.16であったことから、管理栄養士の重要
な業務のひとつであるライフステージ別栄養管理に関連する内容を
概ね理解することができたと考えている。


特別講義ｄ 森川　希,佐藤　恭信 社会・環境と健康は内容が豊富です。基本知識の学習の積み重ねが
大切です。国家試験頑張ってください。(佐藤)

授業の趣旨は国家試験対策ですので、各自で学修してきた内容を補
強し、確実な知識にすることを目的としています。ですから、試験
勉強が充分に進んでいない方にとっては理解し辛いところがあった
かもしれません。授業にあたっては「国試前日まで役に立つ課題づ
くり」を意識しましたが、今後は「誰にとってもわかりやすい」こ
とを目指したいと思います。(森川)

食品学ａ 奈良　一寛 予習復習の時間が少ない学生が多かったことから、今後はそれが出
来るような課題の工夫をするようにしたい。

生化学実験 細川　優 実験授業では楽しく学ぶことを心掛けています。計算に手こずるこ
ともあったと思いますが、系統的に考えていく力も今後必要となり
ます。授業では、生化学に関するプレゼンテーションも取り入れま
したが、いずれのプレゼンテーションも素晴らしかったです。

栄養疫学実習 森川　希 履修者の学習状況、授業内容・方法等は、管理栄養士専攻専門科目
区分内で平均的な得点でした。
「この授業をどれくらいの割合で理解できましたか」の問いに対し
て「時々理解できなかった」が3割程度にのぼりました。理解し辛い
点がどこにあるのかを引き続き把握することに努め、改善していき
たいと思います。
疫学指標の計算は、手順そのものよりも指標の意味を理解すること
が最終目標です。しかし、パソコン操作に慣れていないと、そちら
に時間をとられてしまうという問題があるようです。ソフトウェア
の操作方法については、数年前から解説ファイル(pdf形式)をmanaba
にアップロードして自由に閲覧できるようにしています。(概ね好評
のようです)
次年度は、予習の実施率をあげるために、事前に具体的資料を提示
するなど工夫をしたいと考えています。

健康管理論 佐藤　恭信 来年度は教科書を変え内容をレベルアップしたいと思います。健康
管理論は、社会・環境と健康につながるものです。

栄養教育総論 中川　靖枝 双方向授業などの工夫が必要であるので、質問がしやすいように時
間配分を見直し、理解が深まるようにします。
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栄養教育総論① 中川　靖枝 　ほぼ、シラバス通りの授業が行えた。配布物が多すぎたかもしれ
ないが、教科書は全ての範囲が網羅されているわけではないので、
事後学修に役立つと思われる資料を拡大・カラーコピーで配布し
た。
以下に学生へのコメントを記述する。
・過去問題をもう少しやりたかった。
コメント：小テスト、教科書の模擬問題、過去問の問題集などを活
用して下さい。
・毎回たくさんの資料の載ったレジュメを作成してくださったの
で、とても勉強の理解を助けるものでした。ありがとうございまし
た。
コメント:教科書は全てを網羅しているわけではありませんので、新
しいデータやトピックスを資料として配付しました。枚数が多く
なってしまい、（見やすくするためですが）整理するのが大変かも
しれませんが上手に活用して下さい。
・調理についての理解が深まった。
コメント：自宅で調理するチャンスを多くして下さい。
・調理の中の科学や、食品別の特徴をしっかり学ぶことができた。
コメント：調理の範囲は結構広く、また専門用語も多くて大変です
が、日常の食生活に応用性を広げて下さい。
・テストマークで受けるのに、やり方を強制させられたのがとても
嫌だったから自由にやらせて欲しかった。
コメント：マークシート方式は、模擬試験で何度も出てきます。別
な勉強法もあることを学んでほしかった訳です。 

栄養教育総論② 中川　靖枝 ・授業中寝てる人何人かいても1人だけに注意してたのはおかしい。
不公平だ。見ていて気分が悪かった。
コメント：1時間目の授業から居眠りしているのは、生活が乱れてい
るからではないでしょうか。他人のことより自分を大事にして下さ
い。3年生では専門科目が多くなり、模擬試験も何度かあります。寝
ていると大事なことを見失うと思いますが。
・教科書まともに使わないなら買わせないで欲しい。それなら使っ
てもらいたかった。
コメント：教科書は自分で学ぶためのもので、予習復習に活用して
もらいたいのです。従って、教科書に記載されていない重要なこと
やトピックスを中心にお話ししたつもりです。国家試験は、教科書
以外から多くの問題が出題されていますよ。
・調理する上での注意すべき点、添加することで良くなる点につい
ての理解が深まった。
コメント：日常の食生活に活用するように心がけて下さい。

臨床栄養学ｂ 松島　照彦 宿題は時間がかかった様ですが実力が付いたようで何よりです。授
業はできるだけゆっくりしますが、それでも正味15回やっても足り
ないくらいですので頑張ってください。

特別講義ａ 細川　優,於保　祐子 今までの知識を総合して栄養学を深く理解できるようになり、少し
でもこれからの助けになればと考え、授業をしました。

健康管理論 佐藤　恭信 来年度は教科書を変え、内容をレベルアップしたいと思います。健
康管理論は、社会・環境と健康につながるものです。

栄養教育総論 中川　靖枝 専門職への意識を高める導入教育であるという科目の理解が深めら
れるように、できるだけ分かりやすく説明します。

調理学 澤山　茂 　ほぼ、シラバス通りの授業が行えた。配布物が多すぎたかもしれ
ないが、教科書は全ての範囲が網羅されているわけではないので、
事後学修に役立つと思われる資料を拡大・カラーコピーで配布した
結果、授業効果が高まったのではないかと思われる。
　以下に、学生へのコメントを記述する。

・学んだことを、単に調理の知識としてだけではなく、普段の調理
に生かしていきたいと思いました。私はお菓子作りが趣味なので、
試験が終わったら、(授業で学んだことを)絶対やってみよう!と思い
ました。
コメント：製菓は理論だけで簡単にはできません。実際に作ってみ
て、失敗したらその原因を調べてみましょう。計量とタイミング、
美的感覚も必要ですから作るほどに上達すると思います。

臨床栄養学ｂ 松島　照彦 宿題は時間がかかった様ですが実力が付いたようで何よりです。授
業はできるだけゆっくりしますが、それでも正味15回やっても足り
ないくらいですので頑張ってください。

食品分析学 前田　浩子 食品の分析法とその原理を理解することが本授業のテーマであっ
た。アンケートの結果、授業をとおして自身の成長を実感し、更に
専門的に学びたい学生が80%を超えていたことから、概ね目的は達し
ていたと思う。但し、授業の理解度では、時々理解できなかった学
生が17 %いたことから、更にわかりやすい資料を作成するなど、理
解度アップに努めたい。

給食マネジメント実習 木川　眞美 授業アンケートより、説明が十分でなかったことがわかりました。
配布プリントの数をもっと絞って説明を丁寧にするようにします。
また、声がよく聞こえないこともあるようでしたので、使用できる
時にはマイクを使うようにします。

食品衛生学ｂ 井部　明広 　微生物や化学系の話が多い本授業への興味は、管理栄養士を目指
すものとして、若干薄い。しかしながら、授業内容への理解はほぼ
達成されたと思う。

食品加工学ｂ 秋田　修 回答率が41％と低く未回答の学生の評価がどうであったかが気にな
るが、回答者だけを見ると総合的な満足度が平均とより高く、また
コメントも肯定的なものであるので、次年度も同様の講義で進めた
い。管理3年生の科目であるので、国試にも役立つような講義内容に
するよう心掛けたい。

3 / 4 ページ



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

基礎調理１ 佐藤　幸子 本授業において、自分が成長できたと回答した学生が80%以上であっ
たことは、技術向上が認められたと考える。しかし、授業内容を十
分に理解できたかという問いにおいては、実習授業として進め方の
改善が必要であると感じた。今後、グループ実習においての個々に
対する対策を検討していきたい。わからないことがあれば、研究室
をぜひ訪問してください。

栄養教育論実習ｂ 中川　靖枝 さらに専門的に学びたいと意欲が高まるような実習になるように工
夫します。

公衆栄養学実習ａ 森川　希 履修者の学習状況、授業内容・方法等は、管理栄養士専攻専門科目
区分内で平均的な得点でした。
蓄尿による食塩摂取量の測定や、食事調査、地域の健康増進計画の
調査など、実践的な内容については好評価でした。
改善を望む点として具体的なコメントはありませんでしたが、教員
側の反省点として、時間配分に問題があった授業回がありました。
こちらで提示した課題に対し、進め方に大変個人差があり、終了時
間にばらつきが生じていました。
課題で要求する内容のレベルを、作業時間とともに具体的に示すこ
とにより、今後改善を図る予定です。

食品加工学実習 秋田　修,阿部　真紀 回答率が30％と低かったため未回答の学生の評価がどうであったか
は不明であるが、回答者の評価では総合的な満足度が平均値よりも
高く、コメントも肯定的なものが多かったことから次年度も同様な
内容での実習を行うこととしたい。体験型の実習なので、自ら考え
て取り組むための工夫やレポート内容についてさらに改善を加えて
いきたい。
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