
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
建築概論 槙　　　究 建築に興味を持ってもらうことが最大の目標なので、継続して学ん

でいきたいという割合が多かったのは良かったと思います。
毎年、自分が行った建物のスライドを増やすと時間が足りなくなる
ジレンマと闘っています。今年も最後の方が「詰まってしまった」
のが反省点です。
今後とも、コンパクトでありながら建築の魅力を伝える授業を模索
していきたいと思います。

テキスタイル管理学 牛腸　ヒロミ 平均的な評価結果でしたが、個人的にはこの授業を聞いて、この領
域に興味を持ってもらえるような授業をしたいと思っています。

生理人類学 山崎　和彦 　諸君の回答に対し、教員側はコメントする義務がある。どの程度
の分量が必要とされているのか、よく分からぬが、思うところを述
べたい。
　およそヒトが評価するもの、平均すると「やや良い」となるのが
普通であり、諸君の御回答の集計結果もその通りとなった。さて、
私を改善に向かわせるものは、ミスの指摘、そして辛口の批評と
いったものであるが、匿名とはいえ、それらを書き込む学生は少な
く、把握することができない。したがって、自身の反省に基づき、
改善する他ない。
　私はよい講義が出来たのか。自己採点すると70～75点といったと
ころか。長年、この科目を担当しているのに冴えない。自身の発想
にキレが不足しているところがあるように思う。来年度は80点以上
を目指し、日々研鑽を積まねばならない。
　講義が終わった後、質問にやって来る者は１年生に多い。これは
美風であるから奨励する。我が研究室にも遠慮なくやって来るのが
よい。空き時間についてはドアに表示してある。
　学生諸君の半分は、ただ座っているだけのようであった。「あと
＊回は休める」といった具合に欠席回数を計算しながらサボってい
るらしき学生もあった。まあ、それぞれの人生を歩む他ない。
　他の科目についてもコメントする必要がある。私は最初に「生理
人類学」に取り組んだのであるが、残りの他の科目についても、ほ
とんど同様のことを綴るものと思われる。　

住居学 橘　弘志 レーダーチャートをみると、全体平均とほぼ同程度の評価となっ
た。自由記述をみると、この分野に対する理解が深まったり、興味
をもったという意見を聞くことができた。毎回授業の最後の振り返
り課題を課し、そこで出てきた疑問・質問に対して次の授業の冒頭
で回答する時間を設けているが、それに対する良い評価があったの
で、今後もなるべく継続していきたい。板書が早くて追いつけな
い、という意見があり、これについてはなるべく板書をとる時間を
設けながら進めたいと思うが、いっぽうで授業の進行が遅れ気味に
なってしまう面もあり、その都度試行錯誤をしながら進めていこう
と思う。

テキスタイル管理実験 牛腸　ヒロミ 授業のスピードが速い、説明が分かりにくいという評価がありまし
た。理解できるよう説明の仕方を工夫したいと思います。

情報リテラシー基礎ａ 稲垣　サナエ この授業で自身の成長を実感できましたか？　の問いに対し平均
4.00という高い評価が得られ大変嬉しく感じました。また、授業内
容がパソコンの演習ということもあり、人によっては進み具合が速
かったり、または遅かったりとまちまちであることがこの結果から
わかり、難しさを痛感しています。
今年の結果を踏まえ、来年度の授業も構成していくので、学生の皆
さんにはより多くのことを積極的に学んでほしいと思っています。
今後に役立つ多くのことが身につくことでしょう。

実践キャリアプランニング 眞鍋　清嗣 １００人規模の授業であり、インタラクティブな運営は難しい面も
あるが、今後はmanaba アンケートなどを使い、双方向型・相互意見
交換型の授業の開発を試みたい。

デザイン基礎演習ａ 塚原　　肇 授業内容は理解できましたか。
スケッチは描けば描くほど目に見えて上達します。
今後も続けて練習してください。

建築・インテリア構法 高田　典夫 授業中の反応からは、きちんと理解してもらえているのかよくわか
らなかったが、自由記述欄を読むと結構興味を持って聞いているこ
とがわかった。

生活空間計画 橘　弘志 レーダーチャートをみると、全体平均とほぼ同じ評価となってい
る。建築志望以外の学生も受講しているが、そうした学生からも、
さまざまな建築・施設に対する理解が深まったという記述があっ
た。パワーポイント中心の授業を行っているが、もう少し学生の意
見をその場で取り入れながら、より興味を引き出せるような授業を
心がけていきたい。

人間工学実験 佐藤　健 卒業研究を人間工学研究室で行う場合は、必ずこの実験の科目を履
修してください。また、日本人間工学会の人間工学アシスタンスの
資格希望者は、この科目は必須となります。

デザイン基礎演習ａ 塚原　　肇 授業内容は理解できましたか。
スケッチは描けば描くほど目に見えて上達します。
今後も続けて練習してください。

繊維高分子材料実験 城島　栄一郎 この授業で自身の成長を時間できましたか？　の問いに平均4.36の
高い評価が出ていてうれしく思いました。また、週当たりの平均予
習復習時間が1.77時間で平均の２倍以上で皆さんの努力の結果だと
思います。
来年も多くの実験がありますから積極的に受講して頑張ってくださ
い。きっと多くのことが身につきます。

生活空間設計製図１ 高田　典夫 デザインには正解はないから、課題に対してどのようなストーリー
を組み立てるのかが問題なのです。自分の考えたことを他人に理解
してもらうための手段が、図面・スケッチ・模型などの目に見える
ものであり、それらを駆使して行うトライアルがエスキスです。
だから僕をもっと使い倒さなきゃ・・・

建築法規 橘　弘志 建築法規は4年生の科目であり、建築士の受験資格の必修科目となっ
ているため、固定的な内容で、盛りだくさんにならざるを得ない。
法律用語に慣れていない学生に対して、法令の文章に触れながら進
めていくので、時間に追われながらの講義になりやすく、演習の時
間を十分とれない傾向もあったように思う。砂を噛むような法律の
話を、少しでも分かりやすく伝えられるように、今後とも工夫をし
ていきたい。

染色加工学 牛腸　ヒロミ 説明、配布資料、パワーポイントを魅力的なものにしようと思って
います。

アパレルデザイン基礎実験 川上　梅 欠席回数が0回71%、1回18%と出席率が高く、＜自身の成長を実感で
きた＞が＜とてもあてはまる＞と回答した人も88%と高いことから、
学生の意欲と成果は感じ取れるが、一方で、＜この分野をさらに専
門的に学びたい＞では、＜とてもあてはまる＞が71%に留まることか
ら、今後はこの分野に魅力を感じてもらえるような工夫をしていき
たい。

［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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基礎演習ｄ 槙　　　究 この授業は、リメディアル（高校までの復習）的な要素と、学科で
学ぶことの基礎という要素を兼ね備えたものです。大量の資料を、
それなりに使いこなしてくれたのかなと思います。
新たに「せーの。」で始める内容ではないので、理解しにくいポイ
ントも、位置づけも一人一人異なる。それに、どうやって対応して
いくかが、いつも悩みです。特に、数学等が苦手で選んでくれた人
に、できるようになれそうだという希望を持ってもらうこと。授業
外での対応などはその一環ですが、他にもやれることがあるか、次
年度に向けて考えてみたいと思います。

インテリアデザイン演習 山口　照也 アンケートは最終履修者５１人中２８人の回答があり、回収率は５
５％でした。今年は過去2番目に履修者が多かったのですが、課題提
出作品を見ると皆さん頑張って取り組んだのが分かります。アン
ケート結果では、本授業で改善が必要なのは「予習復習時間が少な
い」の１点になりそうです。予習復習時間は、「２時間以上」が３
２％で、「２時間未満」以上だと４３％という結果だったので、事
前学修と事後学修に取り組める授業構成にしているはずなので、自
主的に取り組んで欲しいと願っています。

インテリアコーディネート演習 山口　照也 　アンケートは履修者７人中２人の回答しかなく、回収率は２９％
だったのですが、優秀な結果でした。ただ、回収率は２９％なの
で、アンケート結果を基にした授業改善等の判断は止めることにし
ます。
　アンケートのコメントに「他人のためのコーディネートを考える
良い機会になった」や「今後の仕事につながりそう（な課題だっ
た）」と記載されていた事は、講師として嬉しい限りです。今後
も、望ましい事は継続し、問題が生じたら改善していきます。

住環境デザイン論 高田　典夫 住環境デザインに関する考え方は、一つしかないわけではなく、多
様なものです。そういう点から、外部から講師の先生方をお呼びし
て、異なる側面からのお話をしていただいたり、毎回参考図書をあ
げたりしています。
この授業をきっかけにして、幅広い興味を持ってもらいたいと思っ
ています。

デザイン史 塚原　　肇 デザインの歴史を知ることは大変重要です。先人がどのようにデザ
インを捉え進化させていったかを知ることにより今後のあなた方の
進む方向が見えてきます。授業を通して興味を持ったデザイナーや
作品があれば進んで調べてみてください。

食物学 佐藤　幸子 自己採点評価が低かった学生は、ぜひ教科書内容をもう一度理解で
きるように自学自習に努めてください。理解できない内容があった
ときは、研究室（本館263)まで来てください。時間が許すかぎり対
応していきます。

実践入門セミナー 牛腸　ヒロミ 不満の意見もなく平均的な結果なので、このままでよいということ
なのでしょうか？

実践入門セミナー 川上　梅 授業内容が多様であったため、学生が何を評価しているのかが曖昧
で、明確に回答し難い。出席状況は、欠席回数2回13%、4回以上13%
で、出席重視の授業にもかかわらず、決して良いとはいえないが、
生活環境学科の学生として学んでいく上での共通理解ができたもの
と思う。

実践入門セミナー 佐藤　健 大学生活に慣れましたか？友人が増えて、話題も増えれて後期に臨
んでください。

生活環境学セミナー 大川　知子 前期のアンケート、ありがとうございました。通年科目の認識でお
り、アンケートの呼びかけがきちんと出来ませんでしたが、半数の
方々の記入、ありがとうございました。後期のアンケートでコメン
トさせて頂きます。

生活環境学セミナー 川上　梅 回答者が４名と少ないこともあり、全体像は分からないが、評価は
分かれると思う。今年は学生の自由裁量に任せている部分が多い
が、昨年度のように、統一した課題を与えたほうが良いと感じてい
る。

生活環境学セミナー 牛腸　ヒロミ アンケートの回答者が半分以下ということは、授業担当者としてど
のように解釈すればよいでしょうか？

生活環境学セミナー 佐藤　健 よく頑張りました。この調子で後期も頑張りましょう
生活環境学セミナー 城島　栄一郎 配布資料等がわかりにくいという意見がありました。また、予習復

習がほとんどされていないこともわかりました。
配布したテキストを使う授業は前期で終わりますから、来年度に向
けてテキストを予習復習がしやすいように改善したいと思っていま
す。

生活環境学セミナー 塚原　　肇 初めての椅子作りはうまくいきましたか。
卒業制作に向けての基礎になりますから、納得の行くまでチャレン
ジしてください。

ファッション文化論 徳井　淑子 全体の評価として、満足、ある程度満足と答えた方が６割、専門的
にさらに学びたいと思う方が６割を占めますが、自身の成績評価と
しては+Aが０、Aが３割、Bが６割というのは謙虚すぎます。歴史的
考察という手法に当初なじみにくかった印象を授業でもちました
が、中間レポートの提出とそのコメントの後には、毎回のコメント
ペーパーが積極的になり、実力が見えるようになりました。自信を
持ちましょう。

アパレルデザイン基礎 川上　梅 ＜自分の成長を実感できたか＞＜総合的に判断してこの授業に満足
したか＞の＜とてもよくあてはまる＞と＜どちらかといえばあては
まる＞の合計が85%、92%であるのに対して、＜説明は分かりやす
かったか＞＜この分野をさらに専門的に学びたいと思うか＞のそれ
らは74%、75%と減少する。今後は、分かり易い授業、この分野に魅
力を感じてくれるような授業を心掛けたい。

設計製図基礎 橘　弘志 この演習はとにかく毎週課題をこなすことによって、製図のスキル
を向上させることに特化したものである。とにかく自宅学習が必須
となる。一つ一つの課題はそれほど大変ではないが、〆切に遅れて
課題を溜め込んでしまうとかなりの負担となり、途中で諦めてしま
う学生がいる。また最後の課題だけが提出できずに単位を落とす学
生も数人見られるようになり、その対策は課題である。

生活気候学 山崎　和彦 　学生諸君の評価はだいたい予想がつく。板書を丁寧にして欲し
い、進み方が速すぎる、ときどき聞き取れないことがある、といっ
た不満があり、全体的評価は「中の上」といったところである。
シャベリが下手であることについて私は自覚している。そもそも声
の通りが悪い。鹿児島訛りもある。また年度を経るほどに、あれも
言いたい、これも言いたい、といった具合に語りたい事項が増えて
行くので、自ずと早口になる。加齢によってカツゼツが悪くなるら
しいから、いよいよ努力せねばならないと思う。
　今年度は、講義が終わった後、質問に来る者が少なかった。質問
を歓迎する（ただし試験直前はダメである）。研究室にも遠慮なく
やって来るのがよい。空き時間についてはドアに表示してある。

伝統衣服実習 川上　梅 ＜自身の成長が実感できたか＞と＜総合的に判断してこの授業に満
足したか＞では、いずれも＜とてもよくあてはまる＞55%、＜どちら
かといえばあてはまる＞45%であったことから、成長が実感でき、満
足度が高かったことは非常に良かった。ただし、授業外の復習時間
は０時間から２時間以上までと、個人差が非常に大きいことは一つ
の課題であると考える。
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設計製図基礎 橘　弘志 この演習はとにかく毎週課題をこなすことによって、製図のスキル
を向上させることに特化したものである。とにかく自宅学習が必須
となる。一つ一つの課題はそれほど大変ではないが、〆切に遅れて
課題を溜め込んでしまうとかなりの負担となり、途中で諦めてしま
う学生がいる。また最後の課題だけが提出できずに単位を落とす学
生も数人見られるようになり、その対策は課題である。

テキスタイル材料実験 島﨑　恒藏 この授業科目は、実験科目であるので、授業の双方向性や理解度に
関しては講義科目よりも高い結果となった。
実験レポートは速やかに添削し、ミスがある場合には再提出させる
ことを徹底したが、理解度において「ほぼ」（58％）と「まあま
あ」（33％）が大半であった。後期に開講されるテキスタイル材料
実験においては、この点に留意し、理解度をさらに改善できっるよ
う努力したい。

プロダクトデザイン論 塚原　　肇 プロダクトデザインの概要は理解できましたか。
是非、プロダクトデザイン検定2級にチャレンジしてください。

工業デザイン概論 山崎　和彦 　デザインとは神がかった行為である。材料、加工技術、法令、経
済効果、基礎的そして応用的技術、個人・集団・社会への配慮、未
来への配慮････。語るべき事の多さに私自身が毎年呆然とする。
　ただ、受講者は２年生が主体であり、これからデザイナーを目指
すか否かといった集団であるから、「これほど多くを学習せねばな
らない」といったことが分かってもらえれば、それでよいといった
思いもある。
　我が講義に対する、学生諸君による不満については、ほぼ把握し
ているつもりである。毎年、努力しているのだが、進歩は乏しいよ
うである。
　講義の後、質問にやって来る学生が少なかった。私はそれを期待
している。研究室でもよい。遠慮なくやって来て欲しい。ともあ
れ、多くの学生諸君が履修して下さったことに感謝している。

ユニバーサルデザイン論 塚原　　肇 ユニバーサルデザインは建築、アパレル、プロダクトなど全てのデ
ザインの基礎になります。しっかり理解して、常にUDを意識したデ
ザインを行ってください。

感性と生活情報システム 佐藤　健 授業を通して、いくつかのアカデミックな手法をさらに学んで欲し
いです。

被服衛生学 齊藤　秀子 授業のスピード、パワーポイントの提示について、来年度の授業に
生かしたいと思います。
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