
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業改善等に関する報告書（平成２９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。 

 



［2017（前期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック
  コース名  教員名  教員からのコメント
発達心理学ａ 前川　真奈美 授業アンケートにご協力くださり誠にありがとうございました。

授業中に，受講生の皆さまが積極的に疑問点や不明点をコメントシートにご
記入くださったおかげで，授業の内容を一層深めていくことができたように
思います。ありがとうございました。
アンケートの結果を拝見すると，私の説明が分かりにくいと感じた方もい
らっしゃったようですね。
次年度は，皆さまが初めて耳にする用語や少し難しい理論の説明を工夫し，
より理解しやすく興味をもっていただける内容にできるよう努めます。

フランス語１ａ 藤井　陽子 この授業の目的は、フランス語の簡単な表現を学び、フランス文化に対する
理解を深めることでした。授業の感想や試験結果などからも、フランス語の
習得に意欲的に取り組んでいることがよくわかりました。より分かりやすい
授業になるよう努力したいと思います。

比較文化論ａ マルチェフ，ミレン・アンゲロフ 今回の試験問題（1から10まで）の正解を参照ください。問題によってさま
ざまな言い方がありえますが、以下と同様な回答なら正解と見なします。

1. （ジャンプする黒人）　ご音階に対する人間の本能についての話
2. 「国と国の文化を比較したときに、白黒の世界ではなく、相対的
   な違いが多い。」
3. ピーマン焼き器
4.（お辞儀）　オバマ大統領
5. (温泉での）　外国人お断り
6. （シーナ・ アイアンガーの「X が多ければ多いほど最高の決断
    をする確立が上がる」）  X = 選択肢
7. （イルカと牛の写真）　「可哀想な動物はイルカ以外にもあるの
    ではないか」
8. （羊と睡眠、文化比較の落とし穴）  「日本人がではなく、世界
    中の人にとってもこの方法ではうまく寝られません。昔の日本
    には羊がいなかったとか、羊の群れに馴染みがないというよ
    うな話はもっともらしいのですが、睡眠そのものにはあまり
    関係ありません。」
9. （絵画）  「ロシアのビーナス」
10. 「ハイカルチャー」とは、学問、文学、美術、音楽など人類が
    生んだ文化うち、その社会において高い達成度を示している
    と位置づけられたもの。 「ハイ・コンテクスト・カルチャー」
    はその社会において共通の知識や暗黙了解の度合いが比較
    的多く、「ロー・コンテクスト・カルチャー」に比べ、物事を
    それほどはっきり言わなくても意味や気持が伝わる。

現代倫理学ａ 安中　隆徳 聞きなれない話も多く、戸惑っているようすも見られましたが、熱心に聞い
ておられる学生さんも目に付きました。
後期には、かなり聞きなれたためか、（前期で捕らえるのに苦戦していたの
に）理解の十分いきとどいた答案になっている例が、例年、（特に倫理学で
は）多く見受けられています。こちらも、それを、期待しております。

児童文学論ａ 中川　理恵子 「具体的に成長を実感したこと」、や、「自由記述欄」を拝見すると、授業
に興味を持ち、さらに内容を自身で深め、活かしていこうという姿勢がみら
れ大変うれしく思います。しかし、うまく興味を持てない履修者もいたよう
でした。板書についても、授業内で説明しましたが、よかったという意見
と、反対の意見がありました。
今後は、興味を持ちづらいと感じる学生が、児童文学についての知識や考え
方を学ぶことが、今の生活とどのような結びつきがあるのか、といったこと
をもう少し丁寧伝えていきたいと考えます。

フランス語２ａ 藤井　陽子 履修人数が少なかった分、準備学習が大変だったでしょうが、意欲的に取り
組んでいました。内容がより高度になりましたが、勉強方法を工夫して確実
にフランス語能力をつけていると思います。

インターンシップ演習 行実　洋一 全体的に満足度の高いバランスの取れた評価となっていますので、次年度も
引き続き現在の形をベースに授業運営を行っていくのがいいと思います。
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［2017（前期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック
  コース名  教員名  教員からのコメント
倫理学入門ａ 岡部　英男 ○小テストを授業2回に1回のペース、合計7回実施した。小テストを書くた

めには、授業でしっかりノートをとる必要があるので、大半の学生では授業
への取り組みの向上が見られたと思われる。出来のあまり良くない学生も本
年はほとんどいなかった。アクティブ･ラーニングの一環として、グループ･
ディスカッションを行うことを試みたが、一人で考えて小テストを書きたい
という学生が多く、グループ･ディスカッションへの多くの学生の積極的参
加は得られなかった。テーマの選択など工夫が必要であった。
○初回の授業、および試験の直前に、試験にはインターネットなどで容易に
調べるだけでは不十分な問題も出題される旨を注意しておいたので、試験で
は見当違いの答案はほぼなかった。
○小テストのフィードバックについては、小テストの解説を次回の授業の始
めに前回の授業の復習をかねて行った。今年度はフィードバックも十分行え
たと思う。
○試験は、今年度は最終回(15回目）の授業時に行った。14回目の授業で試
験をし15回目の授業では試験のフィードバックを行った昨年のように、試験
を受けても15回目の授業を欠席して失格となるようなことは避けられた。

○授業の難易度については、「十分に理解できた」が18％、「ほぼ理解でき
た」が54％、「まあまあ理解できた」が22％であった。授業のスピードにつ
いては、「適切」が42％、「どちらかといえばあてはまる」が38％であっ
た。授業のわかりやすさについては、「とてもよくあてはまる」が56％、
「どちらかといえばあてはまる」が32％であった。板書の分かりやすさにつ
いては、「とてもよくあてはまる」が38％、「どちらかといえばあてはま
る」が38％であった。声や言葉の聞き取りやすさについては、「とてもよく
あてはまる」が44％、「どちらかといえばあてはまる」が48％であった。授
業の満足度については、「とてもよくあてはまる」が36％、「どちらかとい
えばあてはまる」が40％であった。どの項目についても大半の学生から肯定
的な回答が得られていると思われるが、いっそう分かりやすい授業を心がけ
たい。
○学生による自由記述の回答がなかったのは残念だが、授業を通じて自分の
成長を実感できたについて、「とてもよくあてはまる」が40％、「どちらか
といえばあてはまる」が44％であったので、ほぼ学生の希望に沿えていると
思われる。

社会思想史ａ 安中　隆徳 聞きなれない話も多く、戸惑っているようすも見られましたが、新しい話題
を手がかりに、関心の世界を広げるようにしましょう。
さらに、テレビや新聞からだけでなく、（新しく出た新書など）書物にかじ
りつく態度が、むしろ、とてもよい予習・復習になると思います。

ＴＯＥＩＣリーディング 市毛　洋子 学生の基本的知識の確認ができていなかったようです。何が足りないのか、
学習するべきなのかをより深く把握しそれに合わせた授業内容を準備する必
要があると思います。

児童文学論ａ 中川　理恵子 レーダーチャートを見ると、全体的にはわかりやすい授業になっていたかと
思います。「具体的に成長を実感したことについて」の欄をみると、もう少
し積極的に授業に興味を持てるようにしたいと考えます。
児童文学の歴史や、昔話について学ぶことは、現代の社会にも様々な示唆を
与えることであることを丁寧に伝えていきたいと思います。

現代の哲学ａ 岡部　英男 ○小テストを授業2回に1回のペースで、合計7回実施した。小テストを書く
ためには、授業でしっかりノートをとる必要があるので、大半の学生では授
業への取り組みの向上が見られたと思われる。出来のあまり良くない学生も
本年はほとんどいなかった。アクティブ･ラーニングの一環としては、随時
小テストに質問を書かせることくらいしかできなかった。講義の内容がグ
ループ･ディスカッションなどにはそぐわないためである。
○初回の授業、および試験の直前に、試験にはインターネットなどで容易に
調べるだけでは不十分な問題も出題される旨を注意しておいたので、試験で
は見当違いぼ答案はほぼなかった。
○小テストのフィードバックについては、小テストの解説を次回の授業の始
めに前回の授業の復習をかねて行った。今年度はフィードバックも十分行え
たと思う。
○試験は、今年度は最終回（15回目）の授業時に行った。14回目の授業で試
験をし15回目の授業では試験のフィードバックを行った昨年のように、試験
を受けても15回目の授業を欠席して失格となるようなことは避けられた。

○授業の難易度については、「十分に理解できた」が8％、「ほぼ理解でき
た」が41％、「まあまあ理解できた」が45％であった。授業のスピードにつ
いては、「適切」が50％、「どちらかといえばあてはまる」が41％であっ
た。授業の分かりやすさについては、「とてもよくあてはまる」が39％、
「どちらかといえばあてはまる」が45％であった。板書の分かりやすさにつ
いては、「とてもよくあてはまる」が33％、「どちらかといえばあてはま
る」が42％であった。声や言葉の聞き取りやすさについては、「とてもよく
あてはまる」が55％、「どちらかといえばあてはまる」が39％であった。授
業の満足度については、「とてもよくあてはまる」が38％、「どちらかとい
えばあてはまる」が50％であった。どの項目についても大半の学生から肯定
的な回答が得られていると思われるが、いっそう分かりやすい授業を心がけ
たい。
○学生による自由記述の回答がなかったのは残念だが、授業を通じて自分の
成長を実感できたについて、「とてもよくあてはまる」が28％、「どちらか
といえばあてはまる」が50％であったので、ほぼ学生の希望に沿えていると
思われる。


ＴＯＥＩＣリスニング 市毛　洋子 リスニング対策ということで授業が単調になりやすいため、学生の興味や知
識に合わせて授業の工夫をする必要があると思います。また、授業外自主学
習に関する資料などをより具体的に提供したいと思います。
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［2017（前期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック
  コース名  教員名  教員からのコメント
哲学入門ａ 安中　隆徳 事前にリアクションペーパーで、答案の予行練習をしたせいか、テストは、

例年より高い得点でした。
古代思想は（今から見ると、天動説など変な無理な考え方をしているの
で）、とても難しく、近代に入ると、かえって身近で、理解が進みそうで
す。
また、近代思想を知ると、かえって（変に無理な考え方をしていた）古代思
想の無理に気がつくものですから、ご静聴をお願いいたします。

西洋思想史ａ 降旗　芳彦 　今学期は、授業のペース配分がうまくいかず、取り上げる予定だった最後
の思想家について十分な説明ができなかったことを残念に思います。また何
回かの授業は、本格的な哲学的な内容になってしまったため、できるだけ分
かり易く説明したつもりですが、内容が難しくてよくわからないと感じた受
講生もいたのではないかと反省しています。
　難しい内容ではありましたが、思想に対する関心が深まった受講生もいる
ようで、思想に関心をもってもらえたことは大きな成果だと思います。授業
の役割はきっかけを与えることで、西洋思想史の授業をきっかけとして、思
想的なものに少しでも関心を向けてもらえればと思っていますし、また思想
への関心に貢献できるような授業を心掛けていきたいと思います。

基礎スポーツ実習ｂ 島﨑　あかね この授業では、ニュースポーツを通して健康的な生活を送るためのさまざま
な知識や技能の習得を目指しました。ニュースポーツは既存のスポーツをア
レンジしたものが多く、手軽にできるのが特徴ですが、特殊な用具の準備や
ルールの理解も必要です。今後も授業で経験したニュースポーツを実施する
機会を作り、自分自身の健康づくりに役立てるよう心掛けてください。

フランス語２ａ 岡本　尚子 フランス語１で学んだことをもとに、中級レヴェルへの移行を目指して授業
を行いました。履修者が三名ということで、細かく指導することができ、ま
た履修者の皆さんも、その機会を活かして良く勉強していたと思います。基
礎的なことの再確認を重点的に行いましたが、きちんと理解できたという実
感があった人が多かったようですので、これで今後のレヴェルアップがしや
すくなったと思います。語学は勉強すればするほど伸びますので、是非今後
もフランス語の勉強を続け、仏検などに積極的にチャレンジしてみてくださ
い。

実践プロジェクト 松下　慶太 プロジェクト授業ということもあり関連する項目は概ね高い評価であり、数
字をこれ以上上げることは難しいと考える。1年生フューチャースキル実践
との接続や3年以降のゼミ、学部イベントなどで中心となる学生のリーダー
シップ涵養を意識しつつ、工夫を重ねていきたい。

キャリアデザイン 眞鍋　清嗣 就活時期に何かあれば気軽に相談してください。

環境科学 山崎　和彦 「内部環境」という語句もある。つまり世の全てが環境である。森羅万象、
何でも語ってもよいということであるから、我が経験、このごろ得た知見、
我が思いなど総動員している。私が最も”乗って”語ることができる講義で
ある。有難いことである。

くらしの人間工学 佐藤　健 全体的に例年よりよくできておりました。一部の受講生は、イラストレー
ターなどの通常の授業では習ってない道具にチャレンジしてもらえてよかっ
たです。大学ではコンピテンスと言っていますが、習ったことを応用できる
能力として、イギリスなどでは、ジェネリックスキルと呼ばれます。能力を
じっくり伸ばしてください。

衣文化論 大川　知子 全受講生の 95％もの方たちが、アンケートに協力下さり、ありがとうござ
いました。また総じて、みなさん、大変熱心に受講して下さり、重ねて御礼
の気持ちを伝えます。評価内容を確認し、本講座の課題は大人数ながらも、
いかにインタラクティブ（双方向）に授業を進められるかー、ということだ
と感じています。頂いた評価は、来年度の授業に反映していきます。

ドイツ語で学ぶドイツ語ａ 田中　亜美   全体に出席率が高く、授業にも前向きに取り組んでいる様子がうかがえま
した。後期も、より実際に使えるコミュニケーション力の育成を中心にした
授業をすすめていきたいと思います。

女性と文学 大石　紗都子 この授業は、主に堀辰雄の作品『かげろふの日記』を通して、原典『蜻蛉日
記』との違いから、作品に描かれた女性像を考察することを目的としていま
した。授業回数に対し、作品の分量がやや多く、進度に懸念がありました
が、分析結果を見るとスピードは適切だったようでした。出席率もよく、学
生がよくこちらの意図をくみ取っていると感じました。ですが、説明や板書
に工夫すべき点があったと考え、反省しています。毎回、学生のコメント
ペーパーを紹介したり参考にしながら次の授業を進めました。また参加者の
関心が、古典文学から堀辰雄、またジブリ作品など多岐にわたり、できるだ
けそれに応えるようにしましたが、授業内での直接質問を受け付けるなどの
時間をとるべきだったかもしれません。次回に生かしたいと思っています。

哲学入門ａ 降旗　芳彦 　今まで哲学に馴染みがなかったけれども、哲学とはどんな学問なのか少し
わかったような気がすると思ってもらえれば、哲学入門という授業の目標が
かなり達成できたことになるのではないかと思います。
　ノートを見ながら毎回自宅で復習してくれていた受講生もいるようで、授
業で取り上げた事柄について後から自分なりに考えてみることが、大変良い
勉強になると思います。
　受講生の多い講義科目ですので、双方向授業という形式は取りにくいので
すが、講義を聴きながら受講生が様々な問題について自分でも考え、自分自
身の答えを見つけようと努力できるような授業の進め方を工夫していきたい
と考えています。

日本国憲法 金津　謙 貴重なご意見ありがとうございます。今後の授業進行に役立てたいと思いま
す。

3 / 6 ページ



［2017（前期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック
  コース名  教員名  教員からのコメント
ドイツ語２ａ 田中　亜美 昨年のドイツ語Ⅰでブラック先生の授業で、コミュニケーション力を大切

さ、グループワークの大切さを学んでいた人が多く、教員もみなさんとの授
業が楽しかったです。これからも、そうした姿勢を大切に、ドイツ語の文法
や、ドイツやヨーロッパについての知識についてもしっかりと身に着けてい
きましょう。

インターンシップ演習 粟津　俊二 全項目の平均値が4.0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。

中国語１ａ 劉　素英   すべての項目に対して適切に評価してくれていると思います。アンケート
を通じていろいろなことが分かり、とても参考になりました。これからも皆
さんのご意見を聞きながら授業目標を達成するよう努力していきたいと思い
ます。
   この授業における週当たりの予習復習時間が少し足りないと思います、
もう少し増やしてほしいです。
   授業への理解は「十分」「ほぼ」理解できた意見がある一方、時々」
「まったく」理解できなかった意見もありました。今後もう少しわかりやす
く説明するよう工夫していきたいと思います。聞き取れなかった場合、授業
終了時に聞きに来れば、再度説明します。
   この授業を通じて、回答者の中で自身の成長が実感できたのが2％、この
科目をさらに専門的学びたいのが51％であることをとてもうれしく感じてい
ます。
健康運動実習ａ 島﨑　あかね この授業では、バレーボールの基本技術の習得から試合形式でのゲームを行
いました。経験者は少ないながらもチームメイトへの技術的な指導を積極的
に行って、初心者も技術的に上達がみられました。授業開始当初はボールの
硬さに戸惑っている人もいましたが、声を掛け合い楽しみながら取り組む姿
勢が試合形式のゲームで十分に発揮されました。

生物の世界 寺坂　治 受講生が多数であった為か、再三の注意にもかかわらず私語が絶えなかった
ことが残念です。授業は、教師と学生の相互努力によって初めて成立するも
のです。大学生としての自覚をもって、以後の授業に取り組まれることを希
望します。

中国語１ａ 劉　素英 　すべての項目に対して適切に評価してくれていると思います。アンケート
を通じていろいろなことが分かり、とても参考になりました。これからも皆
さんの意見を聞きながら授業目標を達成するよう努力していきたいと思いま
す。
　回答者の中で総合的に授業に満足したのが69％であることは教員の授業へ
の工夫や努力が伝わって、とても励みになります。そして、回答者の中でこ
の授業を通じて、学生自身の成長が実感できたのが2％、この科目をさらに
専門的に学びたいと思うのが63％になっていることをとてもうれしく感じて
います。
　この授業における週当たりの予習復習時間は少し足りないと思いますの
で、もう少し増やしてほしいです。

健康運動実習ｂ 島﨑　あかね グラウンド種目として、ソフトボールとゴルフ、室内種目として卓球を行い
ましたが、いずれの種目も予想以上に基本技術が高いと感じました。特にソ
フトボールのバッティングはその技術の高さが試合にも反映されていまし
た。ゴルフはほぼ全員が初めての打ちっぱなし練習にもかかわらず、いい打
球がみられました。コースを作ってのラウンドができればなおよかったと思
います。卓球については、シングルス戦・ダブルス戦ともルールの理解と技
術の上達があり、かなりの対戦数をこなすことができました。手軽にできる
スポーツとして、今後の生活にも取り入れてもらえたらと思います。

中国語２ａ 劉　素英 　すべての項目に対して適切に評価してくれていると思います。教員の授業
への工夫や努力が伝わって、とても励みになります。アンケートを通じてい
ろいろなことが分かり、参考になりました。
　回答者の中で欠席0回は80％で、授業における週当たりの予習復習時間は
２時間「以上」「未満」合わせて80％であること、とても勉強意欲を感じ、
褒めてあげたいです。今後もこのように頑張っていてほしいです。この授業
を通じて、学生自身の成長が回答者全員が実感できたことをとてもうれしく
感じています。
　これからも皆さんのご意見を聞きながら授業目標を達成するよう努力して
いきたいと思います。

女性と職業 山谷　真名 ・毎回の講義後に質問と感想を書いてもらい、次の週にフィードバックして
いましたが、講義内でも、質問の時間をもっと多くとったり、何人かの人に
質問や感想を言ってもらったりするなど、講義内での双方向のやり取りを多
くしていきたいと思います。
・試験の結果を見ても、復習時間の少なさが見受けられましたので、復習す
るよう、毎回、復習内容を具体的に指示するようにしていきたいと思いま
す。
・配布資料については人数が多いので、グラフを大きく印刷すると枚数が多
くなってしまうため小さくしたので、見にくいところが多かったと思います
が、それを補うためにmanabaにアップしていました。しかし、manabaを見て
いる人が少なかったため、グラフを大きく印刷したいと思います。

基礎スポーツ実習ａ 島﨑　あかね バドミントンは例年履修希望者が多く、今年度も抽選となりましたが、その
分履修できた皆さんの授業に対する積極的な姿勢が評価にもつながっている
ものと思われます。経験者も多く、技術的な向上というより、基本技術や
ルールの確認が中心となりましたが、経験者が初心者へアドバイスをする姿
もあり、和やかな雰囲気で実技を行うことができたと思います。今後も継続
的に運動を実施することにより、健康的な生活を送るよう心がけましょう。
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［2017（前期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック
  コース名  教員名  教員からのコメント
哲学入門ａ 降旗　芳彦 　哲学入門の授業を通じて哲学に興味を感じるようになってくれた受講生が

いるようですし、さらに論理的に物事を考える考え方が身に着いたと感じて
くれた受講生もいるようで、そのような受講生にとってこの授業は有意義
だったのではないかと思います。
　予習復習時間は多くなくても、授業中に集中して考え、また授業中に考え
たことがきっかけとなって、身の回りの様々な出来事を、今までとは違った
視点から考えることができるようになれば、この講義の目標が達成できたこ
とになると思います。またそのようなきっかけを与える授業となるように配
慮していきたいと思います。

情報リテラシー応用ｃ 佐藤　健 例年より良くできていました。エクセルとは違うものがあって、それが、世
の中ではたくさん機能していることが理解できれば、上出来です。
データベースの設計は、将来にわたり簡単には変更できないことが理解でき
れば、いろいろな事象に対応できてくるでしょう。

環境と産業技術ａ 菅野　元行 履修生29名中13名の回答に留まり（回答率45%）ましたが、総合的な満足度
が4.69（5.00が最高点）となり、高い評価が得られました。自由記述欄にも
多くの方に記載していただき、回答していただいた方々に御礼申し上げま
す。自由記述から一つだけ掲載します。「この先生の違う授業を以前にも受
けて、とても楽しく、努力がそのまま成績につながるので嬉しかったので、
またこの先生の授業を履修しました。先生のお話も面白く、授業も分かりや
すく、とても良い授業でした。ありがとうございました。」
今後も分かりやすい授業を心がけます。

基礎スポーツ実習ａ 佐藤　健 例年になく、レポートの出来栄えがよくなりました。日野キャンパスの受講
生の対応と比較して、有意に差がある感じです。これからも、よく歩いてく
ださい。

フランス語で学ぶフランス語ａ 藤井　陽子 積極的に発音練習に取り組む学生が多く、発音試験も大変よくできていまし
た。授業以外の学修時間が予想よりも少なかったので、もう少し工夫して具
体的に指示したいと思います。

東洋史ａ 熊谷　滋三 この授業の狙いは、アジアの歴史について知ることで、視野をひろげ多様な
文化の背景に対する理解を深めることと、史資料を通じて課題を発見し情報
を批判・検証して本質を見抜く力を養うことであった。分析結果から見る
と、理解度に関わる点で平均よりやや低い点があるが、試験の採点結果で
は、理解そのものに難がある答案は少なく、受講生の意識と実態に多少の
ギャップがあると思われる。本年度は、映像の使用で不手際・不具合があ
り、それが大きく影響していると考えられ、深くお詫びする。今後は準備を
より徹底することで、そうした問題が起きないようにしたい。

環境と産業技術ａ 君塚　芳輝 皆さんの熱心な受講に感謝します。

フランス文学ａ 藤井　陽子 フランス文学に対する関心や知識が高まったことは、大変よかったです。多
人数の講義なので不便なことも多く、また、個々への指導が難しいことは申
し訳なく思っています。パワーポイントを写すのではなく、ポイントをまと
める力や、授業でわからない部分を自分で調べる自主性を身につけてほしい
です。

東洋史ａ 熊谷　滋三 この授業の狙いは、アジアの歴史について知ることで、視野をひろげ多様な
文化に対する理解を深めることと、さまざまな史資料から課題を発見し批
判・検証を通じて本質を把握する力を養うことであった。
分析結果から見ると、理解度等は比較的良好であり、狙いはかなり達成され
たと思われる。理解の促進の一助として映像を使用したが、本年度は若干の
不手際・不具合があった点についてはお詫びしたい。今後は、準備をさらに
慎重に行うことで、そうした事態がないようにつとめたい。

心理学ａ 矢野　伸裕 昨年まで「授業内容が易しい」という評価が多かったので、今年は内容を
絞って専門性をやや高め授業の進行スピードも若干速めた。理解度が低下す
ることを心配したが、思っていたよりも理解度が高く、ホッとしている。扱
う知識の難易度は高いけれどもわかりやすい授業になるよう心がけた。授業
時はおおむね静穏が保たれ私語がうるさいというようなことはなかった。小
テストで成績を判定したが、テスト勉強が十分でない受講者が散見された。
もう少しテスト勉強をしてもらうような工夫を考えたい。また、双方向の授
業方法についても今後は試みていきたい。

ドイツ文学ａ 田中　亜美 全体に、この授業を通して、ドイツ文学に対する興味や関心を持つ人が増え
たようで安心しました。文学についての知識とともに、自分の意見を分かり
やすく示すこと、相手の意見についてなるほどと耳をかたむける姿勢を、こ
れからも身につけていきたいと思います。大教室のため、板書や視聴覚教材
の効果的な示し方などについては、今後も検討・改善を重ねていきたいと思
います。

経済学ａ 畑農　鋭矢 出席率が高いことに驚きました。
計算に苦手意識のある学生さんが多いようです。
後期のミクロとセットで学ぶと理解が深まります。

倫理学入門ａ 降旗　芳彦 　さまざまな思想家の倫理思想を紹介しましたが、倫理学とはどのような学
問で、倫理学においてどのようなことが問題になっているのかを理解しても
らえれば、この授業の目的はある程度達成できたことになると思います。ま
た授業を通じて考え方の幅を広げることができたと感じた受講生もいるよう
ですが、そのように感じてもらえれば、この授業が大変有益だったことにな
るのではないかと思います。
　授業で扱う各種の倫理思想は、倫理・道徳に関するわれわれの日常的な問
題意識と少し隔たりがありますので、授業を聴きながら自分で一緒に考えて
みることは難しかったかもしれませんが、日常生活の中で様々な問題につい
て考える際に、授業で紹介した倫理思想を参考にしてもらうことを願ってい
ます。またそのような仕方で授業を活用できるように説明の仕方を工夫して
いきたいと思います。
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［2017（前期）大学］授業アンケート結果へのフィードバック
  コース名  教員名  教員からのコメント
健康体力科学演習 島﨑　あかね トレーニングルームを十分に活用できず、運動による生理的な測定を実施す

ることができませんでしたが、運動を実施することによる生体の反応を体感
し、それを日常生活にどう生かすかを考えられるように、今後も生活の中に
身体活動を取り入れ、健康的に過ごすよう心がけましょう。

西洋思想史ａ 降旗　芳彦 　今学期は、授業のペース配分がうまくいかず、取り上げる予定だった最後
の思想家について十分な説明ができず、残念に思います。また何回かの授業
は、本格的な哲学的な内容になってしまったため、できるだけ分かり易く説
明したつもりですが、内容が難しくてよくわからないと感じた受講生もいた
のではないかと反省しています。
　難しい内容ながらも、歴史や思想に対する興味を持ってくれた受講生もい
るようで、理解しにくい点があったとしても、興味や関心を広げるのに役
立ったとすれば、そのような受講生にとってはこの授業は有意義な授業だっ
たことになると思います。できるだけ多くの学生に、歴史や思想に関心を
持ってもらえるように、授業内容と説明の仕方を考えていきたいと思いま
す。

生物の世界 寺坂　治 資料、パワーポイント、板書などの量的バランス・順序などを考慮して授業
を構成したつもりですが、学生諸君に対してどの程度の効果を発揮したの
か、自省しています。
今後の授業をベースにして、充実した大学生活をおくられることを期待して
います。

健康運動実習ａ 佐藤　健 授業が土曜日でもあり、今年度は、授業シフトが代わった影響で、十分に指
導ができなかった気持ちです。機会があれば、課外にて勝負しましょう。
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