
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
経営学概論 篠﨑　香織 　履修者に近いものであることを感じてもらいながら履修ができる

ように引き続き配慮し、学びの充実を図りたい。
調査・実験データ処理法 竹内　光悦 月曜１限でしたが、みなさん頑張っていたと思います。少数意見で

すが、授業のペースが速いとありました。他の人も感じているとも
いますが、授業時間・内容からゆっくりと全体的にするのは難しい
ところですので、その分、復習・質問等を積極的にしてほしいと思
います。いつでも聞いてください。Excel はどの企業でも使う基本
ツールです。

心理学統計法 粟津　俊二 ・全項目の平均値が3.5程度以上であるため、授業方法等に特に問題
は無いと考えます。

社会と統計 竹内　光悦 全体的に今年は厳しのコメントが多いように感じました。一方で意
識が変わった学生の意見も多く、それはそれで励みになります。最
近は学び方自体が変わり、社会で必要とされる人材も変わってきて
います。そのあたり（学びの方）のガイダンスができなかったこと
は反省です。次年度は、ガイダンスでもう少し説明をしていきたい
と思います。

現代企業論 高橋　意智郎 双方向型授業と配布資料については、特に力を入れているので、質
問項目の「8.双方向授業等の工夫がされていましたか？」、「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？」の評
価はそれぞれ高く（3.84、4.18）、狙い通りの結果となった。自由
回答記述では、「ビジネスの知識がついた」、「グループワークで
カフェの設立についてやって、会社の立ち上げることのむずかしさ
がよくわかった。」などの回答があった。今後もこうした評価が得
られるような授業を試みたい。

消費者心理学 斎藤　明 本授業は、大規模教室（130人以上が受講）による講義形式である
が、全体としての満足度（トップボックス２つの合計）として、約
88%と概ね高い評価を獲得している、一方、多くの受講生が履修する
ため、どうしても双方向型の授業形態には、限界も感じる。今後
は、当該事項に留意して、授業設計に取り組みたいと考える。

演習ⅢＢ 篠﨑　香織 　演習Ⅲなので、議論への積極的な参加を重視したが、まだ徹底で
きていない。与えられたからやるのではなく、自分から問題を持ち
込んでくる力の養成の必要性を痛感している。

演習ⅢＢ 斎藤　明 年度当初から、研究と学習との関係性や違いなどを明確に意識付け
を行い、早期に卒業研究（卒業論文）における仮説およびリサーチ
計画を完成を目指す設計にすべきであったと考える。当該事項に留
意した授業設計を実施する。

演習ⅢＢ 高木　裕子 皆さんが頑張っていらっしゃることがよくわかりました。卒論とい
う大変な作業に向かって、しっかり学ばれること強く期待致しま
す。

演習ⅢＢ 谷内　篤博 全体的には、4.5以上なので、本授業については一定の評価は得たも
のと思っている。しかし、進度や説明に関しては、一部の学生にや
や満足できない点があったようで、今後のゼミ活動・指導のなかで
反映させていきたい。

国際企業論 高橋　意智郎 双方向型授業と配布資料については、特に力を入れているので、質
問項目の「8.双方向授業等の工夫がされていましたか？」、「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？」の評
価はそれぞれ高く（4.35、4.47）、狙い通りの結果となった。自由
回答記述では、「国際展開する企業の仕組み等について理解が深
まった。」、「国内だけでなく、海外の企業または海外に進出して
いる日系企業の取り組みに興味を持つようになった。」などの回答
があった。今後もこうした評価が得られるような授業を試みたい。

演習ⅣＢ 斎藤　明 年度当初から、研究と学習との関係性や違いなどを明確に意識付け
を行い、早期に卒業研究（卒業論文）の完成を目指す設計にすべき
であったと考える。当該事項に留意した授業設計を実施する。

演習ⅣＢ 篠﨑　香織 　卒論を書き上げ発表資料の作成まで、一貫して質を落とさず作業
ができた人とそうでなかった人の差が大きかった。集中力を持続し
たまま一連の作業を完遂する精神力を求めていきたい。

演習ⅣＢ 高木　裕子 しっかり学ばれていってください。
演習ⅣＢ 谷内　篤博 回答者が少ないものの、全員が満足しているようで、積極的に指導

にかかわってきたことが評価されたようである。次年度の演習Ⅳに
おいても同様の指導を心がけていきたい。

異文化理解 阿佐美　敦子,山下　早代子 1時限にも関わらず、今年度も多くの方々が履修くださり、異文化の
みならず自文化にもさらなる興味を持たれたようで、大変嬉しく
思っています。映像資料の工夫や、特別講師をお招きしての講演
等、喜んでいただけたので、これからもさらに進化した授業を展開
できるよう努力します。「コミュニケーションの障害の解決策とし
て、文化の違いを理解することは重要だ」と理解していただいたこ
と、大切ですね。

［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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科目名 担当教員名 教員からのフィードバック
［2016（後期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック

人格心理学① 竹内　美香 1.　科目内容の構成について 
「人格心理学」、パーソナリティ、あるいは「(社会的環境におけ
る)生活体の行動傾向やパターンの総体」についての知見・情報を紹
介する当該科目は、心理学における多様な領域との連合を一つ一
つ、確認しながら進める総合的な科目でもあります。 「パーソナリ
ティ」は紀元前の哲学者から、啓蒙思想家、教育学者、文学者の関
心のテーマでもあり続けたことや、そこに対人的行動を含む以上、
きわめて社会心理学的な分野であることを紹介しました。 隣接領域
にある精神医学を、もっとも今日的な構造的診断基準と、古典的な
精神分析という代表的な2つのアプローチについて説明しました。 
就職など進路活動開始の年次に合わせて、自己記入式の質問紙によ
る自己診断尺度を活用し、「自己を記述する」手がかりを紹介しま
した。 発達と社会的環境の中で形成される側面、親子関係、異文化
と日本について考えて頂く単元も設定しました。 講義担当者として
は、内容的には少し忙しかったと反省する一方、幅広い「パーソナ
リティ研究アプローチ」を紹介することは達成できたのではないか
と考えています。 
2.　受講者の反応 
「精神分析について、興味を持って聴いた: 精神分析や分析的心理
学が、ただ象徴と症状を結びつけるという以上に、クライエントの
体験を深く掘り下げる過程があることが印象的だった」 「エゴグラ
ムやビッグファイブ質問紙で、自己評価・採点してみたのが、これ
からの進路・就職準備に参考になった」 「親子関係を現代日本のア
ニメが親子をどのように描いていて、見る人がどのように共感する
か、取り上げて説明していたのが面白かった」 「親が子どもに期待
することが、日本と欧米文化ではとても異なることを動画などで見
ることができて、リアルに考えさせられた」など。 
毎回の授業シートのコメントで詳細に記述している受講生が多く、
講義担当者としても学ぶことが多かったです。 

人格心理学② 竹内　美香 3.　これからについて
　「人格心理学」は臨床心理学と密接な領域で、対人的行動傾向を
考えるという視点からは、きわめて社会心理学的です。行動傾向の
形成を考えるなら、学習過程も無視できませんから「学習心理学」
を学んできた人は、さらに深く掘り下げて考えることができるで
しょう。
「人格心理学」で学んだことが、これからの受講生の皆さんの、心
理学に対する総合的な理解を促進すると共に、直近の課題である進
路準備活動にも役に立つことを期待しています。

心理学実験実習Ⅱ 粟津　俊二 ・全項目の平均値が3.5程度以上であるため、授業方法等に特に問題
は無いと考えます。

地域経済と社会 角本　伸晃 数式やグラフの説明をホワイトボードを使いながら詳しく説明すべ
きところ、右下肢複雑骨折のため、プロジェクターでの説明とな
り、申し訳なく思います。
そのような状況にもかかわらず、アンケートでは平均に近い評価を
いただき、感謝いたします。
次年度の授業ではホワイトボードを使って詳しい説明を心がけたい
と思います。

キャリア・マネジメント論 谷内　篤博 　受講者の数が120名を超えており、授業内できめ細かいフォローに
かけていたためか、これまでと比較して全体的に低い結果となって
いる。授業のスピードが早く、内容が専門的で理解しずらかったよ
うである。次年度の授業では、学生の理解度に合わせた分かりやす
い授業を心がけていきたい。

演習ⅡＢ 粟津　俊二 ・全項目の平均値が3.5程度以上であるため、授業方法等に特に問題
は無いと考えます。

演習ⅡＢ 広井　多鶴子 前半は各自レポート作成、後半はグループで渋谷の外国人に聞き取
り調査を行ないました｡聞き取り調査については、当初、どうしてい
いかわからなかったのだとは思いますが、それぞれのグループで工
夫が見られました｡おもしろいプレゼンテーションになったと思いま
す｡反省点として、次年度は調査の手順など、もっと分かりやすく説
明したいと思います｡

演習ⅡＢ 谷内　篤博 　全体的に4.5前後と一定の満足と評価は得られたようである。今回
は学生が自らの選択で、現代社会学科の3領域のなかからテーマを設
定し、ゼミを展開した。これは3年次以降の専門的学習に大きくつな
がるものと革新している。

演習ⅡＢ 斎藤　明 本学全体における別の調査（PROG調査）結果で示されているよう
に、本学学生に関しては、「自己効力感」が全国4年制大学生平均値
よりも低い傾向があるとの背景から、当該演習受講においては、協
同的課題解決型プロジェクトへの参画を通じて、各自の自己効力感
の向上を目指して、演習運営を遂行してきた。
具体的には、アクティブラーニング関連NPOおよび民間企業１社から
のご協力を得て、対象企業に関する事前研究、当該企業さまへの学
内でのインタビュー調査、調査結果および今後の改善提案等のプロ
グラムを展開してきた。
学習効果に関して、設問「この授業を通じて、自身の成長が実感で
きましたか？」に関して、回答者の70％以上がトップボックス
（「とてもよくあてはまる」）を選択している点からも一定の学習
効果をもたらし、目標が達成されていると考える。
　今後は、当該演習受講での学習経験を受講生各自が一般化できる
ように、関連する専門研究分野（経営関連）における理論学習へと
連携させていくような制度的仕組みを検討していきたいと考える。
以上
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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（後期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック

演習ⅢＢ 角本　伸晃 数式やグラフの説明をホワイトボードを使いながら詳しく説明すべ
きところ、右下肢複雑骨折のため、十分な説明ができず、申し訳な
く思っております。
そのような状況にもかかわらず、アンケートでは平均を超える評価
をいただき、感謝いたします。
次年度の授業では詳しい説明を心がけたいと思います。

演習ⅢＢ 高橋　意智郎 ゼミの課題を通じて論理的な思考力を身につけることに力を入れて
いる。質問項目の「11.この授業を通じて、自身の成長が実感できま
したか？」の評価が高く（5.00）、自由回答記述欄では、「発表す
る力がついた」などのコメントがあった。学生も自分の力が向上し
ていることを実感しているようだ。今後もこうした評価が得られる
ようなゼミを目指したい。

演習ⅢＢ 竹内　美香 1.　ゼミの取り組みについて 
後期は、一人ひとりが、これからどのような領域、課題、興味、
テーマで卒業研究に取り組むか、相談しながら進めてきました。 後
期になって、ゼミメンバー同士のコミュニケーションもさらによい
ものになりました。それぞれのメンバーは、礼儀正しく親切、思い
やりと責任感のある態度に磨きをかけてくださったように思いま
す。そのことで、ゼミも気持ちよく過ごせる貴重な時間になってい
ました。(社会人基礎能力としても、現場の雰囲気の向上に貢献でき
る力は重要です。) 竹内ゼミの一人ひとりは、自分の課題に真剣に
向き合い、逃げることなく努力していると思います。結果としてゼ
ミ・メンバー間の努力のバランスも正しく均衡しているようです。
さらにお互いの信頼関係を深めてください。   
2.　後期の学習内容について 
今期は、卒業研究のテーマをはっきりさせるために学術論文を読み
ました。研究のテーマや方向性も、少しずつ見えて来たのではない
でしょうか。 卒業研究では追認研究でもよいのですが、データ・デ
ザインを、まず慎重に構築しなければなりません。調査・実験実施
の現実性も含めて、十分に準備をしましょう。 
3.　教員として考える「これからの課題」 
教員としては今期、もう少し実務的な数値処理・解析のことも扱っ
ておきたかったという反省もあります。まだ学びの課題は、これか
らに持ち越していると認識しているのです。 実験、調査の計画時
に、どのような解析をすればよいのか、ご一緒に考えながら進めた
いと考えています。 
4.　アンケートの回答から 
今回の授業アンケートでは、ご自分の取り組み・努力に概ね満足さ
れた様子が顕れているようです。 次年度のアンケートで、さらに
「満足した」と回答できるように、学生・教員で、よくコミュニ
ケーションしながら、たくさん学びたいと思います。  

演習ⅢＢ 松下　慶太 概ね学習活動については満足度が高かった。一方で、企業との連携
やワークショップなどについては日程調整などが入るのでシラバス
通りに進めることが難しい部分もあった。個別に日程予定表を配る
など学習進行を見通せる工夫を入れていきたい。

経営管理論 篠﨑　香織 　「管理」の必要性を生活の中から感じてもらえるように引き続き
配慮していく。双方向型の授業が展開できるよう、気長に発言を促
していく。

演習Ⅰ 数野　昌三    専門の異なる教員から学び得た知識を活かし、自分の学びたい内
容の方向性を探り出すよう日々努力して欲しい。基礎ゼミにおいて
コツコツ力を注いでいくと、必ずや専門ゼミで開けます。

演習Ⅰ 斎藤　明 本学全体における別の調査（PROG調査）結果で示されているよう
に、本学学生に関しては、「自己効力感」が全国4年制大学生平均値
よりも低い傾向があるとの背景から、当該演習受講においては、協
同的課題解決型プロジェクトへの参画を通じて、各自の自己効力感
の向上を目指して、演習運営を遂行してきた。
具体的には、アクティブラーニング関連NPOおよび民間企業１社から
のご協力を得て、対象企業に関する事前研究、当該企業さまへの学
内でのインタビュー調査、調査結果および今後の改善提案等のプロ
グラムを展開してきた。
学習効果に関して、設問「この授業を通じて、自身の成長が実感で
きましたか？」に関して、回答者の60％以上がトップボックス
（「とてもよくあてはまる」）を選択している点からも一定の学習
効果をもたらし、目標が達成されていると考える。
　今後は、当該演習受講での学習経験を受講生各自が一般化できる
ように、関連する専門研究分野（経営関連）における理論学習へと
連携させていくような制度的仕組みを検討していきたいと考える。
以上

演習Ⅰ 竹内　光悦 全体的に好意的な意見が多く良かったです。スピード感に触れてい
る人もいて良かったと思います。企業次第とも思いますが、もっと
早いところ、もっと遅いところ、色々ありますが、一般的には早く
感じるところの方がやりがいがあると思います。まだ一年生、でも
もう一年間すぎます。４年間もあっという間です。最初はなれない
とは思いますが、一つひとつ体験し、成長を感じていきましょう。
何かあれば聞いてください。

演習ⅣＢ 角本　伸晃 数右下肢複雑骨折のため、きめ細かい卒論が指導ができず、申し訳
なく思っております。
そのような状況にもかかわらず、アンケートでは平均かそれ以上の
評価をいただき、感謝いたします。
次年度の授業ではきめ細かい指導を心がけたいと思います。
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科目名 担当教員名 教員からのフィードバック
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演習ⅣＢ 高橋　意智郎 卒業論文の執筆と仕上げが中心でしたがよくがんばったと思いま
す。質問項目の「11.この授業を通じて自身の成長が実感できました
か？」は高評価でした（3.80）。自由回答記述欄では、「文章を書
く力が身についた」などのコメントがあった。学生も自分の力が向
上していることを実感しているようだ。今後もこういう評価が得ら
れるゼミにしていきたい。

演習ⅣＢ 竹内　美香 皆さまと過ごした2年間も、明日の卒論発表会でしめくくりになりま
す。早かったような、長かったような。

今回のアンケート回答からは、大変な卒論のプロセスでも、それぞ
れが自分の取り組みに満足できたことが顕れているようです。

心理学では仮説を立てて、その仮説を調べるのに適した方法を考え
(その方法では、自分だけで独善的になるのではなく、先行研究論文
なども調べて参考にして)、データを測定・収集して、解析し、解析
した結果から確率統計的に有意な結果として、何を言うことが出来
るか、検討します。また、結果を出してみながら、そのようなデー
タになっているのは、なぜなのかを深く掘り下げ、さらに次の研究
計画を立てて行きます。
手間はかかるのですが、このような「過程」を一つ一つ、段階的に
組み立てて行くことで、漠然としていた世界の事象につながりが
あったり、法則性やきまりがあることがわかってくるのです。
仮説演繹法　を身につけて頂きたいというのが、このゼミの目標
だったのですが、初めての「仮説演繹法と科学」体験ができたこと
が伝わってきます。

作品としての論文は、一生のあなたの宝物です。大切にして、これ
を書いた4年生の春夏秋冬を時々思い出してください。
自分は、実はこんなに出来るのだ…という「事実」が、あなたの更
なる努力を励ましてくれるはずです。
これからも、一生懸命、丁寧に、誠実に、取り組んでください。

演習ⅣＢ 松下　慶太 卒業論文執筆にあたっては学生の主体性を過度に期待せずに、より
細かなステップを設定し、きめ細やかなサポートを行えるように工
夫をしていきたい。

応用心理学 松浦　常夫 皆さん、アンケートにお答えいただきありがとうございました。
来年も一生懸命、授業をしたいと思います。

英語コミュニケーションⅡＢ ラルー，リチャード,藤原　正道 指定の教科書もTOEICも語彙テストや課題レポートもと盛りだくさん
の内容だったので、消化不良になってないかと心配でした。質問の
時間も盛り込めればよかったと思います。

国際経済論 高橋　意智郎 双方向型授業と配布資料については、特に力を入れているので、質
問項目の「8.双方向授業等の工夫がされていましたか？」、「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？」の評
価はそれぞれ高く（4.03、4.03）、狙い通りの結果となった。自由
回答記述では、「国際経済について感心を持てるようになっ
た。」、「TPPや為替についての理解が深まった。」などの回答が
あった。今後もこうした評価が得られるような授業を試みたい。

女性心理学① 竹内　美香 1. 受講者の反応など
　毎回のコメントシートや最終レポートで、「女性の心理について
学ぶのかとイメージしていたら、そのような内容もありましたが、
もっと具体的に、私たち(学生)自身の人生設計・ライフプランを問
いかける構成になっていて、とても驚きました」「もう自分の社会
人以降のことを考える年代になっていることを考えさせられまし
た」「心のことだけでなく、身体、人間関係、仕事、経済的な計
画・ライフプラン、子育て、すべてが含まれるのが『女性心理学』
という科目なのだとわかりました」　などの感想を頂きました。
　ご自身の取り組みについても、おおむね満足されている様子のア
ンケート集計結果でした。
2.客員講師の登壇について　
　たくさんの方のご協力を頂いて、今期は3人のゲスト講師にご登壇
頂くことができました。受講者からの反響も大きく、科目担当者自
身も、受講者の皆さんと共に非常に啓発される機会となりました。
1)  FPのプロフェッショナル講師(SMBC)による
　「ライフプランと『お金』
2) 産婦人科専門医師による
　「女性の心身の健康・発達とライフプラン」
3) 大手化粧品会社(資生堂)人材・企画ご担当による
　「はたらくこと_これからの『もしもBox』」
　外部講師をお招きできるか否かは、その年度の「めぐりあわせ」
に依存しますが、今期は大変に幸福でした。(講師の先生方にも深く
感謝しております。)
　ゲスト講師の授業は、受講者にとっても印象的な内容であった様
子です。学生のみなさんが具体的な現場からの体験や情報を求めて
いることを、科目担当者自身、よく理解することができました。

女性心理学② 竹内　美香 3.　これからの学びについて
　女性として生まれて生きて行くこと、実践女子大学という伝統あ
る女子高等教育の府で学ぶ意味と価値、そしてなにより、「これか
ら自分はどのように生きたいのか」。これらを考える機会が、今期
の「女性心理学」の授業内に一瞬でもあったとすれば、講義担当者
の努めも、少しは達成できたのかと思います。
お互い、さらに考え、学んで行きましょう。
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演習ⅡＢ 竹内　美香 演習Ⅱbでは、対戦型ディベートを行いましたので、肯定論担当で構
成するテーマと、否定論担当で構成するテーマ、1つの班が計2つの
テーマに同時に取り組むという、なかなかハードなスケジュールを
こなしました。 
　個人課題なら自分の責任、自分のペースだけで進められるのです
が、グループで取り組む課題では、スケジュールも、進捗管理も、
複数の他者を勘定に入れながら考えなければなりません。いろいろ
な人がいろいろな達成レベルで演習に臨みます。時には戸惑うこと
もあったかと思います。 座学では学べないことを、このような
Active Learningを通じて、体験して頂ければと考えています。
　社会人基礎力の中で最も重視されている能力に「協働する力」と
いう項目があります。皆さんの演習Ⅱは、まさに「協働力」の重要
性を身をもって体験する機会となったことでしょう。 
　今回の演習では、ただディベート・パフォーマンスを1度実行して
完了とするのではなく、最後の2回の授業を使って、「まとめのセッ
ション」を行いました。これは、計画(Plan)、実行(Do)、評価・修
正(See)というマネジメント・サイクルを体験して頂くためでした。
このマネジメント・サイクルの中でも、評価・修正(See)の過程は、
計画(Plan)の段階以上に大切と言われています。次の計画(Plan)に
は不可欠だからです。最後までしっかり参加した皆さんは、PDSを
「自分たちの力で廻した」のですから、ぜひ自信を持って頂きたい
と思います。 
　就職活動、卒業研究、社会人としての職務遂行・・・様々な場面
で、PDSから成るマネジメントサイクルを自分が組織化できると自信
を持って頂きたいと思います。 
　「人間社会学部はどのような学びをする学部ですか?」と尋ねられ
たら、ぜひ自信をもって回答できるようになってください。 
　演習Ⅱは、その「入門体験」の取り組みとなったはずです。 
　今期も、all for one, one for all の精神、実感できましたね? 

演習ⅡＢ 松浦　常夫 議論する能力が２年ゼミで深まったと思います。
演習ⅡＢ 角本　伸晃 右下肢複雑骨折のため、学生の発表に対してきめ細かい解説や指導

が不十分であったことを申し訳なく思っております。
次年度のゼミではグループワークやディベートを取り入れたアク
ティブラーニングに取り組みたいと思います。

演習ⅡＢ 篠﨑　香織 　最終レポートで、考える、資料を集める、まとめるの総合的な力
をみた。途中でこれをやり、特に力のついていない履修者に対する
総合的な力の養成を図る必要があった。この点は次年度につなげて
いきたい。

演習ⅡＢ 数野　昌三  　演習ⅡＢにおいては、中盤で所属専門ゼミが決定する中、全員、
力を抜かず本演習を進めることができ、良かった。

共生支援論 高木　裕子 概念理念としての「共生」の実現を目指し、支援のあり方を考えな
がら、実際に行っていくことはなかなか難しいことだったと思いま
す。また、そこで学ぶ必要のあった事柄は幅広く、大変だったと思
いますが、良く学んで頂いたと思います。

演習Ⅰ 角本　伸晃 右下肢複雑骨折のため、学生の発表に対してきめ細かい解説や指導
が不十分であったことを申し訳なく思っております。
そのような状況にもかかわらず、アンケートでは平均に近い評価を
いただき、感謝いたします。

演習Ⅰ 高橋　意智郎 プレゼンテーションやレポート作成の能力を高めることに力を入れ
た。質問項目の「8.双方向型授業などの工夫がされていました
か？」、「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？」の評価は高く（4.42、4.33）、一定の効果は見られたと
思う。自由回答記述では、「自由回答記述では、「プレゼンテー
ションやレポートなどの基礎を学ぶことができた。」、「これから
もこの授業で学んだことを生かし、卒論や授業に取り組みたいで
す。」などの回答があった。今後もこうした評価が得られるような
授業にしたい。

演習Ⅰ 篠﨑　香織 　人数が多く個々を細かく指導していくことは難しかったが、一年
のうちに身につけておくべきマナーをうるさく伝えていくことがで
きた。

言語コミュニケーション教育論 高木　裕子 御自身のコミュニケーション力を高めながら、幅広い対象に向かっ
て、良きコミュニケーターとして対応・教育等していくことは大変
なことです。実社会に出られてから、様々な場面で本格的に使って
いき、学ばれたことが実際に活かされていくことになると思います
ので、その時には経験を通じた御自身の真の力になるようにし努力
してください。

コーチング論 谷内　篤博 　全体的に見て4.5を超えており、学生の一定の評価と満足は得られ
たようである。学生の主体的学習と積極的なディベートが実施で
き、学生が大きく成長したことを実感している。

コミュニケーション概論 高木　裕子 御自身が思っていた「コミュニケーション」と学問としての「コ
ミュニケーション」の違い、その内容を実際に理解することは難し
かったと思います。しかし、これから学んでいく各科目やそこへと
つながる領域での軸、また、核となる分野でもあったので、これか
らも御自身のコミュニケーションのあり方を振り返りながら、さら
なる学びを深めていってください。

情報ネットワーク 松下　慶太 それぞれが学習目標を設定して進めることが概ねできていたと考え
られる。今後、教員としても履修者が学習計画を立てるというプロ
セスに介入することでより資格含めて学習効果を高めることができ
る。

社会倫理 村田　大学 授業の理解度は、平均を上回っており、授業の目標は達することが
できたと考える。もっとも、学生が、授業で学ぶ分野についての興
味をより高めることができるよう、努力を心掛けたい。
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社会と統計 竹内　光悦 比較的好意的な意見が多く、ちょっと安心しました。社会に出るに
あたり、少しでもデータで主張する力が付いたらと思います。座る
場所によっては見づらいという意見もなくなりませんが、そのため
にスライド等を終了時に公開したり、質問を随時受け付けたりして
いましたが、まだこのあたりが説明が足りないのかなと思います。
ちなみに期末試験の時間が足りないという人もいますが、社会では
そのようなことは言えませんので、どこかで意識改善してほしいと
思います。気持ちはわかりますが、なかなか社会は手厳しいです。
もちろんこれからも統計は学生生活に関係してくると思いますの
で、気になることがあれば早めに質問してください。頑張りましょ
う。

メディア表現論 松下　慶太 企業との連携によって、メディア機器を使用するだけではなく、実
際にマーケティングなどにおける実践的なメディア活用を学ぶこと
ができたと考える。改善点としては、授業外の学習時間についても
う少し介入することが挙げられる。

人間教育学概論 広井　多鶴子 自由記述では「考える力がついた」「データを読む力がついた」
「常識を問い直すことが出来た」といった趣旨の意見が寄せられ、
この授業の目的を一定程度果たすことができたのではないかと思い
ます｡ただ、150名の授業だったので、「双方向」という点では、や
や不満があったようです｡また、今年からレスポンで出席を取るよう
にしたのですが、その受付時間が短すぎるというクレームがありま
した｡これらの点について工夫したいと思います｡

経済学概論 角本　伸晃 数式やグラフの説明をホワイトボードを使いながら詳しく説明すべ
きところ、右下肢複雑骨折のため、プロジェクターでの説明とな
り、申し訳なく思っております。
次年度の授業では講義案をより分かりやすい内容に改訂し、ホワイ
トボードを使って詳しい説明を心がけたいと思います。

心理学概説 松浦　常夫 好意的な回答が多く、安心しました。来年もがんばります。
社会調査実習Ⅱ 竹内　光悦 社会調査実習は本学部では珍しい「実質」通年科目ですので、よく

みなさん頑張ったと思います。やりとげたみなさんは卒論でも、社
会に出ても頑張れると思います。卒論も期待しています。

メディア・ワークショップ 松下　慶太 パワーポイントなど資料提示に関しては高く評価されている。今後
も工夫を維持していきたい。企業連携を実施してのワークショップ
設計に関して、授業外における学習時間をさらに確保できるように
フィードバックの仕方などを工夫していきたい。

家族法 数野　昌三    昨年度の授業評価と比較するとレーダーチャートの6角形の大き
さが若干小さくなった。どちらともいえないとの回答が増えたため
である。一層心して授業に向かいたい。
　「家族法」を学ぶことは、最も身近な社会をどのように理解し、
どのようにしていくべきかを考えることであり、人生の中で必須で
ある。
　今後も興味を抱き勉強していって欲しい。

演習ⅣＢ 竹内　光悦 回答者が少ないため何ともですが、みなさん、卒論、お疲れ様でし
た。社会に出ても気になることがあればいつでも質問してくださ
い。

演習ⅢＢ 粟津　俊二 ・全項目の平均値が3.5程度以上であるため、授業方法等に特に問題
は無いと考えます。他ゼミと共同で活動したいという要望がありま
した。考えますが、個人の研究テーマを進めるスタイルでやってい
るので、そういうゼミではないのよねぇ。卒論用のネタと別に、共
同でやるネタをすることになる。

演習ⅢＢ 数野　昌三    演習ⅢＢにおいては、検定試験合格へ向け、全員で努力しまし
た。結果に結びつかなかった学生は、来年度合格を目指し頑張って
欲しい。来年度は、就活が加わり、一層多忙となると思うので、卒
論は、時間がある時にコツコツと進めていくことが重要です。

演習ⅢＢ 竹内　光悦 回答数が少ないのは少し気になりますが、とりあえず今年もみなさ
んが頑張ったと感じています。やや課題の提出が遅れている人もい
ましたが、それでもさまざまな課題がある中で、やり抜いていると
思います。来年度はいよいよ卒業研究です。頑張りましょう。不明
点は早めに聞いてください。

演習ⅢＢ 広井　多鶴子 Ｑ13の自己評価がやや低いのが気になります｡各自が自分は「よく頑
張った」「よくやった」と思えるように、発表の機会などを工夫し
ていきたいと思います｡

演習ⅢＢ 松浦　常夫 就活がおわったら卒論にむけてがんばりましょう。
現代日本経済論 角本　伸晃 膨大なデータとグラフを使った授業でしたが、右下肢複雑骨折のた

め、ホワイトボードで詳しい説明ができず、申し訳なく思っており
ます。
そのような状況にもかかわらず、アンケートでは平均に近い評価を
いただき、感謝いたします。
次年度の授業ではホワイトボードを使って詳しい説明を心がけたい
と思います。

演習ⅣＢ 粟津　俊二 回答者1名なので、コメントしない。ちなみに、前期は回答者数0
だったので、増えました。さすが粟津ゼミの4年生という感じです。

演習ⅣＢ 数野　昌三 　 間もなく学生生活を終え、社会人1年生となりますね。実践で学
び得たことを礎に羽ばたいていって下さい。

演習ⅣＢ 広井　多鶴子 回答者が2名ということがまず反省すべき点です｡回答してくれた人
は、卒業論文の執筆を通して、自分の成長が実感できたようです。
毎年、反省点として残るのは、就職活動をしながらも、着実に卒業
論文の執筆を進めることが出切るように指導したいということです｡

演習ⅣＢ 松浦　常夫 ２年間のゼミ、楽しく勉強できたでしょうか。
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