
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
臨床栄養学ａ 松島　照彦 授業は少し進むのが早かったかもしれません。養成課程ですので学

期中にすませなければならない内容があるので、関連しないところ
はできるだけ省くようにしますが、頑張ってついてきてください。
宿題の量も多く感じているかもしれませんが、2単位＝週6時間かけ
ればできるはずですので、自分の時間を有効に使って頑張ってくだ
さい。

臨床栄養管理学総論 辛島　順子   臨床栄養管理学総論では、講義内容の十分な理解、保健医療職と
しての管理栄養士の役割や仕事と理論を結びつけることを目指し、
適宜映像教材を用いた講義や症例を取り入れた。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79.3％、「進行スピード」は4.49、
「説明のわかりやすさ」は4.57、「資料のわかりやすさ」は4.49、
「総合的満足度」4.46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。一方で、「予習復習時間」1.03hや
「双方向授業の工夫」4.06は今後改善の必要がある。「予習復習時
間」については、毎回の予習課題を提示・提出をする方法で授業を
進行したが、今後はmanabaを活用した復習課題を取り入れる。ま
た、「双方向授業の工夫」についてもmanabaの活用など、質問のし
やすさを検討する。

ライフステージ栄養学ｂ 於保　祐子 授業資料のプリントアウトの不鮮明なところや、ディスプレーから
遠い場合、スライドが見えにくいとのご指摘がありました。改善し
たいと思います。着席位置について、ディスプレーから遠い人は、
いつも不利になるので、何らかの改善をしたいと思います。授業に
ついては、課題と連動して進めることで、双方向学習や積極的な予
習・復習につなげてゆきたいと思います。

臨床栄養学ａ 松島　照彦 授業は少し進むのが早かったかもしれません。養成課程ですので学
期中にすませなければならない内容があるので、関連しないところ
はできるだけ省くようにしますが、頑張ってついてきてください。
宿題の量も多く感じているかもしれませんが、2単位＝週6時間かけ
ればできるはずですので、自分の時間を有効に使って頑張ってくだ
さい。

臨床栄養管理学総論 辛島　順子 　臨床栄養管理学総論では、講義内容の十分な理解、保健医療職と
しての管理栄養士の役割や仕事と理論を結びつけることを目指し、
適宜映像教材を用いた講義や症例を取り入れた。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77.4％、「進行スピード」は4.31、
「説明のわかりやすさ」は4.49、「資料のわかりやすさ」は4.34、
「総合的満足度」4.31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概ね
理解することができたと考えている。一方で、「予習復習時間」
1.10hや「双方向授業の工夫」3.89は今後改善の必要がある。「予習
復習時間」については、毎回の予習課題を提示・提出をする方法で
授業を進行したが、今後はmanabaを活用した復習課題を取り入れ
る。また、「双方向授業の工夫」についてもmanabaの活用など、質
問のしやすさを検討する。

ライフステージ栄養学ｂ 於保　祐子 授業資料のプリントアウトの不鮮明なところや、ディスプレーから
遠い場合、スライドが見えにくいとのご指摘がありました。改善し
たいと思います。着席位置について、ディスプレーから遠い人は、
いつも不利になるので、何らかの改善をしたいと思います。授業に
ついては、課題と連動して進めることで、双方向学習や積極的な予
習・復習につなげてゆきたいと思います。

食品物性論 澤山　茂 食品物性論コメント（管理栄養士専攻４年生）
アンケート結果から、ほぼシラバス通りに進めることができた。ま
た、授業内容について興味を持ったが学生が多かったこととから食
品物性に対する理解度が深まったという回答であった。教材として
パワーポイントの資料を配付、動画教材を多用したことにより、上
記回答が得られたものと考えられた。
アンケートの具体的なコメント数は少なかったが、定期試験の結果
からみると、自分の考えを上手にまとめた解答内容であった。後
半、６回にわたりレポートを提出させたが、理解度が高い内容で
あった。また、オープンキャンパス時に、アクティブラーニングを
取り入れた公開授業を導入したが、学生が積極的に参加し内容が深
い授業であった。
学生からのコメントは、下記の通りである。
食品物性についての知識がつき、理解が深まった。
食品の物性につて理解が深まった。また、高齢者向けの食品につい
て興味が持てた。
ビデオ教材があり、わかりやすかった。介護用食品などに興味がわ
いた。

総合演習ｂ 松島　照彦 症例を検討する学生参加型の授業によって、多くの皆さんにとって
「難しかったけれど勉強になった。力がついた。」という学修がで
きたようで良かったです。特に、暗記ではなく、読み取り、理解
し、論理的思考ができるようになったのであれば、何よりです。予
習や「指名」の効果があったようですね。就活もあって忙しかった
のかもしれませんが、予習が０～１時間の子も多く、もう少し予習
をしておいてもらえれば良かったと思います。
スライドの進みが早かったようで（１年生の授業の時からでした
が）すみません、もう少しゆっくりやるようにします。
１症例当たりの考察（追加問題）も先生が欲張って多過ぎたのかも
しれません。もう少し「厳選」して、ゆっくりでも単元を終われる
ようにしてみます。
マイクの調子も悪くてすみません、教務に言っておくようにしま
す。
テストの問題数が多すぎたようで、すみません。来年の４年生は少
なくするようにします。
皆さんが社会で活躍することを祈っています。

公衆栄養学実習ｂ 佐藤　恭信 　保健所実習で多くのことを得たと思います。今後に生かしてくだ
さい。

感染と防御 佐藤　恭信 　1年生前期のみなさんには内容が豊富で難しいとは感じています。
課題レポートや小テストを活用して内容の理解、まとめる力をつけ
るようにしてください。わかりやすい授業を行うように気を付けて
います。

感染と防御 佐藤　恭信 　1年生前期のみなさんには内容が豊富で難しいとは感じています。
課題レポートや小テストを活用して内容の理解、まとめる力をつけ
るようにしてください。わかりやすい授業を行うように気を付けて
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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総合演習ｃ 木川　眞美,於保　祐子 応用栄養学の範囲は3年生までの学習でかなり出来ていると思います
が、1年生で学んだ人体の構造や生理学などについて、知識をもう一
度整理しておく必要があると考えました。そういう意味で、総合演
習ｃの範囲でない講義内容もあったので、難しかった部分もあった
と思います。スライドやハンドアウトは見やすいものに改善しま
す。

微生物学① 秋田　修 1年生を対象とした科目であり回答率が90.5%%と高学年の学生に比べ
て高かった。講義内容の理解度、授業のスピード、講義資料などに
ついていずれも平均値を下回る結果となり、満足度も3.85と平均の
4.05に比べかなりの低評価でした。高校卒業後、初めての大学講義
の受講であり、またこれまでの高校での授業内容とは全く異なる専
門分野の内容であることから戸惑いもあったものと思われますが、
講義方法や進め方についてさらに工夫するようにしたいと思いま
す。 
ただしこのような評価結果はある程度想定していたものでした。本
講義を理解するためには高校の化学と生物の基礎学力が身について
いることが必要であり、そのようなレベルの学生に対する講義とし
て組み立てています。高校時代に履修した理系科目の調査結果で
は、生物または化学を履修した学生は約6割であり、さらに入試科目
として受験勉強をした学生は10名前後しかいませんでした。高校で
化学や生物を学んでこなかった学生のレベルに合わせた授業も可能
ですが、それでは大学レベルの専門科目としての意味がないと思っ
ています。難しいと感じた学生が1割から2割程度いることはやむを
得ないと思っています。講義内容に興味を持っても内容がよく理解
できない場合は自ら学修することを求めます。

微生物学② 秋田　修 毎回講義終了時に行っていたミニテストの要望や質問を書く欄に
は、「講義で使用したPPのスライドを全部印刷して配布して欲し
い」、「どこが重要なのかをもっと丁寧に教えてほしい」、「試験
に出す可能性がある部分は指摘して欲しい」、「試験対策のための
勉強方法を教えて欲しい」、「よく理解できないのでどうすればよ
いですか」、「講義の進め方が速すぎてついていけない」等の記入
がありました。高校で受けていた丁寧な授業と同じような進め方を
求めて、上記のような要望が出されたものと思われますが、大学で
はこのような受け身の受講態度ではなく自ら積極的に学びに取り組
む姿勢が求められます。そのため、上記のような要望に対してはか
なり厳しい回答をしました。それは自ら学ぶという姿勢を身に付け
てほしいからです。しかしその真意がうまく伝わっておらず、授業
評価の自由記述でも同じような要望が書かれていました。次年度
は、最初の授業ガイダンスでもう少しはっきりと伝えるようにした
いと考えています。なお、この授業では講義内容に興味を持って熱
心に学修する学生が２割程度いれば十分であると考えています。

基礎調理２ 澤山　茂 基礎調理２コメント（管理栄養士専攻２年生）
　予めシラバスに則って授業計画案を配布してあるので、計画通り
の授業が行えた。実習授業であるが、関連する教材をmanabaに掲載
するとともに、パワーポイント教材資料を配付して予習、復習がで
きるように配慮した。実際の調理デモンストレーションを見せると
ともに盛りつけた完成品を提示する授業内容なので、学生はポイン
トを把握しやすく、失敗の原因も理解できているものと思われる。
一部の学生から不満点が上がっているが、概ね学生からの授業評価
はほぼ期待通りの結果であり、教材の改良を重ねて次年度につなげ
る予定である。
学生からのコメントは下記の通りである。
毎回の課題で、栄養価計算の仕方を身につけることができた。食材
の性質や道具の扱い方を知ることができた。調理技術が身に付い
た。基礎から応用までいろいろな調理に対する技術が身についた。
調理の基本がわかった。調理を通して、失敗してしまったこと、う
まくいったことどちらも勉強になった。和・洋・中とそれぞれの調
理法について理解が深まった。 切りもの試験の練習をしたため、包
丁の扱いに慣れることができた。動画やクックパッドなど、さまざ
まな媒体を用いて授業してもらえたので、興味深く学ぶことができ
た。この授業を通してもっと料理をしたいと思えるようになった。
自分の調理技術をもっと向上させていきたいと思った。クラスごと
で課題の量が明らかに違ったのはどうかと思った。時間がかかりす
ぎる。 先生はマイク付けてるけど全然声入らなくて聞こえないし板
書の字は読みにくい。なんとかして欲しかった。いつも完成した料
理が華やかで、素敵でした。最初にデモを見ることで手順を自分な
りに整理してから取り組むことが出来てよかったです。調理につい
てさらに興味を持つことができた。

解剖生理学実験 阿尻　貞三 学生の見学レポートを集計する方法を、manabaによる方法に変えて
みた。学生は家からでもレポート提出できるので、好評のようで
す。

栄養マネジメント実習 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。
「この授業を通して自身の成長が実感できましたか」の問いに対し
ては「とてもよくあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」を
併せて85%であったことは喜ばしく思います。
改善を希望する点として、スライドが反射して見づらかったという
意見がありました。これについては、教室環境が整っていない(専用
のプロジェクターが設置されていない)ことに問題がありますので、
改善されるよう教員から要望を出していきます。

生化学ａ 細川　優 この科目は、受講者数が多く、学生さん一人一人に十分目が行き届
かず十分な配慮はできませんでした。内容は、高校の化学や生物の
延長線上ににありますが、理解を深めるためにプリント図を多くし
ました。化学を苦手と感じている学生さんも多いので、時間をかけ
て説明したつもりですが、早口になることもあったようなので、今
後改善します。また、理解が深まったとのコメントも数名の学生さ
んからいただき、よかったです。

総合演習ａ 細川　優,於保　祐子 内容が難しいとのご批判が一部の学生さんからありました。この点
については、真摯に受け止めます。総合演習ａとbは、最終的には国
試対策に役立ちますが、国試対策ではなく、目標を複数の科目群の
知識を統合することにおいています。また、国試受験まで半年以上
ある時期なので、日頃勉強しにくい内容を選んだことから、必然的
に若干難しい内容になりました。ホルモン及び受容体の機構やシグ
ナル伝達は、他学の学生さんにとっても難しい内容ですが、国試で
は出題されます。なお、後期には特別講義ａ～dが配当されています
が、こちらは純然たる国家試験対策科目です。問題に則して考え方
を学びます。事前の自習を心がけてください。
人の体のしくみについて、分子レベル・細胞レベルから全身まで、
広い範囲を扱っている講義なので、短時間で説明するのは難しい内
容が多い分野です。予習であらかじめ疑問点を整理してもらい、授
業でそれに答え更に補足するという授業形式を工夫したいと思いま
す。

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,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。
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給食経営管理ｂ 木川　眞美 予習するための課題が少なかったように思いました。
今後、検討していきたい。

臨床栄養管理実習 辛島　順子 　臨床栄養管理実習では、傷病者や要支援者・要介護者の病態や栄
養状態、摂食・嚥下機能に基づいた適正な栄養管理が実践できる能
力を養うことを目標とした。具体的には、食事療法のための栄養成
分コントロール食や摂食・嚥下機能に応じた食事形態の献立作成・
管理のあり方について実習を通して習得を目指した。
　科目平均では、「理解度」は78.2％、「進行スピード」は4.28、
「説明のわかりやすさ」は4.39、「資料のわかりやすさ」は4.22、
「総合的満足度」4.19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。一方で、「予習復習
時間」0.86hは今後改善の必要がある。「予習復習時間」について
は、毎回の課題に要する時間が設定よりも短時間であるため、課題
内容の検討を行う。

基礎栄養学実習 細川　優,松島　照彦 基礎栄養学実習は、二人の教員が担当することで受講する学生さん
にも戸惑いはあったと思いますが、おおむね好評でした。実験で
は、正解がない場合もあります。正解にこだわらず、自分たちが得
た結果を基に考えることは、貴重な経験になると思います。

実践入門セミナー 於保　祐子 大学での学習とその後の生活設計、社会人としての意識などについ
て、大まかなイメージをつかむと共に、実際の授業の受講の仕方
や、自主学習の仕方、レポートの書き方と発表などについて理解で
きたと思います。大学4年間をしっかりと充実したものにしましょ
う。

実践入門セミナー 細川　優 全ての評価項目について、当該科目平均より高い評価を受けまし
た。この科目は、大学生活の送り方や学びのスキルを身につけるこ
とを目標としています。大学生活の送り方、レポートの書き方、あ
るいは発表の仕方が分かったとのコメントがありました。目標があ
る程度は達成できてよかったです。

実践入門セミナー 森川　希 履修者の学習状況、授業内容・方法等は、共通教育科目区分内で平
均的な得点でした。
この授業を通して自身の成長が実感できましたか」の問いに対して
は「とてもよくあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」を併
せて85%であったことは喜ばしく思います。特に、レポートの書き方
やプレゼンテーションの方法が身についたという具体的な意見が複
数ありました。今後も授業でのレポート作成や発表の機会が多くあ
りますので、入門セミナーで学んだことをどんどん活用して欲しい
と思います。

公衆衛生学ａ 佐藤　恭信 　公衆衛生学は分野が広いので、できるだけ全体の関連が把握でき
るように考えています。また、課題、小テスト、過去問レポートを
組み合わせましたので、できるだけ活用してください。わかりやす
い授業ができるように考えています。

栄養マネジメント論 辛島　順子 　栄養マネジメント論では、栄養ケアマネジメントならびに日本人
の食事摂取基準を中心に、幅広い管理栄養士業務の基礎となる知識
の習得を目標とした。毎回の予習課題を提示・提出をする方法で授
業を進行し、小テストの実施により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80.0％、「進行スピード」は4.46、
「説明のわかりやすさ」は4.51、「資料のわかりやすさ」は4.37、
「総合的満足度」4.51であったことから、管理栄養士の重要な業務
につながる基本的内容について、概ね理解することができたと考え
ている。　
一方で、「予習復習時間」1.03hは今後改善の必要がある。「予習復
習時間」については、今後はmanabaを活用した復習課題を取り入れ
る。

公衆衛生学ａ 佐藤　恭信 　公衆衛生学は分野が広いので、できるだけ全体の関連が把握でき
るように考えています。また、課題、小テスト、過去問レポートを
組み合わせましたので、できるだけ活用してください。わかりやす
い授業ができるように考えています。

栄養マネジメント論 辛島　順子 　栄養マネジメント論では、栄養ケアマネジメントならびに日本人
の食事摂取基準を中心に、幅広い管理栄養士業務の基礎となる知識
の習得を目標とした。毎回の予習課題を提示・提出をする方法で授
業を進行し、小テストの実施により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80.3％、「進行スピード」は4.34、
「説明のわかりやすさ」は4.26、「資料のわかりやすさ」は4.20、
「総合的満足度」4.17であったことから、管理栄養士の重要な業務
につながる基本的内容について、概ね理解することができたと考え
ている。　
一方で、「予習復習時間」1.01hは今後改善の必要がある。「予習復
習時間」については、今後はmanabaを活用した復習課題を取り入れ
る。また、「双方向授業の工夫」についてもmanabaの活用など、質
問のしやすさを検討する。


総合演習ｄ 木川　眞美,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。
公衆衛生学・公衆栄養学分野の総合演習として、疫学分野研究の種
類に対応する論文の要旨を抄読しました。日本語の適切な論文が少
なく、英語論文を使用したため、読解に時間がかかってしまい、本
来の目的である研究方法の特徴を実感する段階に至らないケースが
あったようです。次年度以降は、日本語に翻訳した上で使用するこ
とを検討したいと思います。
また、これに関連し、「論文を読む時間を、国試対策にあててほし
かった」といった声もあったのですが、国家試験対策は後期の「特
別講義」が中心となります(シラバスをご確認ください)。それに先
立ち、3年生までで学んだ科目の知識を統合し、科目の枠を超えた応
用力を伸ばすための演習を行うのが本講義の目的です。卒業時の目
標はもちろん国試合格ですし、先生によっては国試問題を解くこと
を中心にされる場合もありますが、この授業は国試対策そのものと
は性質が異なります。
初回授業での、授業目標の説明の仕方に問題があったと思われます
ので、こちらも次年度の改善事項とします。(森川)
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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

基礎栄養学 細川　優 基礎栄養学は、栄養現象とはどのようなことかを始めて学ぶ、栄養
学分野の基盤的な科目です。学年が上がると、より専門的かつ応用
的な科目を学びます。それらの科目の理解を深めるためにも、十分
に理解して欲しいと思います。可能な限り丁寧に説明することを心
がけたつもりですが、十分ではなかったと思います。半期の授業な
ので、教科書の内容全てについて説明することはできませんでし
た。また、管理栄養士国家試験の過去問をプリントに記載しました
が、解説する時間的余裕がありませんでしたので、自分で自習して
みてください。
栄養、栄養素あるいは食生活について分かったとのコメントをもら
いましたので、当初の目標はある程度達成できたと思っています。
また、小テストの実施は、少しは勉強習慣の手助けになったようで
す。

食品衛生学ａ 井部　明広 予習の時間が少ない。あらかじめ次の授業の範囲を伝えているの
で、教科書を読んでおいてほしい。

公衆栄養学ｂ 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」の問いに対してはほとんどが「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60%を超えていました。教科書の
記載内容は、ある程度読んできている前提で授業を進めています。
予め読み込んでおくことで、スライドで示す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。
必要最小限の情報を効率的に書き取っていければ、その分説明を聞
くことに集中できると思います。ぜひ予習の時間を確保しましょ
う。
改善を望む点として、「スライドをレジュメとして配って欲しい」
という要望がありました。これについては、安易に実施すると「資
料だけ見て教科書は読まない」「勉強したことを自分なりに整理し
なくてもよい」状況にも繋がりうると考えていますので、慎重に判
断したいと思います。

基礎栄養学 細川　優 基礎栄養学は、栄養現象とはどのようなことかを始めて学ぶ、栄養
学分野の基盤的な科目です。学年が上がると、より専門的かつ応用
的な科目を学びます。それらの科目の理解を深めるためにも、十分
に理解して欲しいと思います。可能な限り丁寧に説明することを心
がけたつもりですが、十分ではなかったと思います。半期の授業な
ので、教科書の内容全てについて説明することはできませんでし
た。また、管理栄養士国家試験の過去問をプリントに記載しました
が、解説する時間的余裕がありませんでしたので、自分で自習して
みてください。
栄養、栄養素あるいは食生活について分かったとのコメントをもら
いましたので、当初の目標はある程度達成できたと思っています。

食品衛生学ａ 井部　明広 予習の時間が少ない。あらかじめ次の授業の範囲を伝えているの
で、教科書を読んでおいてほしい

公衆栄養学ｂ 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」の問いに対してはほとんどが「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60%を超えていました。教科書の
記載内容は、ある程度読んできている前提で授業を進めています。
予め読み込んでおくことで、スライドで示す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。
必要最小限の情報を効率的に書き取っていければ、その分説明を聞
くことに集中できると思います。ぜひ予習の時間を確保しましょ
う。
改善を望む点として、「スライドをレジュメとして配って欲しい」
という要望がありました。これについては、安易に実施すると「資
料だけ見て教科書は読まない」「勉強したことを自分なりに整理し
なくてもよい」状況にも繋がりうると考えていますので、慎重に判
断したいと思います。

調理学実験 数野　千恵子 　本授業の狙いは、調理時に頻繁に使用される食材を対象として、
調理上の性質を理解してもらうことしていた。
　分析結果より、全体的に満足度は良好であった。
　今後の調理実習や座学でより理解を深めてほしい。

食品加工学ａ 秋田　修 複数回の授業でアンケート記入時間を設けたが提出率が51.3%と他の
科目ン比べて極端に低かった。このクラス特有の行動なのかは不明
であるが、講義に取り組む意識の低さであればより積極性を持って
授業に取り組んでほしい。
回答された範囲で判断すれば、講義の理解度、配布資料に対する評
価は平均よりもよく、総合的満足度も高かった。管理3年生は4年時
の国試に向け着実に知識を増やしていく必要があるが、食品学の分
野は範囲が広いにも関わらず問題数は他の区分に比して少ない。こ
の分野で確実に点数を得るためには3年時にまでに終えておく必要が
ある。毎回の講義と関連する国試の問題を予習用として配布し提出
後採点して編返却した。解答と解説はmanabaに掲載し復習すること
を奨励した。残念ながら普段のmanabaへのアクセス数は多くはな
く、定期試験直前にまとめて閲覧しているようであった。地道な努
力をしなければ知識は着実に身につかない。学生の意識の低さも問
題ではあるが、積極的に課題に取り組まざるを得ないような仕組み
を考える必要性を感じた。何らかの方策を考えたい。
ただし、本講義は試験対策ではなく食品加工学（加工食品）につい
ての基礎知識を修得することが本来の目的である。自由記述に「食
品や食品加工学に関する理解が深まった」とのコメントがいくつか
あることから現在の講義スタイルを踏襲していくととしたい。た
だ、双方向性の講義としての評価は高くはないので何か工夫をする
ことを考えたい。
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