
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
経営学概論 篠﨑　香織 　月曜日の1限度の授業のため、盛り上げて履修者をのせていく授業

になるよう心がけていく。
　ペースが速くなってしまうときがあるので、全体的に様子を見て
進めるように配慮する。

生涯心理学 竹内　美香 　人は一生涯を通して成長・発達・変化し続ける存在です。特に胎
児から誕生、新生児、乳児、幼児の時期の物理的・社会的環境はそ
の後の人生を方向づける影響力を持っています。自分がどのように
育てられてきたか、今、どのような「地点」に居るのか、これから
自分や次の世代をどのように育てるのか。考えるべき課題は山ほど
あります。そのことに気がついた受講生が多かったので、科目の目
標もほぼ達成できたと考えています。
　今年度は思い切って「死生学」も取り入れてみました。来るべき
「死」の瞬間を考えるのは、若い人には少しキツイかと思っていた
のですが、思いのほか受講生の皆さんの関心も高かった様子でし
た。次年度以降も、さらに充実させて授業内容を構成したいと思い
ます。
　毎回のコメントシートを頑張って書いた方、あなたのおかげで大
学らしい双方向性講義が実現できました。感謝します。　
　さらにさらに人の発達に興味を持って学んで頂ければと思いま
す。

社会科学データ分析 竹内　光悦 調査結果を見ますと、いい点と悪い点の両方あり、なかなか悩まし
いところです。ただ比較的全体についての部分では好意的な結果が
強かったので今後の励みにしたいと思います。理解度についてはい
つでも質問を欲しいのですが、そのような環境づくりも今後の参考
にしたいと思います。

インテグレーテッド・イングリッシュ マルチェフ，ミレン・アンゲロフ,藤原　正道 回答をありがとうございます。もう少し解説・説明を増やし理解度
の上昇に繋げたく思います。

国際関係概論 柑本　英雄 　授業アンケートの結果から、知識分野に関して、1つ1つの専門用
語を細かく取り上げる時間が不足していたことが考えられます。細
かい事項については、ある程度受講生が自分で自学する必要があり
ますが、次年度以降は、各自が補充すべき事柄やその方法につい
て、あらかじめキーワードを挙げておく方法も導入できるかと検討
します。

データベース基礎 竹内　光悦 各質問に関しては、概ね好意的な回答で良かったです。ただ初めて
学ぶ内容がほとんどであったからか、理解度が高いかというとそこ
までだったところは、今後の参考にしたいと思います。また自由回
答も全体的に好意的な意見が多く、今後の参考にしたいと感じま
す。

インテグレーテッド・イングリッシュ 清水　友子,プラザ，タロン 週２日の２人の講師によるレッスンのため、ひとつのアンケートで
回答するのは難しかったと思いますが、全体的な理解度は約７
５％、満足度は４(/5)ということで、多くが真剣に取り組み、一定
の充実感と達成感を感じてくれた授業になったと思います。後期も
がんばりましょう！

企業戦略論 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、4.11）、狙い通りの結果となった。自由
回答記述では、「企業についての理解が深まった」、「自分で企業
について調べてみたり関心が深まった」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。

英語コミュニケーションⅡＡ ラルー，リチャード,藤原　正道 回答をありがとうございます。文法などについてさらに解説・説明
の時間を多くして、理解度をUPさせたいと思います。

演習ⅢＡ 篠﨑　香織 　3年前期は基礎固めの重要な時期なので、テキストを使って学んだ
知識を別の機会で活かせているか、確認しながら行った。
　学生によって理解状況に差があるので、それぞれのペースにあわ
せながら全体的なペースアップを図る。

演習ⅢＡ 谷内　篤博 全体的に見て、平均して4.5前後の評価がなされており、学生の一定
の満足は得られたものと考えている。しかし、結果を詳細に見てみ
ると、ごく一部であるが、かなり授業スピードが早いと感じている
学生もいるようで、分かりやすいゼミ展開を心がけていきたいと考
えている。

特別講義Ａ 柑本　英雄 　次年度以降は、更に授業を活性化するために、responの使用など
も検討します。本講義で学んだ国際社会の見方をベースとして、社
会の現状と向き合っていってもらいたいと思います。

演習ⅣＡ 篠﨑　香織 　前期は卒業論文の執筆に向けて材料集めの時間にすることができ
た。就職活動をしながらでも、各自が自分のテーマに必要なことは
何かを考え、やるべきことをまとめる時間として使うことができ
た。

演習ⅣＡ 谷内　篤博 全体的に平均して4.8前後の評価を得ており、学生にとっては満足の
いく授業（ゼミ）であったと思われる。総合的に満足の指標は全員
が満足しており、5.0であった点は評価できる。今後も意義のあるゼ
ミにしていきたいと考えている。

経済学概論 高橋　意智郎 練習問題を解いて理解を深めるようなスタイルの授業にした。質問
項目の「7.説明は分かりやすかったか？」と「8.双方向型授業など
の工夫がされていたか？」について若干全体平均より低かったが
（3.50、3.41）、自由回答欄では、「経済について理解が深まっ
た」「自分で考えて解く力の重要性がわかった」など高評価のコメ
ントが多かった。数学を使うこともあり他の授業よりも基礎学力が
必要な授業なのかもしれない。

簿記論Ⅰ 石井　宏宗 前期お疲れ様でした。みなさんの学習の姿勢は概ね良好でした。後
期は簿記検定試験に向け，さらなる努力が必要となります。前期学
んだ基礎を夏休み中に復習してください。その上で，後期講義では
答練を中心に検定対策をしていきます。

人間関係論 広井　多鶴子 11名中1名が全く「満足しなかった」と回答していました。説明、分
かりやすさ、配布資料などいずれも不満だったようです。
1時間目でかつ4年生が多いためか（旧カリ科目）、遅刻、欠席（就
活）が多かったことが気になりました｡

人間社会学総論 広井　多鶴子,竹内　美香,山根　純佳 レポートや課題の提出があったにもかかわらずも，授業における予
習復習時間が「30分未満」が39.8%，「なし」が28%との回答結果
だった点について，今後は，予習復習時間をきちんと確保するよう
な授業設計をおこなっていきたい．

心理学実験実習Ⅰ 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。
・なかなかヘビーな課題をしてもらいましたので、平均学習時間も
それなりに長くなっています。皆さん、なかなか頑張ったと思いま
す。
・レポート評価の上げ方を教えて欲しいとのコメントがあったが、
評価項目は「レポートの書き方」の回に説明済みです。

簿記論Ⅰ 蒋　飛鴻 すべての項目が平均より大きく上回った回答結果になったため，今
後も今の授業スタイルで続けたいと思います。回答，ありがとうご
ざいました。

人的資源管理 谷内　篤博 本講義は最も情熱をもって力を入れた授業であるが、残念ながら学
生の満足度はそれほど高いとはいえない結果であった。その最大の
要因は授業のスピードの早さと内容の難しさで、今後はわかりやす
く、学生の理解度に即した授業展開を心がかけていきたい。授業の
最後に、学生がお互いに学習した内容を説明しあう時間をとってい
きたい。

［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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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

演習ⅢＡ 柑本　英雄 　専門演習の始まりということで、はじめのうちは受講生の前提知
識の違いなどで、一定の進度を保つのが難しい面もありました。
徐々にクラスの理解度が均一になり、ペースも落ち着いてきたので
はないかと思います。今回のアンケート結果をもとに、授業スピー
ドの調整をしていくようにと考えます。卒論制作が本格的になるま
でに、国際関係論の基礎を定着させていきます。

演習ⅡＡ 粟津　俊二 ・1項目を除いて平均値が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。
・平均値が低い項目はQ12「この科目をさらに専門的に学びたいを思
いましたか？」ですが、当科目には設問自体が不適切でしょう。
・週当たりの平均予習復習時間が1.5時間を下回っており、学習時間
が十分で不足しているようです。課題等を増やすことも検討しま
す。

演習ⅡＡ 松浦　常夫 比較的高い評価を得て、良かったと思います。
次回は専門的に学びたい人がもっと増えるとよいと思います。

演習ⅡＡ 谷内　篤博 この授業（ゼミ）は、テキスト批評とプレゼン、ディベートを中心
に展開したが、1年次のゼミとは比べものにならないくらい厳しくか
つハードなゼミとなった。その点が学生の満足度を低くしているも
のと推測される。大学で力をつけるためのいわば登竜門のようなゼ
ミで、今後も学生諸君の積極性を引き出していきたいと考えてい
る。

演習ⅢＡ 竹内　美香 　前期があっという間に終わってしまいました。

　皆さんと初めて出会って、どんなゼミになるのか、いろいろ心配
もしていましたが、一人ひとりがとても親切で、思いやりと責任感
のあるメンバーが集まり、毎週の演習を気持ちよく過ごしました。
　all for one, one for all の精神は、非常に価値のあるもので
す。これからもメンバーのお互いを信頼して、頑張りましょう。
　
　前期は2つの班に分かれて、2つの調査実施、解析、報告までを体
験しました。統計ソフトの修得はこれからとして、まずは基礎的に
(どこでも使える)Excelでの集計、視覚化などをじっくり取り組んで
頂きました。Excelは基本的な関数だけでも使い方でとてもいろいろ
な解析ができますので、これからも便利に「使い倒して」くださ
い。　


演習ⅢＡ 角本　伸晃 　前期は右下肢の複雑（一部粉砕）骨折により、履修者の皆さんに
は多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
　まだ完治というわけではありませんが、後期からは前期の埋め合
わせができるように、より一層充実した演習ⅢBにしたいと思いま
す。

演習ⅢＡ 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（4.67）、自由回答記述欄では、「毎回の
プレゼンとそれに対する議論など今までにない体験ができた」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ⅢＡ 松下　慶太 概ねシラバスの内容について、具体的なクライアントや進めるプロ
ジェクトについては企業にとっても「今まさにやりたいもの」を重
視するためシラバス内容提出後に決まる場合が多いのでそういった
部分では対応が難しい箇所である。シラバスでの到達目標、自己採
点に関しては、演習全体としてはシラバスで提示しているが、プロ
ジェクトによる専門演習という性格上、個々にフィードバックしつ
つ設定するほうが望ましい。進行していく中で学生からも教員に
フィードバックを求めてもられば適宜、対応できると思われる。

演習ⅣＡ 柑本　英雄 　前期は、履修生は就職活動の時期と重なり、卒論執筆は時間的に
大変だったと思いますが、研究や生活の時間管理を含め、指導を実
施しました。後期は、このアンケート調査に基づき、授業スピード
について、提出締め切りを念頭に置きながらギリギリにならないよ
うにしつつ、余裕を持った形に持っていきたいと考えます。

実践入門セミナー 高木　裕子 大学の授業として、初のレポートを書く、発表する等々、初めての
経験をされて、さぞ大変なことも多かったと思いますが、授業の中
で、提出できるまでのレポートを完成させたことは素晴らしかった
と思います。これからも大学でしっかり学ばれてください。

実践入門セミナー 蒋　飛鴻 ゼミとして初めて31名のクラスを担当しました。したがって，これ
までと違った授業スタイルになり，ひとりずつきめ細かい対応がで
きない部分がありました。これについては今後改善していきたいと
思います。

実践入門セミナー 竹内　光悦 ゼミですので通常の授業と同様な比較はできませんが、概ね好意的
な意見だったことは今後の参考にしたいと思います。特に自由回答
にありましたように「ゼミ」として、実践的な内容を提供できたこ
とは良かったと思います。もちろん基礎ゼミとしての習得内容も必
要ですので、今後そのあたりの改善も検討したいと思います。

実践入門セミナー 数野　昌三  　総合的に判断してこの授業に満足しましたか？という設問に対し
て、どちらかといえばあてはまるを含め90％近い受講生が満足して
おり、31名という受講者数であっても、入学当初のゼミとしては、
受講生の積極的な態度もあり、まとまったゼミであった。特に、レ
ポート作成の仕方やディベートの実践で、これからの学生生活に役
立つことを勉強できて良かったとの自由記述もあり、今後の自身の
学習に役立てて欲しい。

ＮＰＯ・ＮＧＯ論 柑本　英雄 　本講義は、今年度は3年目ということで、NPO・NGOに関する一般理
論、NPO・NGOの具体例、特別講義による事例研究という講義構成の
スタイルが確立できたように考えます。次年度以降も、NPO・NGOの
意義や理論的なことに関心のある人、NPO・NGO具体的な取り組みに
関心のある人、あるいは実際に参加したいという人など、受講生そ
れぞれが関心の対象が異なることを考慮し、なるべく多くの受講生
の興味にこたえられるよう、特別講義の講師の選定などにおいて反
映していくことも検討したいと思います。

産業心理学 松浦　常夫 就職活動や会社にはいってから役立つ知識や
考え方を授業で話したつもりでしたが、
自信の成長が実感できなかったという学生がいて残念でした。

演習ⅣＡ 角本　伸晃 　前期は右下肢の複雑（一部粉砕）骨折により、履修者の皆さんに
は多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
　まだ完治というわけではありませんが、後期からは前期の埋め合
わせができるように、より一層充実した演習ⅣBにしたいと思いま
す。

演習ⅣＡ 高橋　意智郎 就職活動と平行してのゼミ活動は大変だと思いますが、よくがんば
りました。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（4.40）。今後もこういう評価が得ら
れるゼミにしていきたい。
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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

演習ⅣＡ 竹内　美香 　就職活動と並行して、卒業論文のための調査データ収集も行いま
したので、スケジュール管理がお互いにとても大変でした。

　計画(Plan)、実行(Do)、評価・修正(See)　のPDSサイクルを、実
際に廻してみる経験ができたことと思います。
卒業研究は、4年間の大学における学びの集大成です。卒業論文を廃
止してしまった大学もあると聞きますが、卒業論文に苦しみながら
取り組む過程そのものが、学習の集大成、人間形成の大きな発達課
題と考えています。
　「卒論」は苦しいものかもしれませんが、必ず意義のある経験が
得られますので、軽く流すことなく、しっかり取り組んでくださ
い。

演習ⅣＡ 松下　慶太 双方向授業・質問に関してはメールなどでもできるように対応して
いきたい。また一斉授業ではないが板書やパワーポイント・配布資
料などに関しては提示の仕方を工夫していきたい。

心理学概説① 竹内　美香 「心理学」の扱う範囲はとても広いことが理解して頂けたでしょう
か。駆け足になりましたが、心理学史から感覚・知覚、行動と学
習、対人社会心理学、認知心理学、時々、臨床心理学、ロボットと
人間の交流のあり方など、様々なことを扱いました。2016年はオバ
マ氏が現役の米大統領として初の広島訪問を果たすなど、大きな歴
史的トピックもあり、その演説VTRも皆さんでご一緒に視聴しまし
た。自分自身も大きな歴史の中に生きていることを、ぜひ心に刻ん
でください。
最終試験・問2の設問についてのコメントもあるようですので、講義
担当者から少しだけ解説します。
問2(課題2)の3つの小問についてです。
ここでは、子どもの問題行動を三項随伴性のモデルに当てはめて、
どのような社会的手がかりに行動が連合されているか、どのような
形で強化され続けて行くかを、まず基本に則って述べるのが課題と
考えていました。実は、この設問は私たちの生活でもなかなか身近
な場面です。不適応行動を、刺激(S)・反応(R)・結果(強化Rft)に分
解して検討する「行動分析」は、特別支援教育や幼児教育の現場で
も適用されている臨床技法でもあります。(大人の禁煙外来でも適用
しているかもしれません。)誰か(子ども)が不適応行動の習慣を持っ
ている場合、その軌道修正には、まずその人(子ども)や周囲の人(養
育者)が置かれている社会的状況や不適応行動の要因、仕組みを知る
ために正しく観察・評価することが必要です。

心理学概説② 竹内　美香 三項随伴性のモデルは単純に見えますが、いくつかのS-Rユニットが
連合して複雑な問題行動の習慣を形成していることも少なくありま
せん。
この不適切な連合に気づかないまま、本人(子ども)と周囲の人(養育
者や保育者)が不適応行動の循環を生成し続けていけば、全員の「感
情的経験」は結果として「可哀想なもの」になって行くことも想像
に難くありません。
「行動の心理学」の単元での説明は単純で、少し機械的に見えた人
もいるかもしれませんが、皆さんが心理学をイメージする時に真っ
先に考えるかもしれない(?)臨床心理学に、最も密接に寄与するメカ
ニズムに言及している箇所でもあるのです。心理学が重視する課題
は、子どもや人の行動を構成している要因を、客観的にどのように
捉えるか、という点です。
いかがでしょうか。今回、試験の解答が充分に自分で納得の行くも
のにできなかったと思う方は、さらに視野を広げて、学び、自分自
身で解答を考え続ける態度を身につけてくださる様、講義担当者と
しては強く希望するところです。
またご一緒に学び続けましょう。

キャリア・デザイン論 高橋　意智郎 少人数のゼミ形式で授業を進めているので、双方向型授業には特に
力を入れた。質問項目の「8.双方向型などの工夫がされていました
か」の評価が高かった（4.41）。自由回答記述欄では、「自分の将
来について考える機会ができた」などのコメントが多かった。今後
もこういった評価が得られる授業にしたい。

フューチャー・スキル実践 松下　慶太 授業進行スピードに関してはプログラム上、速いスピードだと感じ
させる事自体が目的の一つなので数値としては低く出ることはプロ
グラム設計者としてはむしろ目的が達成されたと理解する。また自
己評価に関しては次学期以降のプロジェクト型演習、プレゼンテー
ション、グループワークを行う中で振り返ることで確認するなど工
夫していきたい。

社会会計論 蒋　飛鴻 13番，あなたのこの授業に対する自己採点は何ですかという設問に
ついて，平均が3.63に対して3.38になっています。これに関しては
おそらく普段授業の課題を厳しく求めたためと思います。これにつ
いては今後改善したいと思います。

国際政治論 柑本　英雄 　講義内容にはやや深い部分もあり、授業時間に対しては、難しい
ところもあったのかもしれません。次年度以降は、各自が補充すべ
き事柄やその方法について、あらかじめキーワードを挙げておく方
法も導入できるかと検討します。

心理学研究法 松浦　常夫 研究法という難しい授業でしたが、実技を取り入れた
ので満足して授業を受けた学生が多くてよかったです。

リーダーシップ論 谷内　篤博 本講義は、リーダーシップやスキルの修得を目指し、講義を中心に
リーダーシップスタイルの自己診断やケーススタディを通じて展開
したが、内容がかなり高度な点と授業スピードが早い点が学生の満
足度（4.2前後）をあげるには至らなかった。今後は授業スピードを
落とし、分かりやすい授業に努めていきたい。
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演習ⅡＡ 竹内　美香 　演習Ⅱaでは、対戦型ディベートを行いましたので、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に取り組
んで頂きました。
　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。
　社会人基礎力の中で最も重視されている能力に「コミュニケー
ション力」という項目があります。皆さんの演習Ⅱaは、まさにこ
の、曖昧な「コミュニケーション力」の具体的な「中身」を体験す
る機会となったはずです。また、課題の進捗管理の経験も一人ひと
り、達成できたことでしょう。
　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「自分たちの力で廻した」ことに、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Ⅱaは、その「入門体験」の取り組みとなったはずです。

　今期、all for one, one for all の精神、実感できましたね?


演習ⅡＡ 柑本　英雄 　第6週からの担当となったので、急ぎ足の演習となってしまったこ
とが悔やまれます。短い時間内ではありますが、専門演習で必要と
なる「読み、書き、プレゼン」の基本は、一通り網羅しました。今
後、このような引継ぎのケースの場合、今回の経験を活かし、2人の
教員の比較的な視点を入れ、良い面を活かすようにと考えます。

演習ⅡＡ 篠﨑　香織 　経営学の基礎を広く浅く学びながら、各自の興味がどこにあるか
を探ることができた。また、履修者が模擬授業形式で自分たちの理
解した状況をみなに伝える練習をすることを通して、伝える難しさ
と工夫について会得することができた。

演習ⅡＡ 数野　昌三 　総合的に判断してこの授業に満足しましたか？という設問に対し
て、どちらかといえばあてはまるを含め、90％以上の受講生が満足
していた。特に、後期に実施される専門演習選択を見据え、興味あ
る分野を調べることができた。プレゼン能力が身についたとの意見
もあり、専門演習選択の礎となってくれれば幸甚である。ミスマッ
チをしないよう、今後も努力して欲しい。

キャリア教育支援論 谷内　篤博 全体的に4.5前後の評価が下されており、学生に対して一定の評価と
満足を与えたようである。この授業は私の専門性の高い他の授業と
異なり、専門用語が少なく、学生には分かりやい授業であったよう
である。次年度は本講義は新カリ移行に伴い、閉講される予定であ
る。

実践入門セミナー 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（4.33、4.38）、一定の効果は見られたと
思う。今後もこうした評価が得られるような授業にしたい。

実践入門セミナー 柑本　英雄 　第1回アサインメントを提出しなければならなかった4月には、ほ
とんどの受講生が、何をどのように書いていいのか迷ったのではな
いかと思います。パワーポイントを使用したプレゼンテーションが
初めての人も多かったことと思いますが、全員が報告を経験したこ
とで、他者のプレゼンを聞くフロアの役割も意識できるように考え
ました。今回は、受講生個々にアサインメントのリライトプロセス
での指導を入れることがかなわなかったので、何人かのリライト事
例を参考に、提出物の書き方を学んでもらいました。次年度は、こ
のあたりをさらに視覚化できるように工夫します。

実践入門セミナー 篠﨑　香織 　限られた回数の中で、グループワークと個人のワークを通して、
物事の捉え方、表現の仕方、論文の書き方を中心に履修した。各自
が根拠をもとにした主張ができるようになっていると感触を得るこ
とができた。

メディア・コミュニケーション論 松下　慶太 シラバスとの合致に関して、進行する中で出てきた事例など組み入
れつつ行ったが次年度以降は枠組み・理論パートの増加、すでに起
こった事例などを取り上げることで項目の数値自体は上がると考え
られるのでその辺りのバランスを考えたい。また双方向授業の工夫
として挙手やイベント参加等を参加度として組み入れた形式を取り
入れた結果、出席しているが発言しない／できない学生もいること
で参加度の得点が二極化し、クラス内で差が付いたのでそれをどの
ように調整するかを課題としたい。

人間社会学総論 広井　多鶴子,竹内　美香,山根　純佳 「あなたはこの授業をどれだけ理解できましたか」との問いに，
「時々理解できなかった」が11名，「まったく理解できなかった」
が２名との回答がでている．授業内容の改善や，授業中，後の質問
時間の確保をとおして，授業内容の理解度を深めるよう工夫した
い．

経営組織論 篠﨑　香織 　1限の授業であったが、履修者はほぼ毎回出席しており、人数も30
名程度であったため、参加型の授業をすることができた。少し難し
い概念を丁寧に取り扱うことで履修者の理解や考えるきっかけを提
起できたようである。今後も学んだことを日常の場面に照らしたと
きに、気づき、理解が深まるという流れが履修者の中にできるよう
な授業を心がけていきたい。

社会調査概論 竹内　光悦 全体的な部分では平均的であり、悪くはないのですが、社会調査系
の最初の授業としては今後の学びの動機づけとしてはいささか残念
な結果でした。この辺りは次年度以降の参考にしたいと思います。
自由回答を見ますと相互評価や積極的な発言について、好意的な意
見があり、この点は良かったと思います。調査は今後もいろいろな
ところで使いますので、ぜひ活用してください。不明な点について
はいつでも質問してください。

会計監査論 蒋　飛鴻 すべての項目が平均より大きく上回った回答結果になったため，今
後も今の授業スタイルで続けたいと思います。回答，ありがとうご
ざいました。
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現代教育論 村上　純一 　アンケート結果に対するコメントに入る前に、フィードバックが
遅くなってしまったことをまずはお詫び申し上げます。たいへん失
礼いたしました。
　さて、授業アンケートへのご回答、そして何より、約4か月間の授
業、ありがとうございました。この先も教育　－特に学校教育－
に永く接することになる方は必ずしも多くないであろう中で、学校
教育の舞台裏を知ること、児童生徒とは異なる視点で学校を捉え考
える機会を持つことを目標に授業を行ってまいりましたが、私の力
不足でご期待に添えきれないところもあったかと思います。至らぬ
点が多々ありつつも、およそ全ての受講生の方に最後までご出席い
ただけたことに改めて感謝を申し上げたいと思います。
　授業理解では、「十分に」「ほぼ」「まあまあ」を合わせるとほ
ぼ100％となり、到達目標の達成度や授業のスピードについても概ね
好評をいただけたようで、ひとまずホッとしています。授業時間外
の予習・復習に取り組んでいただく機会は必ずしも多くない方が大
勢いらしたようで、その点は反省点ではありますが、90分の授業内
に限ってみれば、真剣に教育／教育学と向き合う機会は持てていた
だけたのかなと思います。一方通行の講義になってしまう時間も多
く、集中が切れてしまう時があったというご意見も頂戴しました
が、履修者が50名を超える授業の中でいかに双方向のやり取りを増
やし、学生の主体的に学ぶ姿勢を引き出していけるかということは
今後の課題とさせていただきたいと思います。
　要改善点としては、大きく「説明の聞き取りやすさ」と「資料配
布のスムーズさ」に関して、自由記述も含めご意見を頂戴しまし
た。できるだけ早口にならないように、できるだけ聞き取りやすい
ように…と心掛けたつもりではありますが、最後まで改善しきれな
かったなと改めて反省をしています。またコメント返却・資料配布
においては一列のスムーズな流れをつくることができず、毎回混乱
をさせてしまっていたかもしれません。資料配布も含め、もっとス
ムーズでスマートな授業準備ができるようよく考えていきたいと思
います。教室の空調も寒すぎる時があって、常に快適な環境をとと保険論 中居　芳紀 「保険」が学生に身近なものでないため「少し複雑で、難しいとこ
ろがある」ようです。出席票の余白に疑問点・不明点を書いてもら
い、疑問の解消に努めましたが、もう一工夫必要なようです。「将
来に生かせる力がついたと思う」という感想は、授業の目標でもあ
り、何よりのコトバです。将来、家計の主体となる女性の視点に立
ち、一層内容の精選に努めたいと思います。

ジェンダー論 山根　純佳 予習復習時間が「30分未満」が35.8%,　「なし」が22.4%との回答結
果だった点について，授業内のレスポンスカードだけでなく，授業
外での課題の提出も課すよう工夫することにします．

産業経済論 角本　伸晃 　前期は右下肢の複雑（一部粉砕）骨折により、履修者の皆さんに
多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
　このような状況ですので、皆さんからいただいた評価と声（自由
記述）について逐一コメントすることは避けさせていただきます
が、来年度の授業準備に反映して、より分かりやすくより役に立つ
授業となるように心がけたいと思います。

民法概論 数野　昌三 　総合的に判断してこの授業に満足しましたか？という設問に対し
て、どちらかといえばあてはまるを含め80％強の受講生が満足して
いた。特に、契約について一層理解が深まった。生活する上でも民
法を知っておいた方が良いと思う。身近な問題などで考えることが
できたとの意見もあり、受講希望者には、事前・事後学習に十分時
間をとり、理解をより一層深める努力をして欲しい。

学習心理学 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。
・平均値が低い項目はQ13「あなたのこの授業に対する自己採点(成
績評価)は何ですか？」ですが、3（B）と回答した人が多いためで
す。特に問題ないと考えます。
・週当たりの平均予習復習時間が1.5時間を下回っており、学習時間
が不足しているようです。課題等を増やすことも検討します。
・声の聞き取りやすさに対してコメントがありました。平均値は3.5
以上ですので問題無いと考えますが、マイクの使用方法等には気を
つけるようにします。一方、前の方の座席なら、もっと聞きやすい
とも思います。

認知心理学 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。
・週当たりの平均予習復習時間が1.5時間を下回っており、学習時間
が不足しているようです。課題等を増やすことも検討します。

家族社会学 広井　多鶴子 7回宿題を出し、manabaに提出してもらった。そのためか、予習復習
時間が0.93hと当該区分平均の0.73hより長かった｡だが、配布資料と
説明に不満を持っている人がやや多いように思われるので、見やす
い資料を作成していきたい｡

会計学総論 蒋　飛鴻 すべての項目が平均より大きく上回った回答結果になったため，今
後も今の授業スタイルで続けたいと思います。回答，ありがとうご
ざいました。

社会調査実習Ⅰ 竹内　光悦 実習のため、自身の能力の向上を感じてもらったところは良かった
と思います。また本実習では社会での活躍を意識して、グループ
ワークや社会的な課題解決を目的としています。そのことに対して
の好意的な意見が見られたところは良かったと思います。後期も頑
張っていきましょう。

行動科学 松浦　常夫 163人という履修者のせいか、授業環境はよくありませんでした。
今後はこの科目をさらに専門的に学びたいという学生が増えるよう
に
工夫していきたいと思います。

経済発展と社会 角本　伸晃 　前期は右下肢の複雑（一部粉砕）骨折により、履修者の皆さんに
多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
このような状況ですので、皆さんからいただいた評価と声（自由記
述）について逐一コメントすることは避けさせていただきますが、
来年度の授業準備に反映して、より分かりやすくより役に立つ授業
となるように心がけたいと思います。

演習ⅣＡ 竹内　光悦 回答者が少ないので、統計的な意味での全体像はわかりかねます
が、回答状況だけをみると良かったと思います。後期も頑張りま
しょう。

情報リテラシー基礎ａ 笠原　邦子 多くの学生が「ワードやエクセルの基本操作を習得することがで
き、将来役に立つ技術が身についた」と成長を実感したようです。
私自身も、授業が進むにつれ皆さんが徐々に美しい文書を作成する
ようになりうれしく思いました。

窓側の列からプロジェクタの画面が見にくいのは昨年の学生から聞
いていたので、分かりやすい説明を心がけました。406教室に導入さ
れている授業支援ツールは教員の画面を送出すると学生自身が操作
することが出来ないので、プロジェクタ画面のみで説明を行いまし
たが、来年以降検討したいと思います。また、マイクを使っている
のに「よく聞こえない」との意見もあったので併せて学校側に確認
します。

社会に出てもワードやエクセルを使う機会は多いので、この授業で
習得した技術を活かし、活躍することを祈っています。
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ワーク・ライフ・バランス論 山根　純佳 合計７回のレポートの，２回の発表を課しましたが，予習復習時間
が「30分」と「なし」が７．５％との回答でした．復習はかなり必
要だったかと思いますが，次回のテーマのアナウンスなどをとおし
て予習時間もとれるよう工夫します．

演習ⅢＡ 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。
・なかなかヘビーな課題をしてもらいましたので、平均学習時間も
それなりに長くなっています。皆さん、なかなか頑張ったと思いま
す。

演習ⅢＡ 数野　昌三 　法律関係の検定試験にゼミ生全員合格を目指し、輪読、過去問を
実施しており、１つの目標に向け、全員で努力している。努力を継
続していこう。

演習ⅢＡ 蒋　飛鴻 回答者全員より授業に満足したとの回答のため，今後も学生と教員
の双方向的な授業を行いたいと思います。回答，ありがとうござい
ました。

演習ⅢＡ 竹内　光悦 なかなか少人数クラスの調査結果ではどのように調査結果をみれば
よいか悩みますが、頂いた回答を見る限り、みなさんの何らかのプ
ラスになったかと感じています。後期はさらに加速していきますの
で、一緒に頑張りましょう。

演習ⅢＡ 広井　多鶴子 演習で人数が少ないためか、全体として満足度が高かった｡学習時間
も、1.27hと当該区分平均の0.73hより高かった。各自勉強して演習
に望んでいた。

演習ⅢＡ 松浦　常夫 回答者が半数でしたが、満足していただき
ありがとう。

情報リテラシー基礎ａ 笠原　邦子 このクラスには「パソコンをほとんど使ったことが無い」学生もい
たので、進度を調整しました。難しいと感じた学生もいたようです
が、多くの学生が「ワードやエクセルの基本操作を習得することが
できた」と成長を実感したようです。私自身も、授業が進むにつれ
皆さんが徐々に美しい文書を作成するようになりうれしく思いまし
た。

窓側の列からプロジェクタの画面が見にくいのは昨年の学生から聞
いていたので、分かりやすい説明を心がけました。「大きなスク
リーンで分かりやすく説明してくれた」という意見もあるので、や
はり座席の違いによるのでしょうか。マイクを使っているのに「よ
く聞こえない」との意見もあったので併せて学校側に確認します。

社会に出てもワードやエクセルを使う機会は多いので、この授業で
習得した技術を活かし、活躍することを祈っています。

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。

実践キャリアプランニング 深澤　晶久 実践キャリアプランニングを履修いただいた学生の皆さんへ 

授業アンケートに沢山のコメントをありがとうございました。 
真面目で、前向きで、明るい学生と共に過ごせたことに感謝してい
ます。 

キャリアのこと、女性が働くこと、会社とは、様々なテーマがあり
ました。まもなく後期が始まります。しっかりと専門科目での学び
を深められるとともに、少し社会を意識し、アンテナを張って情報
収集に努められることをお薦めいたします。 

また、皆さんと、3年生の授業でお目にかかれることを楽しみにして
います。そして、いつでも3階のアカデミックステーションにお立ち
寄り下さい。可能なかぎりのサポートをさせていただきます。 

また、9月10日(土)の14:00～15:00まで、NHK Eテレの「TVシンポジ
ウム」で実践女子大学のことが取り上げられます。どうかご覧下さ
い。 

よろしくお願いいたします。 

大学教育研究センター 
深澤晶久

演習ⅣＡ 粟津　俊二 ・回答者数0というのは、さすがの粟津ゼミ4年生という感じです。
・問題があれば、直接言うだろう、と思ってます。

演習ⅣＡ 数野　昌三 　卒業論文完成へ向け、一丸となり、努力していこう。家で考える
のみでは進行しない。図書館或いは研究室での資料検索を行うた
め、前期以上に後期は、研究室へ来室することが望まれる。

演習ⅣＡ 蒋　飛鴻 回答者全員より授業に満足したとの回答のため，今後も学生と教員
の双方向的な授業を行いたいと思います。回答，ありがとうござい
ました。

演習ⅣＡ 広井　多鶴子 卒業論文の作成をめざして、各自発表を行なった｡満足度は当該区分
平均より高かったが、教員の説明が長くなり、学生同士が議論しあ
うような場になかなかならなかったことが、不満の一員になってい
るのではないかと思われる｡

演習ⅣＡ 松浦　常夫 回答者が少なかったのですが、満足度が高いということで
引き続いて卒論に向けた指導をがんばりたい。

情報リテラシー基礎ａ 柳田　京子 アンケートの分析結果と、『Word、Excelの基本的な操作が身につい
た』『パソコンに対する苦手意識が薄れた』『ほかの授業でもパソ
コン操作がスムーズにできた』等の記入から判断して、この授業の
目的はほぼ達成できたと思われます。
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