
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
幼児教育法 井口　眞美,前川　惠子 この授業では、２名の教員が保育者としての実践的な力を養うため

の内容を多く扱いました。特に、模擬保育では、各自、入念に準備
を行い、よい成果が出せていたと思います。

保育・教職実践演習（幼稚園） 井口　眞美,南雲　成二 この授業では、保育者として求められる実践力を養うことを目的と
して授業を行いました。演習の課題も多く大変だったかと思います
が、みなさん、前向きに授業に取り組めていたと思います。

保育・教職実践演習（幼稚園） 井口　眞美,南雲　成二 この授業では、保育者になるにあたり求められる実践力を養うため
の演習を多く行いました。課題も多く大変だったかと思いますが、
みなさん前向きに取り組めていたと思います。

生活デザイン入門 細江　容子 ・声や言葉の聞き取りやすさのの問題に関してはPPT操作で顔が下に
向くなどにより問題が生じる可能性があるので、今後注意したい。
・説明に関しては、１年生の講義であり学生に確認しつつ講義そ進
め　たい。

家庭経営論２ 高橋　桂子 １年生の専門科目である。家庭経営学１が前期、家庭経営学２が1年
の後期と同じ学年に配当されている。今回の内容は２年生向きのも
ので、DVDをみて議論したり、KJ法を用いて何が問題の骨子だったの
か試行錯誤した。学年進行が終了した段階では本科目は２年に配当
していただくよう折衝中である。大学で何を学ぶのか、本科目の
テーマは明確である。KJ法は身近な問題で予習をしてから本題には
いったが、新しいことに対してもっと「おもしろい」と思って取り
組んでもらえるように改善したい。さらに、必修科目にもかかわら
ず回答率が低い。自主的に回答せよではなく、来年度は授業時間内
に回答する時間を設けよう。全体傾向がみてみたい。

保育・教育指導の基礎 田中　正浩,松田　純子,井口　眞
美,渡辺　敏

「保育・教育指導の基礎」の授業では、幼稚園、保育園、小学校の
見学観察や児童館ツアーなどを経験しました。保育・教育を学ぶ上
で、「経験」は何よりも重要な学びの機会です。しかし、ただ経験
をするだけでは、学びは深まりません。事前事後の学習により「経
験」は真の力となっていきます。理論と実践を行き来する学びが重
要です。仲間と経験を共有し、情報や意見の交換をすることも大事
です。後期の最後に授業内レポートとして、この授業で得たことや
考えたこと、さらに自己課題などを書いてもらいましたが、みなさ
んそれぞれにさまざまなことを学び、考え、今後の課題を持ってい
ることが分かりました。それらを携えて、次のステップ（２年次の
学び）に進んでください。２年次よりは、より明確に幼保・幼小
コースに分かれての学習を行うことになります。

保育・教育指導の実際 柿田　雅子,塚原　拓馬,井口　眞
美,渡辺　敏

この授業では、複数の教員によって、見学観察実習等、保育所、幼
稚園、施設についての実践的な学びを進めてきました。みなさん誠
実に取り組んでいたと思いますが、準備したこどもまつりが雨天の
ため実施できなかったり、見学観察実習先の都合で部分保育ができ
なかったりしたことは残念でした。今後は、実施できなかった内容
をどのように補完するかについても考慮したいと思っています。

保育原理２ 松田　純子 「保育原理２」の授業では、「発達」「遊び」「保育の環境」「保
育者の専門性」等の重要なトピックスを取り上げました。特に「発
達」と「遊び」には多くの時間を割きました。試験の結果を見てみ
ると、前期の「保育原理１」以上に、みなさんよく解答できていま
した。事前に出題のヒントをお話ししましたが、みなさんがそれを
踏まえてよく準備をして試験に臨んだ結果だと思います。今後の課
題としては、論述する場合に、簡潔で分かりやすい文章を書くよう
心がけること。もちろん、内容がよく理解できていなければ、明快
な文章は書けませんね。

生活心理概論 作田　由衣子 授業のスピード、配布資料のわかりやすさ等、全体として満足度が
高かったようです。生活の中の課題を考える良いきっかけになった
などのコメントが得られました。今後はもう少し双方向の授業を意
識してみたいと思います。

ゼミナール 井口　眞美 保育現場の見学など、意欲的に授業に取り組めていたと思います。
また、ゼミナールのメンバーの親睦を積極的にはかった結果、学長
賞をいただくことができ、みなさんの取り組みを高く評価していま
す。

ゼミナール 細江　容子 ゼミナールという人数の少ない授業であり、全体として良い評価を
得てはいるが、さらに工夫し学生の授業の理解が深まるように努力
ていきたい。

家族と生涯発達各論ｂ（青年・成人
期）

細江　容子 ・海外の最新の研究内容等を盛り込んだりなどした点が、総合的に
良　い評価を得ることが出来たと感じる。
・さらに学生が満足できる授業にするために努力していきたい。

家族と生涯発達総論 細江　容子 全体として良い評価を得てはいるが、声や言葉等の聞き取りやすさ
やPPTの作成に関して、学生の講義内容の理解が深まるように改善し
ていきたい。

教育制度論 田中　正浩 本授業では、学生からの質問、意見、感想、さらに授業法へのリク
エスト（クレームも含む）を毎回の授業で出席カード（リアクショ
ンペーパーも含む）に記してもらい、必ずフィードバックするよう
に努めてきたため、評価数値に多少の効果が表れていると感じる。
ただ一方で、学生からの評価に手応えがあったとしても、試験結果
に反映されていない面も見受けられており、授業評価と学生の理解
度との関係を検討する必要があると考える。今後は、授業者自身の
授業法改善を第一としながら、学生の理解度が高まる学習法改善の
方策を考え、積極的に指導、援助していきたい。

［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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音楽 長谷川　恭子 １つの授業の中で経験・学習してほしいことがたくさんあったの
で、学修するのが大変だったと思いますが、みなさんは一生懸命取
り組んでいたと思います。質問しそびれてしまったことや、まだ理
解が難しいところ、ピアノの実技などは、3年生になってからも対応
しますので、個々で来てもらえればと思います。

保育実習指導２ 松田　純子 「保育実習指導２」では、保育実習２a（保育園）と保育実習２b
（児童福祉施設）の事前事後指導を行いました。後期後半は実習に
関係のない内容だったという声がありましたが、この授業では、４
年次の実習指導ということで、保育実践に関する４年間の学びの集
大成という意図をもって指導を行いました。卒業前に（保育現場に
出る前に）できる準備をという考えがありました。このような主旨
をみなさんにしっかりと伝えることと同時に、保育者として巣立っ
ていく前のみなさんたちの不安や疑問をもう少し汲み取る努力をす
べきだったかなと反省しています。４月から社会人となるみなさ
ん、どうぞ萎縮することなく、それぞれの置かれた環境で前向きに
溌剌と頑張ってください。

保育実習指導１ 田中　正浩,松田　純子 「保育実習指導１」では、保育実習１a（保育園）と保育実習１ｂ
（児童福祉施設）の事前事後指導を行いました。それぞれ２週間の
実習でしたが、初めての実習ということもあり、何をどう準備すれ
ばよいのか、実習前は緊張や不安も大きかったと思います。特に児
童福祉施設での実習は、みなさんにとって大きなハードルだったか
もしれません。しかし、終わってみると、いずれの実習も多くの学
びがあり、達成感や自信にもつながったのではないかと思います。
児童福祉施設実習に向けて準備を進める時期に、保育園実習の振り
返りを何度も行う意義が分からないとのコメントもありましたが、
振り返り（事後指導）は実は実習指導の中で、とても大切にしてい
ることです。３回の振り返りでも足りないと思っていたくらいで
す。しかし、不安の大きい児童福祉施設実習を前に、保育園の振り
返りどころではないというみなさんの気持ちも理解できます。保育
園実習担当者としては、経験したばかりのところでじっくり振り返
りをという思いもありますが、みなさんの状況を考えて、後期に改
めて保育園実習の振り返りの時間を取ることも検討したいと思いま
す。また、みなさんからのコメントの中に、教員と助手の連携がで
きていなかったのではとの指摘がありました。保育園実習は４年生
の幼稚園実習とほぼ同時進行、児童福祉施設実習は４か月に及ぶさ
みだれ式の実習スケジュールということで、助手さんにも多くの手
間と負担をかけます。みなさんにも迷惑をかけたこと、申し訳なく
思います。今後は、スケジュール管理をより綿密に行うようにしま
す。

保育表現技術ａ（音楽表現） 長谷川　恭子 ピアノなどの実技は学修できるスピードに個人差があると思います
が、一斉授業であるため、大変だった部分があると思います。2年生
の授業もありますので、もう少し説明してほしいところや実技指導
をしてほしいところは、授業外で構いませんので、いつでも申し出
てもらえればと思います。

保育表現技術ａ（音楽表現） 長谷川　恭子 ピアノなどの実技は学修できるスピードに個人差があると思います
が、一斉授業であるため、大変だった部分があると思います。2年生
の授業もありますので、もう少し説明してほしいところや実技指導
をしてほしいところは、授業外で構いませんので、いつでも申し出
てもらえればと思います。

生活文化史２ 細江　容子 全体として良い評価を得てはいるが、声や言葉等の聞き取りやすさ
やシラバスの内容等と関わる部分で、学生の講義内容の理解が深ま
るように改善していきたい。

ゼミナール 松田　純子 ３年生のゼミナールでは、文献講読やディスカッション、常磐祭で
の子どものための遊び場企画など、ゼミメンバーで協働して学び合
う経験をという主旨で学習や活動に取り組みました。グループとし
てとてもよい雰囲気を醸成できたことは、メンバーのみなさん一人
ひとりの心づかいや努力のおかげだと思います。心から感謝しま
す。４月からはいよいよ４年生です。大学生活最後の１年は、実
習、卒論、就職…と大きなハードルがいくつもありますが、みんな
で一つひとつ乗り越えて行きましょう。次年度もよろしく！

男女共同参画社会と生活 細江　容子 全体として良い評価を得てはいるが、声や言葉等の聞き取りやすさ
や説明に仕方等関して、学生の講義内容の理解が深まるように改善
していきたい。

生涯発達心理学ｂ 塚原　拓馬 講義形式のため双方向が難しいところもあるが、質疑応答などの時
間を設けて、できるだけ双方向性を持たしていきたい。

心理学演習２ 作田　由衣子 前期から引き続き論文を読んで発表してもらいましたので、ある程
度慣れてパワーポイント資料もスムーズに作成できたようです。た
だ、その慣れのせいで発表がアバウトになってしまったのではとい
うコメントがありました。要点のまとめ方、発表への取り組み方な
どについて、再度授業の回指示と終了時に指導を行う必要があるか
もしれません。
全体としては、満足度が高く、論文を読む力や発表する力が身につ
いたとのコメントが得られました。

音楽 長谷川　恭子 １つの授業の中で経験・学習してほしいことがたくさんあったの
で、学修するのが大変だったと思いますが、みなさんは一生懸命取
り組んでいたと思います。質問しそびれてしまったことや、まだ理
解が難しいところ、ピアノの実技などは、3年生になってからも対応
しますので、個々で来てもらえればと思います。
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生活経済論 高橋　桂子 今年度は予定の内容を早く終えることができたため、最後の３回は
エクセルによる生活設計を急遽付け加えた。概して、エクセルは苦
手だが、丁寧に指導し、苦手意識を払拭し、できれば得意かもと思
わせるような授業を組んだつもりだが、この箇所の反応はGOODの学
生とBADの学生に二分したようだ。来年度は今年度の講義をベースと
している。授業最後３回のエクセルの指導を充実させたい。

社会心理学１ 水野　いずみ 専門的に学びたいという意欲を促せたようなので、これからもみな
さんの様子を見ながら授業を行っていきます。

子どもと英語ｂ 梁瀬　千起 実践的なアクティビティーのみではなく、セオリーや授業に使える
英語表現も同時に学ぶ課題の多い授業でした。その中で、８０％以
上の方々が成長を感じられたこと、また、６０％以上の方々が専門
的に学びたいという意欲を示してくださったことは、大きな喜びで
す。より多くの学びが得られるような授業を目指していきます。皆
さんも主体的に英語の教授法を研究し続けていってくださると幸い
です。

保育内容ｂ（健康） 島﨑　あかね 保育者として必要な「子どもの健康」に関する知識だけでなく、保
育者自身の健康についても考えられるよう、学生の現在の生活習慣
や学生の幼児期と今の子どもの姿を比較できることを課題としまし
た。
また保育者は他者との連携が重要なので、グループワークも取り入
れましたが、もっとディスカッションの時間が取れればよかったと
思っています。来年度の実習現場で生かせるよう、学んだ知識を基
に健康的な生活を実践しましょう。

初等教科教育法（体育） 島﨑　あかね 講義と演習（実技）を通じて、小学校体育の重要性とその指導法に
ついて見に付けることを目標に授業を行いました。少人数のため、
実技内容を十分に実施できなかった種目もありますが、子どもの目
線に立ちアイディアを出しながら積極的に授業に臨むことができた
と思います。また、学習指導案の作成は、来年度以降の実習で生か
されると思いますので、それぞれが作成した指導案を共有しておき
ましょう。

保育相談支援 五味　美奈子 今回の集計結果は４名ということで全体の結果を表しているもので
はないが、アンケートに答えてくださった学生の声を基に今後の授
業に活かしていきたいと思う。「質問のしやすさ」の項目ではリア
クションペーパーを用いて次週授業の頭に回答するなど工夫をした
が、「全くあてはまらない」と回答した学生がいたためリアクショ
ンペーパーだけでなく学生が質問しやすい環境を整えていくことが
今後の課題である。受講生の皆さんは半期後には社会に出るという
こともあり、毎回真剣に授業に取り組み授業での学びを役立てよ
う、身につけようとする姿勢が大いに見られた。理論と実践を結び
つけられるには現場に出てすぐには難しいかもしれないが焦らず子
どもたちの成長を保護者とともに支える姿勢で頑張ってほしい。

子ども理解とカウンセリング 塚原　拓馬 より実践的な学びの機会を設定していきたい。
臨床心理学２ 五味　美奈子 本科目は前期の「臨床心理学Ⅰ」での学びを踏まえて様々な臨床心

理学的支援（心理検査、アセスメントを含む）について取り上げ
た。数多くある様々な心理療法を限られた時間の中で紹介したため
学生には情報量が多かった回もあったのではないかと思われる。今
後はこの点を改善していきたい。受講生は授業で学んだ内容を日常
の人間関係、自分自身のことに当てはめ役立てよう、活かそうとす
る姿が見られ意欲を感じられた。内容が心理的に負担がかかるもの
もあるためリアクションペーパーを通して次週にフィードバックす
ることで負担軽減に努めたが非常勤講師という立場で十分にフォ
ローできていない部分もあったのではないかと思われるので今後の
課題としたい。

生涯発達心理学演習ｂ 塚原　拓馬 より実践的な学びの機会を検討していきたい。
心理学研究法２ 中山　友則,作田　由衣子 土曜日の必修をやめてほしいとのコメントが複数ありました。以前

から懸案ではありましたが、様々な要因があり、なかなか曜日を動
かすことができません。時間割の組み方自体の改善を行う必要があ
ります。
また、内容も統計のため難しかったようです。いかにわかりやすく
伝えるか、今後も工夫していかなければならないと思います。

障害児保育 攪上　久子 インクルーシブな保育を求め、よい保育者になりたいという熱意の
ある学生さんたちでした。ありがとうござました。3年生の専門科目
であるので、クラスの受講人数は演習・実践的な授業がしやすい人
数編成がやはり良いのではないかということが今年度担当させてい
ただき、申し送りたいことです。（以前は二クラス体制　今年度は
一クラス体制で41人が一緒に受講する体制でした）

生徒・進路指導論 宮田　利幸 本授業の狙いは、生徒・進路指導の理論と方法を実践的に修得する
ことであった。
分析結果を見ると、理解度、満足度、今後の探究心等、概ね良好で
あり、目的は達していたと判断する。授業内容と板書、資料等との
かかわりの精度をさらに高めていきたい。
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