
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
情報リテラシー基礎ａ 柳田　京子 アンケート分析結果と、『Word、Excelの理解が深まった』『レポー

ト作成や他の授業でのパソコンを使う作業が前よりもスムーズに
なった』等の記入から判断して、この授業の目的は概ね達成できた
と思われます。

次のような要望が寄せられました。
『朝の中央線はかなりの割合で、遅延しました。タイピング練習記
録表を提出するのであれば、授業最初の入力測定やタイピング練習
はやめてほしい。』
授業の最初にタイピング練習(入力測定)を実施した理由を説明しま
す。
１時間目なので、交通機関の遅延は授業を進めるうえでかなり影響
を受けました。
遅延による遅刻にもかかわらず授業が進んでしまってついていけな
いという事態は避けたいと思いました。遅延者がほぼ揃うまでの間
(１５分程度）、通常通り出席している学生のためになる自習とし
て、タイピング練習が最適と考えました。
結果的に、授業の最初にタイピング練習(入力測定）を実施すること
になりました。遅刻者も各自授業時間外で練習できるよう、タイピ
ング練習問題はmanabaコンテンツ『教材・資料』に添付しました。
また、提出していただいた『タイピング練習記録表』は、タイピン
グ練習状況確認の参考にはしましたが、成績評価の対象にはしてい
ませんので、安心してください。

少子高齢化社会 須賀　由紀子 授業の課題やグループワークを通して、今まで目を向けていなかっ
たことに気づいたり、未来のことを考えるきっかけになったり、少
子高齢社会への見方を得ていただけたようです。説明がわかりにく
かったこともあったようなので、より丁寧な授業を心がけていきま
す。

メディア生活学ａ 行実　洋一 おおむね学生にも満足してもらえている内容となっていますが、Q９
の「板書、パワーポイント、資料等の見易さ」の項目の評価が十分
とは言えませんでした。ついつい慌てて板書が汚くなるケースも
多々あると見られ、学生の便宜に応えられるよう丁寧な板書を心が
けるほか、パワーポイントや印刷資料などを効果的に活用するよう
努めたいと思います。

生活ビジネスｂ（コミュニティビジネス） 行実　洋一 おおむねどの項目も好意的な評価をもらいましたが、Q１３の自己採
点の項目が相対的にやや低い値にとどまっています。今後は、学修
内容の到達度をより一層明示化するなどして、学生が到達感を得る
ことで自己評価が高まるような工夫を積極的にしていきたいと思い
ます。

メディアテクノロジー演習ｂ（データ） 行実　洋一 おおむね好意的な評価をもらいましたが、Q１３の自己採点の項目が
相対的にやや低い値にとどまっています。今後は、学修内容の到達
度をより一層明示化するなどして、学生が到達感を得ることで自己
評価が高まるような工夫を積極的にしていきたいと思います。
また他にはQ５の「シラバス内容との一致」や、Q７の「分かりやす
さ」も今ひとつでしたので、シラバスでの紹介内容の一層の精緻
化、及び、きめ細やかで判りやすい学修内容の説明を心がけたいと
思います。

生活ビジネスａ（グリーンビジネス） 菅野　元行 Manabaのこの科目の掲示板に、授業最終日の皆さんのコメントと、
この授業アンケートのコメントに対する回答を添付しましたので、
そちらに「教員からのコメント」を記載しました。（新たな学外講
演の紹介も追加しました）
大学での学習は卒業後の実社会での生活のためにも、暗記や点取り
主義ではなく、自主的な学習や、理解することが大切です。
どうか皆さんには、社会に役立つ素敵な人材に育っていただくこと
を願ってやみません。

一方、一部の方からは高い評価と暖かいコメントをいただき感謝に
堪えません。
私としても一生懸命に授業しましたし、皆さんからも毎回、授業内
容に対する質問やコメントを書いていただき、それに対する回答を
毎回の授業で皆さんに配布することにより、とても充実した授業に
なりました。
また、2回ほど環境に関する学外の方に講演していただきましたがい
かがでしたか。
この授業では温暖化の防止など環境保全に関わる国際的取り組み、
国内の取り組み、さらにはeco検定の学習にも役立つような様々な環
境社会的な事柄について説明しました。
環境ビジネスは今後はどの業界であっても避けて通れないもので
す。
今後も理解できる範囲で大丈夫ですので、環境・エネルギーの領域
の学習を深めてください。（分からないことも意識として残りま
す。聞かなければ意識にも残りません）

女性社会論ａ 須賀　由紀子 女性と暮らし、これからの社会について、新たな価値観を持った
り、女性の生き方について意識が深まったり、課題発見力もついた
などのコメントがあり、皆さんが積極的に授業に取り組んでいただ
いた様子がうかがえました。これからの女性が創りだす社会につい
て、今後も皆さんと一緒に考えていける授業にしていきたいと思い
ます。

現代社会を読み解くｂ（生活と産業） 野津　喬 授業評価アンケート及び最後の授業で学生が記入したコメントペー
パーにおいて、生活と産業との関わりについて理解できた、ペア
ワーク・小テスト・グループワークによって理解が深まった等のコ
メントがありました。
次年度もこれらの点に留意して授業を展開したいと思います。

情報セキュリティ社会 行実　洋一 おおむね学生の期待に応えられる評価をもらえたと思いますが、今
後は、さらに各項目の評価がより一層高まるように努力していきた
いと思います。

家庭経営ａ（食生活） 白尾　美佳 さらに、みなさんが分かりやすい授業、ためになるような授業を目
指したいと思います。

自立生活論ａ（健康） 須賀　由紀子 自分の暮らしや生き方を見つめ、身体や自然のことを考えて日々の
暮らしを丁寧に生きる、健康であるための暮らしの知識を修得して
いただけたようです。基本的なことからもう少し踏み込んだ内容も
取り入れて、よりよい授業にしていきたいと思います。

エコビジネス演習 菅野　元行 この授業では履修生の希望に従いeco検定の問題演習を行いました。
このような資格対策は過去問を解いて、間違えながら自然に覚える
ことです。何度かの問題演習を経て、皆さんの力も大幅に上がりま
した。この経験を今後のあらゆる挑戦に生かしてください。

環境経済学 野津　喬 授業評価アンケート及び最後の授業で学生が記入したコメントペー
パーにおいて、環境と経済との関わりに関する知識が身についた、
交渉演習を通じて講義で学んだ内容を復習しながら理解できた等の
コメントがありました。 
次年度もこれらの点に留意して授業を展開したいと思います。

生活産業創出論 須賀　由紀子 おおむね授業は満足が得られ、現代の産業の実態を考えるきっかけ
となったり、政策などについても理解していくことができたようで
す。課題の難易度も考えながら、より興味の持ちやすい授業を心が
けていきます。

［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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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

環境思想ａ 犬塚　潤一郎 現代の環境思想の基礎論となるベルク風土学（現代思想）のテキス
トを読む、という本講座の目的からすると、受講生の数が多く（21
名）、一人ひとりの理解の進展を直接確かめながら進めることが難
しいため、なるべく丁寧に、中心概念には幾度も立ち返りながら進
めました。後半は論文形式のレポートを繰り返し実施し、理解内容
を論理立てて構成・表現するトレーニングの機会ともしました。
統計データから、全体として内容が難解であったことはわかりま
す。一方、自由記述からは、それに取り組むことを通じて知的成長
を実感した人も多いことが分かり、手ごたえも感じています。
一方、授業中に感じたことですが、数人、テキストや講義に向かい
合えないように見えたこともありました。それでも最後まで出席し
課題に対応することで、個々の内面における変化・成長があったこ
とを期待します。

グレートブックスセミナ—２ａ 犬塚　潤一郎 対話型で古典哲学テキストを読み進めるという授業の目的を、少人
数で実施することができたため、個々の理解の進展を確かめながら
各回を進めることができ、グレートブックセミナーのありかたとし
ては十分な実現ができたと思います。アンケートデータ、自由記述
からもそれが伝わってきます。
ひとつの特殊な経験としてではなく、継続的な姿勢としてそれぞれ
のうちに育ててほしいと思います。

ゼミナール 須賀　由紀子 毎回のゼミはもちろん、授業外の時間でも興味に応じてやりたいこ
とを見つけ、個々の力を伸ばしていくことができるよう、いろいろ
な機会や場を設けていきたいと思います。皆さんで、よりよいゼミ
にしていきましょう。

ゼミナール 野津　喬 前期のゼミナールでは各回の授業において、実施する内容を紙で配
布し、その回で達成することを共有しながら進めるようにしまし
た。
後期のゼミナールでは、さらに後期授業全体におけるその回の位置
づけを明確にするなどして、より分かりやすい授業を展開したいと
思います。

ゼミナール 行実　洋一 おおむね高い評価をもらいましたが、Q５の「シラバスとの一致」の
項目が相対的にやや低い値となりました。ただこれはゼミナールと
いう科目の性格にも強く関連しているので、今後、シラバスや設問
そのもののあり方も含めて考慮すべき問題かと思われます。

実践入門セミナー 行実　洋一 授業評価アンケート及び最後の授業で学生が記入したコメントペー
パーにおいて、レポートの書き方等が理解できた、多くの同級生と
仲良くなれた、教員インタビューによって教員との距離が縮まった
等のコメントがありました。 
いずれも授業目的として企図していたものであり、次年度もこれら
の目標が達成できるよう、授業を展開したいと思います。

実践入門セミナー 菅野　元行 授業評価アンケート及び最後の授業で学生が記入したコメントペー
パーにおいて、レポートの書き方等が理解できた、多くの同級生と
仲良くなれた、教員インタビューによって教員との距離が縮まった
等のコメントがありました。 
いずれも授業目的として企図していたものであり、次年度もこれら
の目標が達成できるよう、授業を展開したいと思います。
このクラスでは入学直後の面談希望者がいませんでしたが、特に
困ったことなどなく大学生活が充実しているものと判断していま
す。しかし今後、何か相談事がありましたら気軽にクラス担任に聞
きにきてください。些細なことでも構いません。

実践入門セミナー 野津　喬 授業評価アンケート及び最後の授業で学生が記入したコメントペー
パーにおいて、レポートの書き方等が理解できた、多くの同級生と
仲良くなれた、教員インタビューによって教員との距離が縮まった
等のコメントがありました。 
いずれも授業目的として企図していたものであり、次年度もこれら
の目標が達成できるよう、授業を展開したいと思います。

コミュニティ概論 須賀　由紀子 １年生最初の現代のコミュニティの見方を作る大切な授業です。積
極的に受講できている方が多く、理解が深まったり、地域の見方を
発見したり、毎時間の勉強を楽しみにしてもらえたようです。一方
で、コミュニティへの興味は特に湧かなかったという回答も若干み
られ、人数の多い講義型授業の限られた時間の中で非常に難しいの
ですが、少しでも興味の芽を伸ばしてもらえるようさらに工夫した
いと思います。

ライフ・プランニング 犬塚　潤一郎 資源・環境問題についての科学的データ、対応する政策の可能性、
生活・文化としての認識、という3側面からの問題把握と、現実の産
業社会での企業の取り組みとを合わせて考える、というのが授業の
目的ですが、アンケートの自由記述からは、企業のことー環境社会
理解、２つのことに分かれてしまっているようにも見えました。短
い記述ですから、そこだけ見ると一面的なことになりがちとは言え
ますが、この講座の主眼とすることは2つをつなげて考えることであ
り、そこにこれからの実践の道があると考えられます。
企画発表はそのための有効な学習手段ですが、取り組める人数が限
られます。理論と具体を重ねてみる学習機会について、一層工夫が
必要と感じています。

地域食料論 野津　喬 授業評価アンケート及び最後の授業で学生が記入したコメントペー
パーにおいて、フードチェーンについての理解が深まった、グルー
プワークが適度にあって良かった等のコメントがありました。 
次年度もこれらの点に留意して授業を展開したいと思います。

環境科学概論 菅野　元行 Manabaのこの科目の掲示板に、授業最終日の皆さんのコメントと、
この授業アンケートのコメントに対する回答を添付しましたので、
そちらに「教員からのコメント」を記載しました。（新たな学外講
演の紹介も追加しました）
必修科目ということもあり、環境に興味の無い一部の方からの低い
評価も見られましたが、大多数の方からは高い評価と暖かいコメン
トをいただき感謝に堪えません。
私としても一生懸命に授業しましたし、皆さんからも毎回、授業内
容に対する質問やコメントを書いていただき、それに対する回答を
毎回の授業で皆さんに配布することにより、とても充実した授業に
なりました。
昨年までのこの授業は他の教員による企業講演で強制的に1/3が占有
されてしまっていましたが、今年度はフルに環境科学の基礎を授業
することができました。
また、2回ほど環境に関する学外の方に講演していただきましたがい
かがでしたか。
この授業では環境科学の基礎となる温暖化の原因、紫外線はなぜ害
があるかについて、光の種類という共通項に基づいて、日常的にも
使用される赤外線や可視光線とともに説明することができました。
環境科学は地球上で生活するためには避けて通れないものです。今
後も理解できる範囲で大丈夫ですので、環境・エネルギーの領域の
学習を深めてください。（分からないことも意識として残ります。
聞かなければ意識にも残りません）
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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

コミュニティ経済演習 野津　喬 授業評価アンケート及び最後の授業で学生が記入したコメントペー
パーにおいて、チームで作業する力が身についた、プレゼンテー
ションを作り上げていくプロセスが学べた、人前で発表することに
慣れた等のコメントがありました。 
次年度もこれらの点に留意して授業を展開したいと思います。

環境マーケティング論ａ 犬塚　潤一郎 少人数で、各自の理解に合わせてステップバイステップで進めるこ
とができたため、理解不足にはならなかったと判断しています。
まだとば口に立ったところなので、理論の実践的適用の機会を、授
業だけでなく、日常的な出来事・場面にも見出して知的訓練を続け
てほしいと思います。

メディアテクノロジー演習ａ（Ｗｅｂ）① 河井　延晃 【集計結果と傾向】まず、学生全体の集計結果から現状の傾向と問
題を考えます。設問群「１．あなた自身について」において、学生
の欠席回数「0.67」で出席率が高く、週当たりの予習復習時間の平
均は「0.67h（全学授業平均0.72）」となっています。設問群「２．
この授業の内容と方法について」は、全設問の平均値4.0以上となっ
ています。設問群「３．全体について」も全設問で4.0を超えている
ため、平均値4.0で総合的満足4.3以上となっています。
【分析】しかし、特に授業評価に該当する設問群２，３はあくまで
平均値であるため、この中でも数値の「低め、平均値、高め」に分
類することができます。特に、本授業は評価が設問によって二極化
していると言えます。低めの項目は以下の通りです。
７．説明はわかりやすかったですか？（3.67）８．双方向授業（質
問のしやすさ等を含む）等の工夫がされていましたか？（3.33）
９．板書やパワーポイント、配布資料はわかりやすかったですか？
（3.67）
逆に言えば、これら以外の項目は全て4.0を超えているため、改善点
はこの部分に集約されると言えます。


メディアテクノロジー演習ａ（Ｗｅｂ）② 河井　延晃 【課題と解決】本授業は、メディアテクノロジー演習のなかでもweb
に関する演習授業でした。Webに関する実技演習を考える場合、実運
用を考えると多岐にわたりますが、本授業では、1.タグをきちんと
打ち込んでの実習制作、２．いかにウェブサイトの情報流通（アク
セシビリティ、SEO）を高めるか、３．そのためのCSSによるサイト
構築の三要素が重要です。現状では、１の段階でPC操作に非常に苦
労する学生も多く、階層性や相対／絶対パスなどから説明する必要
があること、さらにこれらは繰り返し説明する必要がある学生も散
見しました。解決方法としては、これらのQ&Aを書き出して、次年度
の授業には配布しておくことで、上記7.と9.の項目を高めることが
できると考えます。また、教員側の反省として、実技に対して、そ
の場で定着（学習強化）させるためには、必ずしも質問に即答しな
いほうが良いのかとも考えています。プログラミングもウェブコー
ディングも、エラーに対して自分で処理できる能力自体を涵養する
ことに着眼して学生対応を行いたいと思います。また、８の項目に
ついては、やや授業形態と設問の内容が一致しないと考えますが、
上記にある通り、質問されて教員がその場で答えをだして、学生が
打ち込むことに対して、学習効果を下げることも考えられます。む
しろ、毎週授業の終わりにコメントシートを配布することで、演習
授業であっても問題を共有し、８の項目を解決することができるの
ではないかと考えます。また、私のほかの授業と比較しても、改善
の余地があるのは予習時間です。他の授業平均が「0.75時間」であ
るのに対し、「0.67時間」というのはむしろ少ないとも言えます
が、本授業では極力質問は授業中にうけて、課題を支援したつもり
です。あまり予習課題を出すことはなかったとはいえ、テキストの
要点を５ページ程度通読して、基本的な概念などは事前理解するこ
となどを今後はおこない、事前学習に対する改善を行うこととし
て、授業の理解を高める努力を行いたいと思います。

ゼミナール 菅野　元行 前期は研究を進めるほかにもカントウタンポポの育成にご協力いた
だきありがとうございました。研究自体はまだ先があります。最初
から上手に研究を進める人などいませんので、試行錯誤も研究の一
部です。今後も失敗を恐れずに積極的に研究に取り組んでくださ
い。

環境工学及び調査 菅野　元行 Manabaのこの科目の掲示板に、授業最終日の皆さんのコメントと、
この授業アンケートのコメントに対する回答を添付しましたので、
そちらに「教員からのコメント」を記載しました。（新たな学外講
演の紹介も追加しました）
原子力発電の仕組みや、プラスチック等のリサイクルという、当学
科の中でも最も理科的内容のためか、理解しにくい部分があった方
がおられたようで、全体的な評価は学内平均値と同等になりまし
た。（昨年とも同等）これまでの本学の授業で他の教員からもほと
んど聞かされていないようでしたが、大学での学習は卒業後の実社
会での生活のためにも、暗記や点取り主義ではなく、「自主的な学
習」や、「理解する」ことが大切です。今後も理解できる範囲で大
丈夫ですので、環境・エネルギーの領域の学習を深めてください。
（分からないことも意識として残ります。聞かなければ意識にも残
りません。）授業中に何度も質問は？と問いかけていますし、毎回
の授業では質問を書ける紙を配布し、それに対する回答を毎回の授
業で示してきました。一方、一部の方からは高い評価と暖かいコメ
ントをいただき感謝に堪えません。どうか皆さんには、社会に役立
つ素敵な人材に育っていただくことを願ってやみません。私として
も一生懸命に授業しましたし、皆さんからも毎回、授業内容に対す
る質問やコメントを書いていただき、それに対する回答を毎回の授
業で皆さんに配布することにより、とても充実した授業になりまし
た。また、2回ほど環境に関する学外の方に講演していただきました
がいかがでしたか。日本では原子力発電に対する教育に乏しいので
すが、小売り電力の自由化された現在では、エネルギーの問題は
我々一人ひとりの問題です。今後も機会があれば、これらの問題に
自主的に取り組んでください。

メディア生活経営論ａ 犬塚　潤一郎 メディアの問題を生活と社会の現象的な面の分析からだけではな
く、理論的基礎、文化史、技術特性、産業構造など、多面的に理解
することを目的とした講座であり、事前には、それぞれの話題がば
らばらに受け止められることが懸念されたが、少人数のクラスで、
対話型で進めることができたため、理解のつながりに結びついたの
ではないかと考えています。
物事を多面的、総合的に把握、理解する努力を続けてもらいたいも
のと思います。

映像制作演習ｂ 犬塚　潤一郎 専門的な技術習得を目的とするものですが、少人数のため、個々の
技量と関心に合わせて進めることができたのは幸いでした。
もう少し先のステップまで進めることができたかと、授業進行につ
いては反省しています。

ゼミナール 犬塚　潤一郎 今期は論理的思考のために必要な基礎概念になるべく多く接するこ
とを主眼としましたが、それらは高度に複雑な概念構築物でもあり
ます。それらに行き着く過程、知的な歴史をたどることには時間も
かかります。それが、各自のそれぞれの学びの時間となるもので
す。学生の時らしく過ごされるよう期待しています。
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