
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
発達・学習理論 柏崎　秀子 子供の発達や学習の課程を知ることができたり、説明が分かり易く

理解して取り組めたり、と前向きな意見が見られ、今後も一層、内
容が理解できる授業を心がけていきたい。なお、映像教材を示して
理解を助ける工夫をしているが、映像を解説しようと一時停止する
ことがかえってわかりずらくしているようで、今後は映像の見せ方
を再考したい。

教育実習Ａ 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教職の理論的模
擬的な指導技術や方法について理解し、実習を通して学校現場の学
習指導や生活指導法について実践的指導力を習得することでした。
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、本授業の
目的は達していたといえます。毎回の授業で、時事問題についての3
分間スピーチをおこない、こちらが用意した課題についてグループ
討論と発表を行い、全員模擬授業をおこないましたが、履修者も多
く時間配分が不十分でした。今後は授業展開について、タイマーを
使うなどしてさらに工夫します。

教育実習Ｂ 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教職の理論的模
擬的な指導技術や方法について理解し、実習を通して学校現場の学
習指導や生活指導法について実践的指導力を習得することでした。
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、本授業の
目的は達していたといえます。毎回の授業で、時事問題についての3
分間スピーチをおこない、こちらが用意した課題についてグループ
討論と発表を行い、全員模擬授業をおこないましたが、履修者も多
く時間配分が不十分でした。今後は授業展開について、タイマーを
使うなどしてさらに工夫します。

道徳教育指導論 山田　佳子 DVDや朗読資料、他の読み物資料の配布等で実際に道徳の授業をどう
進めるかを理解してほしいと思い、講義を進めました。アンケート
で自分自身の成長を実感した、さらに学びたいが100％であることを
嬉しく思います。講義に積極的に参加した成果だと思います。私の
反省点は、「時々理解できなかった」「予習復習時間が不足してい
る」ことです。さらに工夫をしたいと思います。難しかった面もあ
るレポートは、全員の人が趣旨をよく理解し、良いレポートになっ
ていました。教師になった時に、生徒と共に考える道徳の授業をで
きるように努力してください。

教育課程論 清田　夏代 　レーダーチャートの結果については、概ね納得している。今年度
はアクティブ・ラーニング等の手法をなるべく取り入れる工夫を
行ったが、授業の後半はやはり多くの内容をこなすために講義部分
の割合が多くなってしまったことが反省点である。今後、いっそう
工夫していきたい。最終のレポート課題については、時数が4000字
以上を義務づけたが、概ねよく書けている学生が多かったと思う。

英語科教育法（２） 津田　ひろみ アンケートの解答が少なく残念でした。前期は政府の方針変更など
も影響し、履修者数が予想外に少なかったため、授業予定がぶれて
しまい申し訳ありませんでした。厳しいというご指摘もあります
が、教育実習も現場もそれほど安易に臨めるものではありません。
発表の準備も模擬授業の準備ももっと気合を入れて行ってくださ
い。後期はみなさんが自信をもって教育実習に臨めるよう、私も指
導の仕方を工夫します。お互いに高め合えるような授業を力を合わ
せて作っていきましょう！

発達・学習理論 宮脇　郁 わかりやすい授業を第一に心がけていますが、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）。ただし、授業の理解度は
80％程度ということなので（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。
自由記述の回答によると、映像教材や心理テストが好評でした。今
後もこのような多用な教材をできるだけたくさん使用していく予定
です。

道徳教育指導論 山田　佳子 DVDや朗読資料、他の読み物教材の配布、授業内容の工夫などを行
い、道徳の授業をどう進めるかを理解してほしいと思い、講義を進
めました。アンケートの結果で、「講義内容が理解できた」「双方
向であった」などに良い評価をもらい、やったかいがあったと思っ
ています。反省することは、講義の時間以外に学べるように、予習
復習する内容の指示が必要だったことです。教師になった時に、生
徒と共に考える授業ができるように、今後も道徳について学び続け
てほしいと思います。レポートも新しい道徳のことで難しい面もあ
るかと思いましたが、皆さんよく書けていました。頑張ってくださ
い。

教育課程論 山田　佳子 自分で調べ発表することを大切にしたつもりでしたが、予習復習時
間が全体的に2時間未満が多いことをまず反省し、主体的に教育課程
を学ぶ態度を身につけられるように工夫します。教育課程は、教師
になった時に、編成に関わるので、今後も学び続けてほしいと思い
ます。

道徳教育指導論 山田　佳子 DVDや朗読資料、他の読み物教材の配布等で実際に道徳の授業をどう
進めるかを理解してほしいと思い、この講義を行いました。学習指
導要領の歴史や「特別の教科道徳」の趣旨の理解は、難しい面もあ
るかと思いましたが、学生は理解に努めてくれて、最後のレポート
は自分の感性を生かした良いものが多かったです。教師になった
時、生徒に考えさせる道徳の授業ができるよう、これからも努力し
てください。

発達・学習理論 柏崎　秀子 全体的にも個々の内容と方法についても平均ないし平均を上回って
おり、おおむね評価されていたと思われる。毎回、学生同士の話し
合いの時間をとるように心がけたことについて、学生からも考える
機会ができて理解が深まった、と捉えてもらえたようで、今後も学
生自身が考えられるような取り組みを続けていきたい。一方で、落
ちる学生がいることから、落ちない授業計画を、との意見もあった
が、資格取得の要件科目という性質上、教育上の配慮はしつつも、
水準を維持することも求められる点を学生にも理解してもらいた
い。なお、予習・復習を具体化し徹底したたためか、例年よりも合
格率が高まっているので、きめ細かい教育を続けていきたい。

教育実習Ａ 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教職の理論的模
擬的な指導技術や方法について理解し、実習を通して学校現場の学
習指導や生活指導法について実践的指導力を習得することでした。
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は良好であり、本授業の目的
は達していたといえます。毎回の授業で、こちらが用意した課題に
ついてグループ討論と発表を行い、全員模擬授業をおこないました
が、履修者も多く時間配分が不十分でした。今後は授業展開につい
て、タイマーを使うなどしてさらに工夫します。

教育実習Ｂ 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教職の理論的模
擬的な指導技術や方法について理解し、実習を通して学校現場の学
習指導や生活指導法について実践的指導力を習得することでした。
分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、本授業の
目的は達していたといえます。毎回の授業で、時事問題についての3
分間スピーチをおこない、こちらが用意した課題についてグループ
討論と発表を行い、全員模擬授業をおこないましたが、履修者も多
く時間配分が不十分でした。今後は授業展開について、タイマーを
使うなどしてさらに工夫します。
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科目名 担当教員名 教員からのフィードバック
［2016（前期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック

美術科教育法（２） 梶浦　聖子 美学美術史学科の学生が実際に中学校・高等学校で美術科の教員に
なる時に役立つ情報を網羅的に取り入れた、実践的な授業を志し
た。美術の授業での絵やデザイン、彫刻などの具体的な指導法、素
材の選び方、道具の使い方などの説明、また、実際にカッターで鉛
筆を削ってみたり、ブロンズ粘土を少量ずつ配って素材について意
見を交換したり、モビールを制作しながら指導案を書いたりした。
毎回の授業に即した資料を、実際に中学や高校で使用されている美
術の教科書や資料集、造形の技法書、画集など幅広い本からピック
アップして配布したところ、とてもよい反応が得られた。興味をひ
きつけられるよい資料を提供できるよう、日頃から教員自身が多く
を見て学び続けなければならないと感じた。実践の中高の美術の授
業を見学したのが、よかったとの意見を多くもらった。来年の教育
実習を前に現場の雰囲気を垣間見れたのではないかと思う。

児童・生徒栄養教育論（１） 白尾　美佳 さらに、45分の授業ができるように目指しましょう。
発達・学習理論 宮脇　郁 わかりやすい授業を第一に心がけていますが、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）。ただし、授業の理解度は
80％程度ということなので（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。
自由記述の回答によると、映像教材や心理テストが好評でした。今
後もこのような多用な教材をできるだけたくさん使用していく予定
です。

発達・学習理論 柏崎　秀子 　全体的にはおおむね平均程度だったが、個々の内容と方法は再考
が必要だと感じた。多くの基礎知識を取り上げるために、シラバス
通りに進ませることがかえってスピードが速いと思わせてしまった
ようで、取り上げる内容を取捨選択して時間をかけることも考えて
いきたい。いろいろと伝えたい思いが募りがちだが、時間内に収め
る努力もしていきたい。毎回、小課題を課してフィードバックも返
しているが、コメントの文字が読みずらいようなので、読みやすい
文字を書くよう気を付けたい。
　この授業によって、子供の発達への理解が深まったと、前向きに
捉えている点も見られたことから、上記の点を改善して今後も一層
尽力していきたい。

教育課程論 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教育課程の意義
とは何かについて簡潔に答えられ、もし一校を任せられたとしたら
自分はどんな学校をつくり、どんな生徒をつくるかを考えられるこ
とでした。分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であ
り、本授業の目的は達していたといえます。毎回の授業で3分間ス
ピーチをいれ、こちらが用意した課題についてグループ討論と発表
を行いましたが、履修者数も多く全員に十分な時間がとれませんで
した。今後は授業展開について、タイマーを使うなどしてさらに工
夫します。

教職入門 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教職の意義や教
師の基本的な職務について簡潔に答えられ、教職に挑戦しようと決
意することでした。分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は良好で
あり、本授業の目的は達していたといえます。毎回の授業で時事問
題についての3分間スピーチを入れ、こちらが用意した課題について
グループ討論と発表を行いましたが、時間配分が不十分でした。今
後は授業展開について、タイマーを使うなどしてさらに工夫しま
す。

道徳教育指導論 山田　佳子 授業に意欲的に、積極的に参加してくれて大変やりがいを感じた時
間でした。DVDや朗読資料、他の読み物資料の配布、講義内容の工夫
などを行い、実際に道徳の時間を進められることを目標に講義を進
めてきました。欠席も少なく、自分の成長を実感できたことを嬉し
く思います。ただ、私の反省点としては、皆さんに「授業内容を理
解できなかった」面もあったという点です。今後も工夫し努力をし
たいと思います。皆さんも、これからも頑張ってください。

教育課程論 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教育課程の意義
とは何かについて簡潔に答えられ、もし一校を任せられたとしたら
自分はどんな学校をつくり、どんな生徒をつくるかを考えられるこ
とでした。分析結果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であ
り、本授業の目的は達していたといえます。毎回の授業で3分間ス
ピーチをいれ、こちらが用意した課題についてグループ討論と発表
を行いましたが、時間配分が不十分でした。今後は授業展開につい
て、タイマーを使うなどしてさらに工夫します。

発達・学習理論 柏崎　秀子 全体的にも内容と方法についても、おおむね平均程度であり、一定
の評価が得られたと思われる。多くの理論を取り上げるため、理論
の学習が空虚にならないよう、極力、理論を学生自身と重ね合わせ
られるように気を配った点について、学生からも自分と照らし合わ
せながら学べることができたとか、集中できる環境作りがされてい
てよかったなどと、感じてもらえたようで、今後も続けていきた
い。映像教材で視覚的にも理解できるよう心がけた点も、動画を見
ることで理解が深まったと感じてもらえたようであり、引き続き、
映像教材を活用していきたい。さらに、子供の年代による違いを知
り、見方が変わった、との学習成果を述べてくれた学生もいて、授
業テーマの本質が伝わったようで、遣り甲斐を感じた。
　なお、成績評価ではテストだけでなく授業態度も見てほしい、と
の意見もあったが、資格取得のための要件科目という性質上、テス
トによる水準の維持がまずは求められることを理解してほしいが、
水準をクリアしたうえで、個々の授業への取り組み姿勢も加味して
評価しているので、その点を学生にもよく伝えていくようにしたい
と思った。

道徳教育指導論 山田　佳子 DVDや朗読資料、他の読み物教材の配布や学習内容・方法等の工夫
で、道徳の授業をどう進めるかを理解してほしいと思い、講義を進
めてきました。皆さんが意欲的に、真面目に取り組んでくれたこと
を嬉しく思います。授業内容がほぼ理解できたということですが、
学習指導要領の歴史や「特別の教科道徳」などは、どうだったで
しょうか。ただ、レポートがどの人もよく書けていたので、皆さん
の努力に感心しました。私の反省点は、予習復習の時間の設定が不
十分であったことです。この講義を通じて成長を実感してくれたよ
うですが、教師になったら、生徒と共に考える道徳の授業をできる
ように、努力して、沢山の生徒の笑顔に出会ってください。皆さ
ん、これからも頑張ってください。

教育実習Ａ 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教職の理論的な
指導技術や方法について理解し、実習を通して学校現場の学習指導
や生活指導法について実践的指導力を習得することでした。分析結
果を見ると、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、本授業の目的は
達していたといえます。毎回の授業で、時事問題に関する3分間ス
ピーチを行い、こちらが用意した課題についてグループ討論と発表
を行いましたが、時間配分が不十分でした。今後は授業展開につい
て、タイマーを使うなどしてさらに工夫します。
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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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教育実習Ｂ 菅沢　茂 本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教職の理論的な
指導技術や方法について理解し、実習を通して学校現場の学習指導
や生活指導法について実践的指導力を習得することでした。分析結
果を見ると、参加姿勢や理解度は良好であり、本授業の目的は達し
ていたといえます。毎回の授業で、時事問題に関する3分間スピーチ
をおこない、こちらが用意した課題についてグループ討論と発表を
行いましたが、時間配分が不十分でした。今後は授業展開につい
て、タイマーを使うなどしてさらに工夫します。

発達・学習理論 宮脇　郁 わかりやすい授業を第一に心がけていますが、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）。ただし、授業の理解度は
80％程度ということなので（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。
自由記述の回答によると、映像教材や心理テストが好評でした。今
後もこのような多用な教材をできるだけたくさん使用していく予定
です。
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