
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
介護支援基礎論 柏崎　秀子 　介護等体験に向けて、必要な知識と心構えを身につけることがで

きたと感じた学生や介護等体験への意欲を述べた学生もいて、自己
成長が実感できたとされた点は一定の評価ができる。だが、授業の
進むスピードと資料のわかりやすさの点でさらなる改善が求められ
ていることがうかがわれた。扱う内容を取捨選択して主要な項目に
絞ることで、時間の余裕が作れるようにしたい
　なお、質問への回答の仕方に関する自由記述があったが、学生
は、考えさせるような回答よりも、すぐに具体的な答えが返ってく
ることを期待しているのかもしれないと感じた。今後、考えさせる
回答をする際はその意図も説明し、すぐに答えを示す回答も含める
ようにして、両者のバランスをとるようにしていきたい。

教育方法・技術論 宮脇　郁 　わかりやすい授業を心がけていますが、おおむねわかりやすかっ
たようでよかったです（設問7,9）。また、授業の満足度もまずまず
高いのもよかったです（設問14）。ただし、授業の理解度が90％未
満なので（設問4）、これが90％以上になることを目指していきたい
と思います。
　受講生の皆さんがある程度自分の成長を実感できたというのもう
れしいことです（設問11）。この授業を通して、皆さんが教師にな
るという目標に少しでも近づけるようにサポートしていきたいで
す。

教職実践演習（中・高） 菅沢　茂 履修者数29名中、1名のみの回答でしたが、
双方向授業、分かりやすい説明の点で、次年度に向けて改善したい
と思います。

教職研究ａ 清田　夏代 履修者の少ない授業であったため、履修者にとっては課題が多く大
変だったと思うが、本当によくこなしてくれたと思う。いただいた
授業評価の結果は、ひとえに履修者の優秀さに負うものであると感
謝している。

教育相談 櫻井　成美 昨年度の授業との比較を通して、改善された点としては、学生の予
習復習の時間が増加したこと、また教員が双方向授業の工夫を行っ
たことが挙げられます。また、改善が必要な点としては授業の欠席
回数がやや多い学生がいたことが挙げられます。今年度の結果を踏
まえ、来年度も引き続き、主体的で双方向的な学びを得られるよう
な授業の工夫を行うことを通し、学生が教育相談にかかわる問題に
より深い関心を持ち、教育現場で生徒や保護者に接する際に役立つ
実践的な知識や技能が身に着くように努力していきたいと思いま
す。

教職研究ｅ 菅沢　茂 履修者4名中、2名からの回答でした。
15回の授業をとおして、論作文や面接において、全員の学力向上に
著しいものがありました。
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、授業の目
的が十分に達成できたと考えます。

国語科教育法（４） 渡邊　重人 設問13「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？」の当該科目平均が全体平均をやや下回っていました。この点
については、授業時の作業や提出物のフィードバックを充実させる
ことで、自己に対する評価を高めることができるよう改善を図る予
定です。

国語科教育法（１） 渡邊　重人 設問２「あなたのこの授業における週あたりの予習復習時間（レ
ポート課題等含む）はどれくらいでしたか？」の当該科目平均は
「１．０４ｈ」でした。全体平均よりは高かったものの、十分では
ない結果といえます。教材研究、学習指導案づくりについて、一気
呵成に仕上げるのではなく、分割して段階的に取り組めるよう改善
を図る予定です。

介護支援基礎論 柏崎　秀子 　評定値から、自己採点値や今後さらに専門的に学びたいと感じた
学生が多く、シラバス一致度や進行スピードや声の聞き取りやすさ
も高めと、おおむね良好であったと思われる。知識を深めることが
でき、教員になるために必要な考え方や人との接し方を学べた、と
コメントした学生もおり、目標が達成できたと思われる。
　今年から学修時間の確保の一環で、予習に多くの時間を割くよう
な進め方にしたが、達成感を感じる者と負担を感じる者とがいて、
予習の分量について再検討してみたい。
　自由記述で、多少きつく問い詰める場面があったとの記述が見ら
れたが、高齢者疑似体験で装具を装着する際のことだと思われる。
装具であえて身体的な不自由さを作り出して高齢者の身体状況を疑
似体験する学習であったが、不自由な状態になることで危険が伴う
ため、装着方法を順に一緒に確認しながら進んでいたにもかかわら
ず、自己ペースで先に進めていたので注意したのだが、もしなぜ強
く注意したかいまだにわからなかったとしたら、甚だ残念である。
この授業は学外に出て活動するための準備学習であり、学外へ出る
態度も修得する。学外の活動では未知のことも多く、ほとんど接し
たことがない障害者や高齢者と接するため、体験先の指示に従って
安全を確保することは必須なので、是非、来年度の学外活動までに
は態度をしっかりと身につけてほしいと切に願う。
　ちなみに、それを機に小さめ教室に変更した。それまで使用して
いた教室は人数の割には大きめで、教師の目が届きにくく、学生も
授業への参与感が薄くなりがちではと考えたためである。その後の
様子からは、小さめの教室で物理的距離を狭めたことで、密な感覚
になり参与感が高まったのではないかと思われる。
　これら学生の現状に鑑み、これまで以上にきめ細かく噛んで含め
るように態度面の指導をしていこうと改めて認識した。

［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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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

英語科教育法（１） 中山　誠一 シラバスの内容と板書について少し改善の余地があると感じまし
た。来年度の授業には今回の教訓を生かしていきたいと思います。
授業はほぼ英語で行いましたが，内容がかなり高度であるに加え英
語による授業にもかかわらず，皆さん真摯に取り組まれていまし
た。ありがとうございました。

英語科教育法（４） 中山　誠一 授業内における説明について少し改善が必要かと感じました。授業
はほとんど英語で行いましたが，今後は話すスピードと使用する語
彙にもう少し注意をしたいと思います。内容が高度でかつ英語によ
る授業でしたが，皆さん真摯に取り組まれ，模擬授業でもほとんど
の皆さんが英語で取り組まれていた姿に感銘を受けました。ありが
とうございました。

教育方法・技術論 宮脇　郁 　わかりやすい授業を心がけていますが、おおむねわかりやすかっ
たようでよかったです（設問7,9）。また、授業の満足度もまずまず
高いのもよかったです（設問14）。ただし、授業の理解度が90％未
満なので（設問4）、これが90％以上になることを目指していきたい
と思います。
　受講生の皆さんがある程度自分の成長を実感できたというのもう
れしいことです（設問11）。この授業を通して、皆さんが教師にな
るという目標に少しでも近づけるようにサポートしていきたいで
す。

教職実践演習（中・高） 清田　夏代 履修者に比して回答者が少ないが、次年度の授業運営改善の参考に
したいと思う。

教職実践演習（中・高） 菅沢　茂 履修者17名中、7名の回答でした。
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は良好であり、参加者全員が
演習資料の作成や発表に積極的にかかわり、授業の目的は十分に達
成されたと思います。

教育方法・技術論 宮脇　郁 　わかりやすい授業を心がけていますが、おおむねわかりやすかっ
たようでよかったです（設問7,9）。また、授業の満足度もまずまず
高いのもよかったです（設問14）。ただし、授業の理解度が90％未
満なので（設問4）、これが90％以上になることを目指していきたい
と思います。
　受講生の皆さんがある程度自分の成長を実感できたというのもう
れしいことです（設問11）。この授業を通して、皆さんが教師にな
るという目標に少しでも近づけるようにサポートしていきたいで
す。

児童・生徒栄養教育論（２） 白尾　美佳 児童生徒栄養教育論（２）の中で、45分の授業ができるようにな
り、4年次の栄養教育実習につなぐことができるようになったかと思
います。実際の子どもたちの前で、実力が十分に発揮できることを
期待しています。

教職実践演習（栄養） 清田　夏代,白尾　美佳 教職実践演習では、教育実習を修了し、教員としての資質がそな
わったかどうかが問われます。これから、履修者の皆さんがたが社
会で活躍されることを期待しています。

教育制度（栄養） 清田　夏代 アンケートの集計結果については、概ね納得している。今年は初回
だったので、当初予定していたシラバスを、授業運営の流れで若干
修正したが、次年度は今年のものを踏まえてよりよい授業づくりを
していこうと考えている。学生の履修状況については、大変高く評
価している。

教育方法・技術論（栄養） 柏崎　秀子 　この授業では、授業設計の基本知識を学んだ上で、実際に自分達
で教材を作成してもぐ授業を行うことを通して、授業の設計の仕方
を体験的に学べることを目指した。授業の内容と方法に関してどの
項目も平均をやや上回る結果となり、説明や資料等のわかりやすさ
や双方向性なども含めて、おおむね現状でよいことがわかった。
　やはり、実際に授業をやってみることで、授業実施には事前準備
や授業構成の検討や教材作成・使用など様々な点を考える必要があ
ることを実感したり、どうすれば効果的に相手に伝えることができ
るかという伝え方の視点も重要であると認識したりと、体験的な気
づきが多く得られたことがうかがわれる。
　学生の提出物等からは、授業の指導過程が思ったほど十分には認
識されていないようであったため、指導過程ということをこれまで
以上に強調すべきだと感じた。
　今後も、理論を活用して体験的に学べる授業となるよう工夫して
いきたい。

道徳教育指導論（栄養） 清田　夏代 回答者が少ないが、授業評価の結果については概ね納得している。
Q5,Q6について、課題が残るが、今後またこの科目を担当することが
あれば、改善を心がけたいと考える。

教育原理（栄養） 菅沢　茂 履修者29名中、14名からの回答でした。
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、この授業
の目的は十分達成できたと考えますが、グループ討論と発表の形
式、3分間スピーチの時間区分の設定など、さらに改善していきたい
と考えます。教育用語を分かりやすく説明するよう心掛けます。

教育課程論（栄養） 菅沢　茂 履修者29名中、14名からの回答でした。 
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、この授業
の目的はほぼ達成できたと考えますが、グループ討論と発表の形
式、3分間スピーチの時間区分の設定など、さらに改善していきたい
と考えます。配布資料の簡素化と分かりやすさに心掛けます。
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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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教育方法・技術論① 柄本　健太郎 本授業は，教職課程において「理論に基づいた授業の設計・実施・
改善を，ICTを用いて実践できること」を目標に，学習指導案の作
成，模擬授業の実施，ICTの活用を具体的な課題としていました。
(1) 教育効果の向上を目的として実施した工夫や取り組み等
本授業では教育効果の向上のため，以下のような工夫や取り組みを
行っていました。
・グループワーク：「同僚と話すように」という状況を設定し，目
標を明確にした上でグループワークを多く導入しました。導入によ
り，他者の作成物を見る機会を得たり，他者と相互に評価し合う機
会を得たりすることで，自分の制作物を客観的に見る力を得ること
に加え，建設的な議論を行う力を得ることを狙いました。
・大福帳の活用：15回分をA4で１枚にまとめ，学生の毎回の書き込
みに教員がコメントを返すとともに，匿名性に配慮した上で，必要
に応じ内容を授業冒頭やMANABA上で学生と共有しました。大福帳の
導入により，授業の楽しさ・内容理解・教員との信頼関係の３点を
向上させる効果を狙いました。
・電子黒板の体験：１回分の授業の中で，電子黒板と通常の黒板の
両方を同時に体験してもらいました。体験により，二種の黒板に少
しでも慣れ，教具の特徴を活かした使い分けの力を促進させる効果
を狙いました。
・その他の工夫：指導案と授業の改善チェックシート，タイマーで
の時間管理
(2) 学生の要望に対する対応（フィードバック）等
本授業では，対面や大福帳から要望を随時得ることで，即時もしく
は次回授業までに対応しました。

教育方法・技術論② 柄本　健太郎 (3) 学生からの授業評価
授業アンケートの「総合的に判断してこの授業に満足しました
か？」という問いに対しては，アンケートに回答した13名中７名が
「とてもよくあてはまる」と回答し，残り6名が「どちらかといえば
あてはまる」と回答したため，全体的に，概ね満足度が得られたと
考えられます。
また，成長を実感した面については，「授業設計」「学習指導案の
作成」「指導の際に意識するポイント」に関すること等について，
回答を複数得ました。「授業を受けて良かったことや改善を希望す
る点」については，模擬授業がよい経験になったことが回答として
挙げられました。

教育原理 菅沢　茂 履修者22名中、11名からの回答でした。
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、この授業
の目的はほぼ達成できたと考えますが、グループ討論と発表の形
式、3分間スピーチの時間区分の設定など、さらに改善していきたい
と考えます。

介護支援基礎論 柏崎　秀子 　各評定値はおおむね平均と同じで一定の評価を得た。高齢者、障
害者など普段は接する機会が少ない人達を理解し、体験や介護に必
要な点・注意点を学ぶことができたと思った学生や、次年度に実施
する介護等体験への不安が授業で学ぶことで解消し、自信がついて
楽しみさえ感じるようになった学生がいて、教員としても授業の目
的が達成できた喜びを感じた。
　今年から学修時間の確保の一環で、予習に多くの時間を割くよう
な進め方にしたが、達成感を感じる学生と負担を感じる学生とがい
たようで、予習の分量ややり方について再検討してみたい。授業の
最後にまとめ問題を実施することについては、よい復習になったと
思う学生がいる一方で、時間的な余裕のなさを感じる学生もおり、
授業で扱う内容を取捨選択することで、時間的な余裕が持てるよう
にしたい。
　また、予習分の確認速度に関するコメントがあったが、確かに、
予習の確認のためほぼ皆できている前提で簡単に済ませ、より多く
の時間を授業内の学習活動に割くようにしたのだが、予習状況に
よっては確認しきれない者がいるとわかり、学生にはしっかりと予
習することを期待するとともに、教員側も学生の状況に応じてより
きめ細かい対応もとるようにしていきたい。

教職実践演習（中・高） 清田　夏代 授業評価の集計状況については、概ね納得している。次年度は今年
度の状況を踏まえ、よりよい授業運営を心がけていきたい。

家庭科教育法（１） 高橋　桂子 今年度１回きりの代打としての講義であった。平均得点にすると平
均的だが、学生さんの自由記述「改めて家庭科は面白いと感じるこ
とができ、教員になりたいという思いが強くなったので受けて非常
に良かった。」、「パワーポイントの作成や質疑応答に対する対応
ができるようになった。」、「授業をするということを以前よりも
わかるようになった。教師に必要な力を知ることができた。」や
「先生の私たちの発表に対するツッコミが適切で他のグループのも
含めて毎回勉強になっていました。」などから、授業の狙いを適切
に理解し、自分のものにしてくれた学生さんもいることがわかり、
教員としても満足な講義であった。「後ろの方は聞きづらい」とい
うコメントもあった。講義した教室にはマイクがなかった。地声が
大きいから大丈夫かと思っていたが、やはり聞きづらかったらし
い。すべての講義でマイクを通して講義しよう。
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教職実践演習（中・高） 柏崎　秀子     学生の自己評価には達成感がみられ、これまでの学びを振り返
り自分自身の改善点やより良い授業の構想などを知ったり、教員と
しての心構えや生徒や保護者との接し方を具体的に学ぶことができ
た、などの自由回答があることから、授業の目標が達成できている
ことうかがわれる。
    ただ、この授業の内容と方法については、全体の値よりもやや
低めの結果となったことから、4年次科目といえども、もっとわかり
やすさを重視した対応をするようにしたい。

教育方法・技術論 宮脇　郁 　わかりやすい授業を心がけていますが、おおむねわかりやすかっ
たようでよかったです（設問7,9）。また、授業の満足度もまずまず
高いのもよかったです（設問14）。ただし、授業の理解度が90％未
満なので（設問4）、これが90％以上になることを目指していきたい
と思います。
　受講生の皆さんがある程度自分の成長を実感できたというのもう
れしいことです（設問11）。この授業を通して、皆さんが教師にな
るという目標に少しでも近づけるようにサポートしていきたいで
す。

教育原理 清田　夏代 履修者に対し回答者が少ないが、結果については概ね納得してい
る。次年度授業運営改善の参考にしたい。
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