
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
幼児教育法 井口　眞美,前川　惠子 前期は、前川非常勤講師が担当しましたが、保育現場での実際の様

子を伝えることを重視して授業を展開しました。ピアノを使った部
分保育で準備時間の保障が十分とれなかったこと等については、今
後改善を図っていきます。

保育内容ａ（総論） 井口　眞美 映像や画像を活用し、保育現場の具体的な姿を多く示したり、みな
さんの考えを聞いたりする演習の時間を多く設けてきました。配布
プリント、パワーポイントなどの提示資料については、更なる工夫
が必要かと思っています。

調理学及び実習 佐藤　幸子 授業で経験した技術や習得した専門的知識を自分の力として、自学
自習に精進してください。本科目は食生活の中で経験したことが全
て糧となる内容です。毎日の食生活を自己評価し、目的をもって学
習していきましょう。自分自身で理解できなかった内容について
は、研究室（本館263)に、ぜひ来てください。時間が許す限り対応
していきます。

家族関係論 細江　容子 声や言葉等の聞き取りやすさやや説明スピード等に関して、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。

生活経済論演習 高橋　桂子 ４名という少人数での講義となった。「パワーポイントの作成の仕
方がポイントを教えていただいたので成長することができた。ま
た、企業訪問をしたので、企業での作法や外の刺激を受けれたの
で、成長できた。」や「パワーポイントの作成の仕方がポイントを
教えていただいたので成長することができた。また、企業訪問をし
たので、企業での作法や外の刺激を受けれたので、成長できた。」
とある。試行錯誤しながら、履修学生が何を求めているのか識別し
ながらの講義を行うことが大切なようだ。

家庭経営論１ 高橋　桂子 この科目は高橋の講義の基本となることもあり、シラバス通りに、
しかも家庭経済、家族社会学、消費者領域と家庭経営学について
オーソドックスに展開した。しかし「シラバス通りである」の評価
もそれほど高くない。生活心理専攻の１年生に、なぜ家庭経営学を
学ぶ必要があるのか、ガイダンスでしっかりと意義を伝えるように
改善する。板書を自分の手でノートに書くことも大事と思ってい
る。しかし範囲が広いこともあり定期試験前に配布したが「レジュ
メをくれるなら最初の授業に行ってほしかった。途中まで、ノート
に書くことに集中してしまい、話を聞くことが難しかった。でも、
細かい説明までしてくれたのでありがたかったです。」話を聞くこ
とが大事。自分の頭で理解することが大事。スピードを落とせば、
話を聞き、ノートをとり、理解することも出来るだろう。最初に資
料を渡すことにはやはり、抵抗を感じる。１年生は少しスピードを
落とそう。

保育・教育指導の基礎 田中　正浩,松田　純子,井口　眞美,渡辺　敏 前期には、幼稚園、施設などについての学びを中心として授業を進
めました。見学観察実習、施設ボランティアなど、学外での活動も
多く大変だったかと思いますが、保育現場の様子が実感できたので
はないでしょうか。複数の教員での授業でしたので、指示内容が一
貫していなかったり慌ただしい印象を与えたりした部分もあったか
と思いますので、今後授業の進め方の改善を図りたいと考えていま
す。

教育心理学 長崎　勤 １．グループ発表することによって、理解が深まった面もあると思
いますが、他の発表グループの理解が必ずしも十分でなかった面も
あるようです。必要に応じて教員が補足をしたり、資料を配付した
りしましたが、今後はさらに充実するようにしたいと思います。
２．授業の後半部は発表グループの提起した疑問や問題を中心に
ディスカッションを行いました。ディスカッションに積極的参加し
ていた人と、そうでなかった人の間に差が大きかったようです。
テーマの設定方法などグループの参加度を高める工夫をしたいと思
います。

保育・教育指導の実際 柿田　雅子,塚原　拓馬,井口　眞美,渡辺　敏 本年度は、保育所の学びに加え、小学校見学を設定し小学校の学び
もできる場を設けました。幼保小、それぞれの現場の特徴、違いに
ついて理解が深まったかと思います。ただし、その分、慌ただしく
感じた部分もあったかと考えていますので、今後時間配分について
は改善を図っていきます。

保育原理１ 松田　純子 　「保育原理１」では、保育の対象となる子どもへの理解を深め、
保育の意義について考えたり、乳幼児期の子どもの保育の基本につ
いて理解し、さらに西洋や日本の保育の思想と歴史、また保育制度
について学ぶことで、改めて今日の保育の現状と課題を考察するこ
とを目標としました。
　受講生のみなさんが、授業の内容に興味を持ち、熱心に学んでく
ださったので、本授業の目標は概ね達成できたのではないかと思い
ます。期末試験の結果にも、それが反映されていたと感じます。
　講義授業ですし、知識として身につけてほしい内容も多々ありま
すが、もう少し受講生同士の意見交流があってよかったのではない
かと反省しています。みなさん一人一人が多様な保育を受けた体験
者でもあるわけですから、保育に対していろいろな考えや感じ方が
存在して当たり前です。そのことを認識しながらも、子どもたちに
とって何が大切なのかを考え、理解していくような授業にしていき
たいと思います。また、そのような思考を深める時間として、予習
復習の時間も活用できたらと思います。
　「保育原理２」でまた一緒に学んでいきましょう。
　


ゼミナール 井口　眞美 ６月の保育実習に向け実践力の育成や、自らの保育観を具体化でき
るような学びを重視して、前期の内容を行いました。お互いの取り
組みを言葉で評価し合い学びを深めようとする等、チームワークよ
く授業に取り組めていてよかったと思います。

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。

生活の科学 槙　究,橘　弘志,水野　いずみ,牛腸　ヒロミ,白尾　美佳 この科目を聴いてさらに学びたいと思う人が増えるような授業を目
指します。

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。

［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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保育者論 別府　愛 　私の話し方や学生への対応の仕方について要望や不満があったこ
とに対して反省しています。学生の発言がききづらくて聞き返した
り、発言へのコメントに不快を感じる学生が多かったようで、今後
気を付けていきます。
　双方向の授業を心掛け、ワークシートへの記入や口頭発表を求め
ることが多かったのですが、それに積極的に応えて学びを深めて
いった学生と、一方で求められていることが充分理解できていな
かったり、言葉で表現するのが苦手な学生と、学生たちの意欲や能
力にも差が大きいようです。意欲や能力の低い学生たちにどう働き
かけていくかが、今後の課題としてあげられます。改善点としては
説明を詳しくする、具体的な例をたくさん挙げるなど理解しやすい
よう工夫していきたいと思います。頭に浮かんだこと、考えたこと
を文章にまとめていくといった文章の書き方の個別指導もできれば
と思っています。
　提出を求めたレポートや絵本のグループ発表など、概ねよく頑
張っていましたし、よくできていました。学んだことに対して皆さ
んもっと自信をもってください。
　保育者論という授業に学生が求めるものは、保育者として日々、
子どもや保護者に対応していく具体的な方法や内容、心がけといっ
たすぐに役立つものを求めているようです。それらも含めて、保育
者のあり方や使命、現在の日本の社会において保育者が置かれてい
る状況などについてマクロの視点で考えていってほしいという想い
をこの授業で伝えていければと思っています。


女性社会論演習ａ 須賀　由紀子 これからの女性の生き方や暮らしのあり方を発見する授業として受
け止めていただけていたようです。授業で学んだことを、今後の人
生や暮らしづくりに役立てていただければと思います。

生活文化概論 田中　正浩,高橋　桂子,水野　いずみ,松田　純子,本間
洋子,塚原　拓馬,井口　眞美,南雲　成二,細江　容子,渡辺
敏,長崎　勤,作田　由衣子,島﨑　あかね

全体として良い評価を得てはいるが、双方向の授業など工夫して学
生の講義内容の理解が深まるように改善していきたい。

家族心理学 長崎　勤 家族のあり方をコミュニケーションの観点から見てきましたが、グ
ループ討論など積極的に参加出来た人が多かったと思います。
今後も、家族とは何か？を考え続けてください。

生活文化史１ 細江　容子 全体として良い評価を得てはいるが、さらにディープアクティブ
ラーニング手法等を用いるなどして、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。

国際理解と発達支援 長崎　勤 １．前期は、資料収集や発表、またディスカッションを中心に行っ
てきましたが、積極的に参加出来たかと思います。
２．後期は、発達支援を中心に行います。1学期と同様、ディスカッ
ションを交えた積極的な参加を期待します。

家族社会学 細江　容子 全体として良い評価を得てはいるが、さらにディープアクティブ
ラーニング手法等を用いるなどして、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。

育児学 於保　祐子 なるべく育児の実際の資料を示すことを心がけました。育児につい
て、具体的なイメージを持ってもらえたら幸いです。自分で設定し
た課題をまとめて発表するという経験をつむ事が大事と考え、学会
発表形式の授業を行いました。互いに他の学生さんたちの発表も参
考もなり、有意義な授業になったと思います。

生涯発達心理学ａ 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、質疑応答等の
時間を設けるなど、できる限り双方向性を検討していきたい。

実践入門セミナー 長崎　勤 この授業の目的は、自分で考え、発表する基礎力をつけることに
あったと思いますが、ほとんどの人は達成できたように思います。
この基礎力を他の授業等で生かしてください。

子どもと英語ａ 梁瀬　千起 英語を英語で教えることは、簡単なことではありません。その中
で、積極的に取り組み、学びの多い授業であったと思います。８割
以上の方々が、授業を通して成長を感じ、さらに学びたいという意
欲を示されていることを嬉しく思います。ぜひ、未来の子供達のた
めにも、英語教授法の研究を続けてくださることを願っておりま
す。

体育 島﨑　あかね 3年生からの本実習に向け、子どもたちの運動あそびや教科としての
体育への移行をスムーズに構築できるようになることを目的に授業
を展開しましたが、実際に模擬授業を行ってみると声のかけ方や準
備、教材研究の重要性が実感できたと思います。
幼稚園・保育所では「幼児期運動指針」をもとに、ますます子ども
の身体活動量の確保に向けた取り組みが増えていくと思いますの
で、遊びの中でどれだけ身体活動量を確保できるか、その遊びがど
のように身体づくりに生かされているかを考えられるように、実習
前には復習をしてもらえたらと思います。

図画工作 井口　眞美 グループワークが多かったので、授業外での準備も忙しかったかと
思いますが、みなさん意欲的に取り組み、よい成果をあげていたと
考えています。教育現場に出た時に活かせる資料の提示について
は、今後改善が必要であると考えています。参考文献の紹介など、
自分で学ぶための手だても不十分だったかと反省しています。

図画工作 井口　眞美 グループワークが多かったので、授業外での準備も忙しかったかと
思いますが、みなさん意欲的に取り組み、よい成果をあげていたと
考えています。教育現場に出た時に活かせる資料の提示について
は、今後改善が必要であると考えています。参考文献の紹介など、
自分で学ぶための手だても不十分だったかと反省しています。

体育 島﨑　あかね 3年生からの本実習に向け、子どもたちの運動あそびや教科としての
体育への移行をスムーズに構築できるようになることを目的に授業
を展開しましたが、実際に模擬授業を行ってみると声のかけ方や準
備、教材研究の重要性が実感できたと思います。
幼稚園・保育所では「幼児期運動指針」をもとに、ますます子ども
の身体活動量の確保に向けた取り組みが増えていくと思いますの
で、遊びの中でどれだけ身体活動量を確保できるか、その遊びがど
のように身体づくりに生かされているかを考えられるように、実習
前には復習をしてもらえたらと思います。
2限のクラスは体育館が使えなかったため、十分な授業内容を展開す
ることができませんでした。次年度以降は体育館を確保して授業を
行います。

保育相談支援 五味　美奈子 学生からは比較的好意的な評価をいただいたが，この授業での学び
は現場に出てすぐに実践として求められるものであるため理論と実
践を結び付けられるワークをもう少し取り入れられるとよかった。
試験結果から学生が半期学んだことを自分なりに統合しようと努め
ていることが伝わってきた。
現場に出て１年目は仕事の流れをつかむだけで精一杯でこの授業で
の学びを十分に発揮することは難しいかもしれないが無理をせずそ
の時の自分にできる精一杯の支援を心がけてほしい。
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臨床心理学１ 五味　美奈子 この授業は内容の性質上，学生自身が不安になる要素も多く，毎
回，リアクションペーパーで学生の内面等を確認しながら進めて
いった。そのためシラバスから大きく逸れることは避けつつも学生
の姿に合わせて多少変更することもあった。
学生ひとりひとりが自分の身に引きつけながら授業を消化させるこ
とができていた。
後半の各発達段階における心理的問題についてもう少し丁寧に取り
上げられるとよかった。
授業内容ですぐ役立つものもあるが，今後の人生のどこかで少しで
も思い出して危機的状況から脱する手立てとなれば幸いである。

生涯発達心理学演習ａ 塚原　拓馬 より実践的な知見を学ぶ機会を提供したい。
生涯発達心理学演習ａ 塚原　拓馬 より実践的で双方向的な学びの機会を提供していきたい。
障害児保育 攪上　久子 授業アンケートがなかったら、気づくこともなく、なんの反省もな

くそのまま後期の授業が続行していたと思いますので、まずアン
ケートで授業へ率直な要望意見をたくさんいただきましたことにお
礼申し上げたい。高い学習意欲を持った受講学生にとって、前期授
業は全くそれにこたえられなかったのだと思います。声が聞き取り
にくい、機器の扱いの下手さなどは、授業内容への不満があってこ
そでてくるご指摘とも考えられますので、まずは後期、ややシラバ
ス上予定してしまったことは変更できないこともありますが、大き
く授業内容の変更をすることが一番求められていることと考えま
す。
新たに後期の授業計画を全般練り直し、学生の声を聴きながら、障
害児保育への意欲ある保育者としての学びの希望に応え、共に学び
あえる授業を準備したい。

子どもの保健２ 小島　ひで子,古屋　悦世,内藤　茂幸 　予習時間の確保を促していくことは課題ではあるが、授業の理解
度は全体の平均を上回り、学習意欲を持って取り組んでもらえたと
考えます。また、『II．この授業の内容と方法について』や『III．
全体について』の評価でも、概ねほとんどの項目について平均以上
の値であったため、一定以上の質を保った講義が提供できていたと
捉えました。　
　しかし、一部配布資料やパワーポイントの内容については分かり
にくかったと意見が多かったため、今後の課題としていきます。
　実践に沿った演習の提供を意識していたため、実践的な学びの記
述もあったことは有意義でした。プレゼンは主体的に取り組んでも
らうことを目的の一つに挙げていましたが、内容や方法には、改善
の余地があるため次年度に向け検討事項と考えます。

担当：小島・内藤・古屋

子どもの保健２ 小島　ひで子,古屋　悦世,内藤　茂幸 　予習時間や授業の理解度は全体の平均を大きく上回っており、学
習意欲を持って取り組んでもらえたと考えます。また、『II．この
授業の内容と方法について』や『III．全体について』の評価でも全
ての項目について平均以上の値であり、今後の継続とさらなる改善
を目指していきます。
　実践に沿った演習の提供を意識していたため、実践的な学びの記
述があったことは有意義でした。プレゼンは主体的に取り組んでも
らうことを目的の一つに挙げていましたが、内容や方法には、改善
の余地があるため次年度に向け検討事項と考えます。また、教員間
の連携不足についての指摘についても今後の課題としていきます。

担当：小島・内藤・古屋
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