
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
グレートブックスセミナー１ 須賀　由紀子 各回のテキストが、これまでに馴染みのない内容で、難しかったか

と思います。ただ、個別のコメントを見ると、学んでいくこと、深
く考えていくことの意義は掴んでいただけているようです。難しい
ことに取り組む意欲につながる授業運営の工夫を、考えていきたい
と思います。

グローバル社会 行実　洋一 板書（Q9）については今後さらに改善したいと思います。そしてよ
りこの領域を学びたいと思えるように（Q12）さらに興味ある授業を
心がけたいと思います。

地域エネルギー論 菅野　元行 履修生13名中このアンケート回答が5名と半数以下ですので、どのよ
うにコメントすべきか悩みます。また、授業は工夫を凝らしました
が、評価はほぼ平均値でした。授業内のコメント・質問（成績には
無関係）でも3年生からの書き込みが圧倒的でした。毎回コメントし
ていただいた方々には感謝します。
一方、履修生の成績はA+が11名、Aが2名となり、課題Aを中心として
取り組まれていたのが印象的でした。ばからしいと思うかもしれま
せんが、書くことで頭が整理できたり理解できます。
この科目の履修生の中では2名しかゼミで指導できませんが、今後も
アウトプットを大切に取り組んでください。

グレートブックスセミナ—２ｂ 須賀　由紀子 テキストに基づき考えること、皆で一つのことを深めていくことの
充実感を感じられる授業となったようでよかったです。

家庭経営論 高橋　桂子 今年度限りの半期１回だけの講義。現代生活学科の教職向け講義で
あった。家庭科の教員になるには衣食住だけでなく消費経済が重要
との潮流をふまえ、経済についても講義した。「新しい情報を得る
機会を与えていただいて、新たな興味が生まれた。」

メディア生活経営論ｂ 行実　洋一 今後とも授業を通した成長が実感できるような内容（Q11）を充実し
ていきたいと思います。

グレートブックスセミナー１ 須賀　由紀子 各回のテキストが、これまでに馴染みのない内容で、難しかったか
と思います。ただ、個別のコメントを見ると、学んでいくこと、深
く考えていくことの意義は掴んでいただけているようです。難しい
ことに取り組む意欲につながる授業運営の工夫を、考えていきたい
と思います。

生活ビジネスｃ（マイクロビジネ
ス）

行実　洋一 板書等を含めた説明の分かりやすさ（Q9）をより改善したいと思い
ます。

広告とメディア 行実　洋一 今後ともより具体例を提示して、興味深い授業を展開したいと思い
ます。

地域エネルギー論演習 菅野　元行 1名の方から回答いただいただけですのでコメントに悩みますが、回
答していただいた方には高い評価をいただき感謝します。
当学科の学生のプレゼンを見るにつけ、整然とされていないものが
多く、他にそのような教育の科目がないのかなと不安になります。
ともあれ、地域活性化にはエネルギー問題の解決は必要です。
ニュースなどにもなりますので今後もアンテナを張っていてくださ
い。

プロジェクト演習ｂ 行実　洋一 今年は開設初年度の授業という事もあり、ややコンセプトが詰め切
れて居なかった部分（Q5,6）もあるので、次年度からはより明確化
してシラバスに記載できるようにしたいと思います。

プロジェクト演習ｂ 菅野　元行 履修学生からの回答がありませんでしたので、教員からの回答もあ
りません。

プロジェクト演習ｂ 野津　喬 授業の満足度において回答のあった2名のうち2名がとてもよくあて
はまると回答しており、また自由記入欄において「人の前でプレゼ
ンをする機会が少ないため、この講義で何度も行ったプレゼンがと
ても勉強になった」とのコメントがあり、授業の目的は達成された
ものと考えている。
次年度は基本的に今年度のスタイルを踏襲しつつ、外部機関との連
携強化など、さらなる授業内容のブラッシュアップに努めたい。

現代社会を読み解くｄ（科学技術と
社会）

菅野　元行 履修生25名中15名の方々に回答いただきました。1年生のこの科目の
履修率が昨年度よりも低かったのですが、その分、関心のある方々
の割合が高かったのかなと思います。
履修生による授業評価は平均値を上回る程度（笑）でしたが、中に
は高い評価を付けてくださった方々も多い一方、低い評価を付けた
方もおられて賛否両論だったようです。
当学科のような学際領域は、過去3年間の状況を見ても、ともすると
分かりやすい分野や、想像だけでレポートが書ける分野に学生諸君
の関心が流れてしまう傾向もありますが、この科目のように自然科
学的な考え方を身につけておくと優れた社会人になれます。

自由記述欄に書いていただいた方にも感謝します。私の想定にとて
もフィットした方々のコメントを紹介します。
「様々なエネルギーのことのメリットやデメリットを知ることがで
きたので、今後ニュースを見たときに関心が高まると思う。」
「専門用語や分からない語句はすぐ調べる癖がついたと思う。」
「この分野に興味を持った。勉強したいと思った。」

成績分布は以下の通りです。
A+：12名(48%)、A：7名(28%)、B：1名(4%)、C：2名(8%)、不合格：3
名(12%)
課題Aで毎回長く書けた人もいる一方で、欠席が多く最後に課題Bで
スパートしたが時間切れになったような人も見受けられました。
上級生によれば、「レポートを出せば単位が取れるので、大変では
なかったのでやりやすかったです。ありがとうございました」との
ことですので、授業はなるべく休まずに聞きましょう。そして分か
らないことは質問にきてください（授業内容での質問は今年度若干
名のみでした）。

［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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自立生活論ｂ（消費者） 野津　喬 授業満足度について回答のあった27名のうち23名がとてもよくあて
はまる、4名が良くあてはまると回答していること、また自由記入欄
に「暮らしと経済の関係が理解できた」、「グループワークを行う
ことで一つの問題についてより思考を深めることができた」等のコ
メントがあり、授業の目的は達成されたものと考えている。
また自由記入欄には「毎回の授業テーマが明確で授業を受けやす
い」、「授業の最後にまとめを行い、確認テストを行うことで知識
が定着しやすい」、「手を挙げて発言するのは勇気がいるが、（こ
の講義は）授業の終わりにコメントペーパーを書く形なので（意見
が言いやすくて）良い」等のコメントがあり、来年度も現在の授業
スタイルを継続したい。

統計とモデリング 犬塚　潤一郎 運営がかなり難しい授業でした。授業後の課題に取り組みステッ
プ・バイ・ステップで進めた方は、未知の領域の学習は難しいなが
らも楽しみつつ、確かな理解を実感できたことが、提出された課題
の内容およびアンケートのコメントからも見て取れます。一方、主
体的に取り組む姿勢がないと、さっぱりわからないという結果に
なっている方がいることも明らかです。授業中からその傾向にある
人達も認識しましたので、できる限り個別にサポートを図りました
が、受講人数が多く、分かるところまで付き合うような個別対応が
十分できませんでした。オンライン課題や自主学習課題の内容設計
に工夫しましたが、未知のことに自分で取り組むという学習姿勢が
まだ習慣づいていない方にはやはり授業中でのサポートが必要と実
感しています。

生活産業史 野津　喬 授業の満足度について回答のあった18名のうち13名がとてもよくあ
てはまる、5名が良くあてはまると回答していること、また自由記入
欄に「生活産業についての知識が身についた」、「グループワーク
で複数の学年と関わりあえてよかった」等のコメントがあり、授業
の目的は達成されたものと考えている。
また自由記入欄には「毎回（の授業の冒頭で）、（前回の授業で書
いた）コメントペーパーへのフィードバックをしてくれるのが良
い」とのコメントもあり、この授業スタイルについては次年度以降
も継続したい。
一方、自由記入欄には「グループワークの課題設定がより明確であ
ればよかった」旨のコメントもあった。このことについては次年度
以降、グループワークがより実効性の高いものとなるよう、ディス
カッションのテーマ設定などについて改善を検討したい。

フィールドリサーチ 犬塚　潤一郎 自分で課題を見つけ、チームで研究を進め、第一級の企業の方に発
表する。一連の取り組みを相当難しく感じたようでしたが、結果的
に成し遂げた満足感がそれぞれの方から伝わり、サポートする側と
しても手ごたえがありました。チームでは相対的に力を発揮できな
かった方も、この経験が次の機会の飛躍に結び付くことと思いま
す。

地域食料論演習 野津　喬 授業の満足度については回答のあった13名のうち7名がとてもよくあ
てはまる、4名が良くあてはまると回答しており、また自由記入欄に
おいても「企画提案のやり方が身についた」、「チームで作業する
ことの重要性が身についた」、「企画について他の学生からコメン
トをもらう機会があり刺激になった」等のコメントがあり、授業の
目的は達成されたものと考えている。
次年度は基本的には今年度のスタイルを踏襲しつつ、テーマ設定を
よりブラッシュアップするなどしてさらなる改善に努めたい。

家庭経営ｃ（育児・介護） 高橋　桂子 今年度初めての科目である。しかも他学科（現代生活）。彼女らが
育児・介護にどのような関心をもっているか、随時、感想文をかか
せたりして把握しながら軌道修正をしてきた（その点、シラバス通
りという評価が高いのはちょっと疑問である）。講義は教員が大切
と思っても履修生がそう思わない限り、意味はない。この姿勢で来
年度も引き続き、取り組んでいく。

地域文化形成論 須賀　由紀子 興味を持って聞いていただいた方が多く、地域づくりの考え方を掴
んでいただけたようです。授業運営について改善が必要なところ
は、心がけていきたいと思います。

環境思想演習 犬塚　潤一郎 最先端の思想テキストを基に、対話型で思索を深め、現実事象への
見方に応用してゆく。知識を身に着けるだけでなく、内面の理解と
対話への論理立てを磨いてゆく場としましたが、慣れないことに相
当の苦労を感じていることが見て取れました。終盤ではだいぶん対
応姿勢が身についてきたように見えました。アンケートコメントか
らもその実感が伝わります。この後の学習姿勢につなげていってい
ただきたく思います。

グレートブックスセミナー１ 犬塚　潤一郎 テキストの論理を読み解くことに、だいぶん慣れてきたようです。
受講ノートには個々の思索の深まりが読み取れるものも多く、しっ
かりと学んでいる姿勢が大半でした。しかし、授業中での対話、と
いう面では十分に実現できませんでした。考える、理解するから次
のステップへ。この授業では未達でしたが、次の場面に期待しま
す。

ゼミナール 野津　喬 授業の満足度は回答のあった4人中3人がとてもよくあてはまる、1人
が良くあてはまるであり、また自由コメントに「発表したときにほ
かの人の意見が聞けて良かった」とあるように、ゼミナールの目的
である「互学互習」が達成できたものと考えている。
ただ、教員がゼミナール運営1年目ということもあり、教員としては
必ずしも授業展開が満点であったとは考えていない。今年度の反省
点を踏まえて、来年度のゼミナール運営はよりブラッシュアップし
たものを展開したい。

ゼミナール 行実　洋一 シラバスについては、科目の性格上、なかなか明確な記述が難しい
面もありますので（Q5）、どういった記述が適切か考えていきたい
と思います。
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現代社会を読み解くｃ（文化と市
場）

須賀　由紀子 現代の暮らしやコミュニティ、市場の関わりなどについて、新しい
見方を得ていただけたようでよかったです。授業での話題を踏まえ
て、日々の様々なニュースに耳を傾けていただけるといいなと思い
ます。

プロジェクト演習ａ 行実　洋一 今後とも授業のより一層の充実を図りたいと思います。
プロジェクト演習ａ 野津　喬 授業の満足度は回答した6人中6人が100％であり、自由記入欄にも

「発表することやグループワークに対して苦手意識があったが、こ
の授業でかなり慣れることができた」等のコメントがあった。
授業の目的は十分に達成されたものと考えており、次年度も今年度
のような学生の達成度が高まる授業を展開したい。

ビジネスプランニング 菅野　元行 最初のほうの回で行ったパワポ講座、ぜひ忘れないで下さい。
実社会でのプレゼンは100%がパワーポイントです。ソフトはどう
あっても、「原稿を見ずに発表できるような画面を作る」＝「聴衆
も画面を見ただけで内容が理解できる」ことが鉄則です。（パワポ
以外のソフトでは字が小さくなるのが難点）
「長文」「小さい字」「読めない図表」は「（聴衆に）見ないで下
さい」と言っているのと同じです（本館441でよく目にしますが）

そのためには、「他人のプレゼンを見て良い所は真似する・悪い所
は自分で改善策を考える」「なるべく他人に添削してもらう」「頻
繁にプレゼンをする」ことが秘訣です。
皆さんの今後のご活躍をお祈りします。
成績分布は以下の通りです。
A+：29名(45%)、A：19名(29%)、B：9名(14%)、C：2名(3%)、不合
格：6名(9%)
授業で説明したように「皆勤でいずれかのファイルを出せばA+」
「プレゼンと文書の両方出すと欠席1回減少」など甘い評価になって
しまいましたが、A+の方々は多い人数ですので、これに満足するこ
となく、2年生以降もプレゼンのスキルを磨いてくださいね。
そのスキルはどこに行っても役立ちます。

ビジネスプランニング 行実　洋一 学生の興味関心を引き出せるような内容面での充実を図りたいと思
います（Q12）。

現代生活学 犬塚　潤一郎 企業連携の講義と、環境制約対応型社会づくりに向けた多面的なア
プローチを解説する授業の、組み合わせで運営してきましたが、そ
の間の結びつきをどのように認識として深めているか、最終課題の
レポートでももう一つ明らかではありません。多人数・時間制約も
ありますが、理論と社会との間を結び付けて考えてゆく面につい
て、認識の程度について知るための工夫を加えたいと考えていま
す。

女性社会論ｂ 野津　喬 授業の満足度について6人中3名がとてもよくあてはまる、3名が良く
あてはまると回答しており、また自由記入欄に「女性と社会とのか
かわりが良く理解できた」旨のコメントが複数あったことから、授
業の目的は達成されたものと考えている。
次年度も基本的には今年度と同様のスタイルで授業を展開したい。

フィールドリサーチ 菅野　元行 履修者21名中14名の方々にアンケートに回答いただき、高めの評価
に感謝します。 特に自由記述欄にご回答いただいた方々ありがとう
ございました。本音が聞けた気がします。
以下にそれらを掲載しますが、最初と最後のご意見は、私がこの科
目やビジネスプランニングで目指していたことです。ご理解いただ
き嬉しく思います。
「友人からの質問やアドバイスは自分のためにもなるし、相手のた
めにもなると改めて気づかされる機会となった。」
「がんばって作成できた」
「今まで知らなかったことが知れるいい機会になった」
「エコキャンパスマップの作製により、大学のことをより知ること
ができた。」
「大学に入り始めて自分でパワーポイントを作り、どうしたら相手
に伝わりやすいかということを考えられた。」

最終成果物と欠席回数をもとに成績をつけました。結果はA+が12
名、Aは6名、不合格3名です。
フィールドリサーチは科目の内容的には演習科目に極めて近いので
すが、演習科目は自主創造が必要です。また、今後も積極的に教員
に質問してください。聞かないと損です。
なお、演習科目は興味が無いのに時間割や単位の都合で履修すると
大変です。意欲を持って履修してください（もちろん計算して欠席
せずに）。

環境マーケティング論演習ａ 犬塚　潤一郎 課題発見、研究、発表という演習の流れの中で、何度も企画を練り
直し再研究に取り組む経験は、着実に能力向上に結び付いたものと
思えます。その一方、チーム研究方式で起こりがちな、取り組みの
差の拡大の問題もまた、実際に生じたものと思われます。学期中に
何度もチーム替えすることは難しいので、運用にさらなる工夫が必
要と思っています。

メディアアート論ｂ 犬塚　潤一郎 少人数(二人)でしたので、対話も進めやすく、演習としては自然に
運べたと思います。

ゼミナール 菅野　元行 履修学生からの回答がありませんでしたので、教員からの回答もあ
りません。

メディア生活経営論演習ａ 犬塚　潤一郎 少人数(二人)でしたので、対話も進めやすく、演習としては自然に
運べたと思います。

プロジェクト演習ａ 菅野　元行 履修者5名中2名のアンケート回答でしたので何と回答してよいもの
か悩みますが、高い評価に感謝します。
この科目の履修生で私のゼミに来る学生は皆無なので余計なお世話
かもしれませんが、演習科目は自主創造が必要です。今後は積極的
に所属ゼミの教員に質問していただくことを希望します。
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