
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ
          Ｅｎｇｌｉｓｈ

ブラック，ヨーガン,市毛 洋子,
大学言語文化教育研究センター

クラスの英語運用能力のレベルに合わせた授業はできたと思います。より基
本的な知識の確認や英語の使い方の学習をする必要であったようです。

漢字書法１ 亀田　絵里香 「国語は得意でも、書道は苦手」という学生が実に多い。書道は小学生以来
という学生もいる。中学の国語の授業に書写が含まれている以上、苦手なま
ま教壇に立つことは、本人にとっても苦痛である。そこで、基本点画の習得
に多くの時間を費やし、学生自身の自信につなげていくような授業にした。
また、昨年から復習プリントの宿題を課しているが、それによって授業の取
り組み方も真剣みが増しているように思う。
アンケートの結果にも、「自信がついた」「うまく書けるようになった」と
いう感想が目立ち、一安心している。

国語学基礎演習１ 柴田　雅生 回答数が少ないため個人差が強く出ているのかもしれないが、問４の理解度
をもっと上げる必要がある。少人数の演習という形式をもっと活かす工夫を
試みたい。

書学概論 亀田　絵里香 文字をていねいに書くことを徹底しています。特に名前と平仮名の反復練習
に力を入れました。履歴書・ハガキ・手紙・ご祝儀袋など、文字の練習にと
どまらず、社会人として生活していく為のマナーを学ベルように工夫しまし
た。宿題や小テストなど、課題の多い授業ではありますが、真剣に取り組ん
でくれた学生の上達は目を見張るものがありました。アンケートにも、それ
がよく表れていて、私も嬉しくなりました。
授業は半年ですが、文字を書く事は一生です。頭の片隅に「文字を書く時は
ていねいに…」と思う気持ちを持ち続けて欲しいと願っています。

国語学研究ｇ 柴田　雅生 日本語の文字表記の特徴をつかむため、やや個性的な資料の読解を通して、
その時代の漢字の使い方をつかみとるということを行ったが、担当箇所の読
解作業に終始したきらいはあり、中には不明のままに終わった学生も一定数
あったものと思う。後期は、学生が調べ得たことを全体に広げつつ、個々の
見つけた漢字の使い方の意味を理解できるように促したい。

特殊演習１ 近藤　みゆき 卒論演習であるので、こちらからの説明が正しく理解されたと判断される結
果となり、授業はよく機能していると評価できる。出席については、就職活
動が山場の時期にあたっていたので、欠席のかさなる学生がいたことはある
程度やむを得ないと判断される。その点については、学生が登校できる日時
にあわせて別に指導を行って、カバーしている。今後もこの体制で指導を進
めていきたい。

上代中古文学演習ｆ１ 近藤　みゆき 自分の成長を実感できた学生が大半を占めており、この項目について「あて
はまらない」学生がいなかったことは、大変にうれしく思った。今後も「成
長できる授業」を目指していきたい。反対に、取り回しがうまくいかないと
感じたのは、授業中のブレストである。アクティブラーニング型を目指すこ
の授業では、ブレストの方法については、早い段階で、視聴覚資料なども用
いて指導しているのだが、今年度は例年よりも意見の盛り上がりが低いよう
に感じた。一因は受講生の人数が多かった（２８名）ことにあると考えられ
る。ブレストの人グループの人数を６～７名としたため、親密さに欠け、意
見が出しにくくなってしまったようである。後期開港授業では、例年通り５
名を上芸に戻し、様子を見たい。ブレストを取り入れたアクティブラーニン
グ型授業では、やはり受講生数２０名以下であることがのぞましいと考え
る。

特殊演習１ 佐藤　　悟 学生からコメントがありませんでした。
学生は頑張っていたと思います。

国文学概論ａ 棚田　輝嘉 出席カード裏の質問、ほぼ毎回の課題、きちんと対応していただき、有難う
ございます。高評価も頂いたので、今後も続けるつもりです。
シラバス通りに進められるように、努力します。

上代中古文学研究ｇ 井内　健太 授業中の板書や口頭説明、配布資料が分かりづらいと感じた学生が多かった
ようである。時間の都合上、解説を省略してしまった点がいくつかあったの
で、反省したい。また、今後は学生が自宅学習においても独力で資料を読み
込めるよう、読解法の教授を取り入れていきたい。
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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
近代文学基礎講読ａ 土屋　聡 　前期は近現代文学でも明治期の作品を中心に扱うため、擬古典をもちいた

作品を扱いました。とくに句読点の用い方が現在と異なる作品であるため、
学生の皆さんは読解に苦労なさったようです。その点をリアクションペー
パーにて読み取り、シラバスで示した作品数をしぼり、時間をかけて作品を
読解してまいりました。しかしながら、アンケートを拝見しますと、予習復
習の時間が0または30分程度、そして数回欠席をした学生が一定数おられま
す。
　この授業は予習として皆さんが事前にきちんと作品を読み、その際の読み
取りと授業で読み進められた解釈との違いをみなさんが把握し、授業後に復
習をおこない、ご自身の作品を読み取るくせを把握することに重要なねらい
があります。単に「読書」することとは異なり、大学における専門教育とし
て文学作品を読むことは、読みの偏りをなくし、隅々まで丁寧に読み取る力
を要請されるためなのです。この授業は、その基礎的な力を養成するための
ものであり、私の解釈をなんとなく聞いていればよい、というものではあり
ません。これはシラバスで明示し、授業内でも複数回お伝えしていました
が、予習および復習の時間が30分以下では、その肝心な作業が不十分になっ
ているのでは、と思います。また、前回までの読みを踏まえて授業が行われ
ますから、欠席が多い場合は内容のつながりが途切れてしまいます。
　この授業の目標に到達できたかどうか、あまり到達を実感されておられな
い皆さんが一定数おられるようですが、前期のレポートではご自身の単なる
好みではなく、作品の構造に目をむけ、取り組まれた方が多くおられた点に
は安心しています。徐々にではありますが、客観的に読む力を養うことがで
きているものと思われます。あくまでも、皆さん自身が読む力をつけること
が大切ですが、それはまた、なかなか実感しにくいものでもあります。予習
復習をしっかりと行うことを改めてお願いいたします。
　今後は予復習が少なく欠席も多い状況を改善し、内容を工夫することもあ
わせ、この授業をより充実させて参りたいと思います。

特殊演習１ 棚田　輝嘉 評価者がいないので、特にコメントはありません。
満足してもらっていればいいなあと思います。

国語学概論ａ 湯浅　茂雄 皆さん、授業評価をありがとうございました。後期もさらに授業改善に取り
組んでいきますので、よろしくお願いします。

近代現代文学演習ｄ１ 土屋　聡 本科目は3・4年生対象の開講科目のため、教育実習など欠席せざるを得ない
要因がありましたが、アンケートに回答下さつた方々は、ご自身の作品を読
み取り理解する訓練に徐々に慣れてきていることを嬉しく思います。この科
目で培った力で、皆さんが今後取り組むことになる卒業論文の質がより向上
するように今後も改善をして参ります。また、作品はさまざまな関係性が埋
め込まれていますから、なるべく欠席を減らして、ご自身の担当範囲だけで
なく、他の方の担当範囲もよりいっそう丁寧に読み、作品全体を捉える努力
を続けていただきたいと思います。

国語史ａ 湯浅　茂雄 皆さん、授業評価をありがとうございました。後期もさらに授業改善に取り
組んでいきますので、よろしくお願いします。

国語学研究ｅ 吉田　雅子 アンケートへの回答ありがとうございました．ご意見を今後の授業運営に役
立てていきたいと思います．受講生の皆さんも勤勉な努力を継続してくださ
い．（以上）

特殊演習１ 山内　博之 1人の発表時間を短くすることによって、90分の中での発表者数を増やし、
授業にメリハリを付けたいと思ったのですが、その分、指導内容がやや手薄
になってしまったかもしれません。

近代文学基礎演習１ 棚田　輝嘉 説明の仕方、質疑に、やや問題があったようですね。
演習という性質上、難しい点もありますが、より活発な議論ができるような
工夫をしていきたいと思います。

中国文学哲学研究ｃ 影山　輝國 おおむね好評を得たので、これをベースにして、さらなる工夫を加えたい。
国語史ａ 福嶋　健伸 アンケート結果を見るに、概ね良い授業であったと思われる。


漢文学ａ 秋谷　幸治 　中国の古典の「おもしろさ」を実感してもらうこと、日本文化と中国文化

の違いを捉えてもらうことに重点を置いて授業を行いました。テストの出来
やアンケートの結果を見ると、多くの受講生が授業のねらいと内容をしっか
り理解してくれたようです。ですが事前事後の学修時間が少ないのが、いさ
さか気にかかりました。
　後期の授業では、六朝から唐代の詩をじっくり精読し、漢詩の読み方を学
ぶ予定です。特に学生のみなさんには漢詩の読解を通して、深い洞察力（研
鑽力）を身につけてほしいと考えています。予習のための資料を用意します
ので、あらかじめ授業前にしっかり読んでおいて下さい。
　またアンケートの回答数が少なかったので、後期は周知の仕方に気を付け
たいと思います。

中世近世文学研究ｇ 佐藤　　悟 授業が難しかったのは承知していますが、学生諸君は頑張っていたと思いま
す。

国語学概論ａ 福嶋　健伸 アンケート結果を見るに、概ね良い授業であったと思われる。
最初の授業で、日本語表現を取り入れたことがが、特に良かった
のではないか。

古典文学基礎講読ａ 伊藤　好美 　アンケート結果から、授業を通じて自身の成長を感じられた人が多いとわ
かりました。そのように感じられたのは課題に対して真剣に取り組めた証で
あり、大変良いことだと思います。
　変体仮名の読解力は読んだ量に比例します。そのため、私が説明する時間
よりも実践練習に取り組む時間を多くとった授業を実施してきました。地道
に練習を重ねた皆さんには、確かな読解力が身についています。４月・５月
にはまったく読解不能だった変体仮名を、たった３カ月程度で間違いも少な
く読めるようになったのは大きな成長です。身につけた能力を活かし、学問
の幅をさらに広げていきましょう。
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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
近世文学基礎演習１ 佐藤　　悟 演習なので、さらなる工夫が必要なようです。

近代現代文学研究ｇ 棚田　輝嘉 明治から大正時代の流行歌というテーマだったせいか、曲などが退屈だった
ようです。
より深い興味を持ってもらえるように工夫することで、古い歌を学ぶことの
意味や価値を分かってもらえるよう、今後改善していきたいと思います。

情報リテラシー基礎ａ 久保　ちづる 　この科目の目標は、「コンピュータ、インターネットを活用でき、レポー
ト作成に必要なWord、Excelの基本スキルを身につけること」です。 
　授業では、メール・インターネット・学内情報環境の利用法を習得後、
WordとExcelの基本機能について学びました。Word・Excelは教科書に沿って
進め、区切りごとに復習問題や応用問題を加えてスキルの定着を図り、さら
に自由提出課題を用意してスキルアップをめざしました。シラバスに記され
ていたExcelの「データベース」については、残念ながら総合課題を通して
並べ替えと抽出の操作をするだけにとどまり、後期の「情報リテラシー基礎
ｂ」で取り組むことにしました。
　集計結果から、皆さんについては次のように言うことができそうです。
「授業をほとんど休まずに出席し、予復習に全教科の平均よりも多くの時間
を割いて勉強した。そして、前期を振り返り、自分の成長を実感した。」
と。
　また、授業に関しては、概ね目標を達成したと言えそうです。皆さんから
「タイピングの力が身についた」、「WordやExcelについて基礎知識を身に
つけ活用できるようになった」、「将来、社会に出たときの力になりそうな
授業内容でした」など多数の記述もありましたが、「授業のスピード」につ
いて「速い」（回答の“どちらかといえばあてはまらない”３名と“まった
くあてはまらない”１名）という回答が４名（13.3％）からありましたの
で、この点について考えてみたいと思います。

　初回授業で行ったアンケートの結果、WordとExcelともに７名の方が「利
用経験なし」でしたので、説明に時間を割いたつもりですが、それでもこの
ような結果になりました。「速い」と感じるのは、授業の流れに理解が追い
つかないということでしょう。この科目がPC実習科目であるため、他の科目
に比べてスタート時の経験・スキルの差が大きいと言えます。しかし、逆
に、練習を積めばこの差は縮まり、逆転することもあり得ます。やはり、練
習して慣れる、分からない点を分かるようにするほかなさそうです。
　そこで、改善案を次のように考えました。
●久保→「授業アンケート」の頻度を高めて問題を収集し、皆さんへの
フィードバックの機会を増やす。（授業中の質問や授業後の質問は今まで通
り行う。）
●皆さん→ まず、復習と予習をする。分からない点は、そのままにせずに
教科書やインターネット等で調べる、久保に聞く（メール可）、友達に聞
く。
いかがでしょうか。後期の「情報リテラシー基礎ｂ」では、皆さんからも改
善案をお聞きし、一緒にがんばっていきたいと思います。

近世文学基礎演習１ 松原　哲子 後期もどうぞよろしく。リクエストがあったら遠慮なくどうぞ。参考資料な
ど、図書館で入手しにくいものは提供します。

上代中古文学研究ｅ 伊藤　好美 　履修生人数が多かったこともあり、皆さんが毎時間リアクションペーパー
に記入してくれた疑問・質問に回答しきれなかったことは私自身も心残りで
した。アンケート結果を見て、今後は、授業がより双方向のかたちになるよ
うに工夫をしていきたいと感じました。
　授業でも毎時間取り上げたとおり、皆さんが書いてくれたリアクション
ペーパーの中には、面白い感想・鋭い質問が数多くありました。今後もその
感性を大切にしてください。

特殊演習１ 湯浅　茂雄 皆さん、授業評価をありがとうございました。後期もさらに授業改善に取り
組んでいきますので、よろしくお願いします。

情報リテラシー基礎ａ① 久保　ちづる 　この科目の目標は、「コンピュータ、インターネットを活用でき、レポー
ト作成に必要なWord、Excelの基本スキルを身につけること」です。 
　授業では、メール・インターネット・学内情報環境の利用法を習得後、
WordとExcelの基本機能について学びました。Word・Excelは教科書に沿って
進め、区切りごとに復習問題や応用問題を加えてスキルの定着を図り、さら
に自由提出課題を用意してスキルアップをめざしました。シラバスに記され
ていたExcelの「データベース」については、残念ながら総合課題を通して
並べ替えと抽出の操作をするだけにとどまり、後期の「情報リテラシー基礎
ｂ」で取り組むことにしました。
　集計結果から、皆さんの多くについては次のように言うことができそうで
す。「授業をほとんど休まずに出席し、予復習に全教科の平均よりも多くの
時間を割いて勉強した。そして、前期を振り返り、自分の成長を実感し
た。」と。
　また、授業に関しては、概ね目標を達成したと言えそうです。皆さんから
「WordとExcelの基礎がしっかりと身についた」、「文字を打つスピードが
速くなった」、「Excelについてあいまいだった部分が分かった」など多数
の記述もありましたが、「授業のスピード」について「速い」とする記述が
３名（10.7％）からありましたので、この点について考えてみたいと思いま
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
情報リテラシー基礎ａ② 久保　ちづる 　初回授業で行ったアンケートの結果、WordとExcelの利用経験のない方が

それぞれ５名と７名含まれていましたので、説明に時間を割いたつもりです
が、それでもこのような結果になりました。「速い」と感じるのは、授業の
流れに理解が追いつかないということでしょう。この科目がPC実習科目であ
るため、他の科目に比べてスタート時の経験・スキルの差が大きいと言えま
す。しかし、逆に、練習を積めばこの差は縮まり、逆転することもあり得ま
す。やはり、練習して慣れる、分からない点を分かるようにするほかなさそ
うです。
　そこで、改善案を次のように考えました。
●久保→「授業アンケート」の頻度を高めて問題を収集し、皆さんへの
フィードバックの機会を増やす。（授業中の質問や授業後の質問は今まで通
り行う。）
●皆さん→ まず、復習と予習をする。分からない点は、そのままにせずに
教科書やインターネット等で調べる、久保に聞く（メール可）、友達に聞
く。
いかがでしょうか。後期の「情報リテラシー基礎ｂ」では、皆さんからも改
善案をお聞きし、一緒にがんばっていきたいと思います。

国語学史基礎演習１ 湯浅　茂雄 皆さん、授業評価をありがとうございました。後期もさらに授業改善に取り
組んでいきますので、よろしくお願いします。

比較文化ｃ 髙倉　永佳 想像以上に学生の皆様が、日本の伝統文化の現状と今後のあり方についての
独自の考えをしっかりもっていると感じました。
また、今期の講義の中で予定をしていた装束着装の見学がスケジュールの関
係で実現できなかったことは残念でした。実際の装束などにふれる機会はと
ても貴重な経験になる考えます。機会があれば、美術館・展覧会・神社の宝
物殿などへ足を運んでみてください。

国文学概論ａ 佐藤　　悟 問題点が多々あったようです。授業態度が素晴らしい学年でした。

中国文学哲学演習ｃ１ 影山　輝國 大好評なので、この調子を維持したい。

実践入門セミナー 山内　博之 グループ作業を中心とすることによって、全員が参加する形の授業にしてみ
ました。ほとんどすべての学生が熱心に取り組んでくれたと思うのですが、
それでも、参加の仕方には個人差があると思ったので、全員に受け入れても
らえるようなタスクを、今後考えていきたいと思います。

実践入門セミナー 福嶋　健伸 どのクラスも、集中して話を聞いており、よかったのではないかと思われ
る。

近代現代文学演習ｄ１ 大島　丈志 満足度は高いものの、自分の成長が実感できたかという項目に関しては実感
が感じられない結果もあった。より、成長の実感の感じられるよう、画像・
映像資料等を使用し、理解を深めていきたい。

仮名書法１ 伊藤　文生 　オンラインの「授業アンケート」は回答率が低くて（30.8％）、判断の参
考としては不充分。授業中に回答を促すべきだったと反省した。
　そこで、授業最終回に記入提出していただいた受講生各自の自己評価およ
び感想を見ると、およそ以下のとおり。
「仮名文字が少し分かるようになった」「くずし字は大体読めるようになっ
た」「14回出席し、一応はちゃんとやっていたおかげで、よく見る字はだい
ぶ読めるようになったと思います」「授業中はまじめに字を書いていまし
た」「静かで良かった…。〈あ〉や〈さ〉、〈も〉が以前より上達した」
「たくさんのうたを書くことができて良い勉強になった。またかな文字の復
習もできた」「仮名文字の読み、書きがスラスラとできるようにった」「積
極的に授業に参加し、集中して仮名文字の練習をした」「仮名の筆遣いを習
得する事が出来ました。また、様々な形の変体仮名に触れ、読解力を身に付
けました」「私は少し自由に受け過ぎたかなと思います。後期では、しっか
り仮名を練習し、真面目な姿勢で取り組まなければいけないな」「和漢朗永
集の粘葉本と伊予切で書かれた変体仮名が読めるようになった。また、筆で
仮名がきれいに書けるようになった」「集中して仮名の練習ができ、異体仮
名も読めるようになった」「粘葉本と伊予切が読めるようになった。違いが
少し分かるようになった気がする」「意欲を持って積極的に学習に取り組め
た」「仮名文字を硬筆と毛筆の両方で書くことに慣れ始めよりは上達したと
思います」「毎回仮名文字の毛筆と硬筆を必ず書いて提出しておりちゃんと
学習したと思う」「この授業をとる前よりも、筆ペンを使った文字がとても
とても上達した。きれいに書けるようになった。また、異体仮名を前よりも
読むことができるようになった」「とても楽しんで授業に参加することがで
きた。書道の教員免許は取得しないが、これから先うまく都合があえば仮名
書法2の授業も履修したい」「〈支〉や〈那〉〈末〉等の漢字のくずし字を
新しく覚えることができた」「教職課程を受講する学生にとって必要な教科
であり、役に立つ教科である」など。

　おおむね好評であった、と判断する。問題点としては、変体仮名について
の理解など不充分なところがあり、より明確に指摘する必要を感じた。ま
た、練習量はまだまだ足りない。姿勢や用具の扱い方などについても正しく
注意するよう心がけたい。
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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
仮名書法１ 伊藤　文生 　オンラインの「授業アンケート」は回答率が低くて（16.7％）、判断の参

考としては不充分。授業中に回答を促すべきだったと反省した。
　そこで、授業最終回に記入提出していただいた受講生各自の自己評価およ
び感想を見ると、およそ以下のとおり。
「仮名文字が少し分かるようになった」「くずし字は大体読めるようになっ
た」「14回出席し、一応はちゃんとやっていたおかげで、よく見る字はだい
ぶ読めるようになったと思います」「授業中はまじめに字を書いていまし
た」「静かで良かった…。〈あ〉や〈さ〉、〈も〉が以前より上達した」
「たくさんのうたを書くことができて良い勉強になった。またかな文字の復
習もできた」「仮名文字の読み、書きがスラスラとできるようにった」「積
極的に授業に参加し、集中して仮名文字の練習をした」「仮名の筆遣いを習
得する事が出来ました。また、様々な形の変体仮名に触れ、読解力を身に付
けました」「私は少し自由に受け過ぎたかなと思います。後期では、しっか
り仮名を練習し、真面目な姿勢で取り組まなければいけないな」「和漢朗永
集の粘葉本と伊予切で書かれた変体仮名が読めるようになった。また、筆で
仮名がきれいに書けるようになった」「集中して仮名の練習ができ、異体仮
名も読めるようになった」「粘葉本と伊予切が読めるようになった。違いが
少し分かるようになった気がする」「意欲を持って積極的に学習に取り組め
た」「仮名文字を硬筆と毛筆の両方で書くことに慣れ始めよりは上達したと
思います」「毎回仮名文字の毛筆と硬筆を必ず書いて提出しておりちゃんと
学習したと思う」「この授業をとる前よりも、筆ペンを使った文字がとても
とても上達した。きれいに書けるようになった。また、異体仮名を前よりも
読むことができるようになった」「とても楽しんで授業に参加することがで
きた。書道の教員免許は取得しないが、これから先うまく都合があえば仮名
書法2の授業も履修したい」「〈支〉や〈那〉〈末〉等の漢字のくずし字を
新しく覚えることができた」「教職課程を受講する学生にとって必要な教科
であり、役に立つ教科である」など。

　おおむね好評であった、と判断する。問題点としては、変体仮名について
の理解など不充分なところがあり、より明確に指摘する必要を感じた。ま
た、練習量はまだまだ足りない。姿勢や用具の扱い方などについても正しく
注意するよう心がけたい。

日本語教育学演習ａ１ 山内　博之 演習であるにもかかわらず、受講者数が50名を超えており、全員に参加して
もらえるような授業を行なうのが、なかなか難しかったです。部分的に、グ
ループ作業を採り入れてみてもいいかもしれません。

日本語教育文法−初級− 山内　博之 教えたい事柄と、その事柄を導入するためのタスク（クイズ）の関係が、う
まく決まっている時とそうでない時があるのを、自分でも感じています。こ
れだ！と言える対策があるわけではないのですが、単調な授業にならないよ
う、内容があって面白いタスクをたくさん提示できるよう、普段から日本語
のネタの収集を心がけようと思います。

国語学演習ｃ１ 湯浅　茂雄 皆さん、授業評価をありがとうございました。後期もさらに授業改善に取り
組んでいきますので、よろしくお願いします。

近代文学基礎講読ａ 井原　あや 　本授業は、明治期の女学生に関する言説やメディアイメージを学んだ上
で、近代文学（特に明治期）の中に描かれた女学生を検討することを目的と
したものである。
　分析結果を確認すると、授業内容や理解など、自由記述欄も含め、良好な
回答が得られたので、目的は受講者と共有・達成できたと思われる。ただ、
予習復習時間が少ない受講生も多かったようである。予習復習は、2回行な
うテストや課題の時間に各自あててもらえればと思ったが、今後は受講生の
意欲を高められるよう、これまでよりも多くの参考図書等を紹介し、学修時
間の確保につとめたい。また、「テストの答え方をしっかり提示してほし
かった」という意見もあった。テストは配付プリントや板書から出題した
が、問いがわかりにくく感じた受講生もいたようである。今後は、こうした
行き届かなかった点も工夫していきたい。

中世近世文学演習ｆ１ 佐藤　　悟 コメントがありませんでした。

近代現代文学演習ｅ１ 棚田　輝嘉 成長を実感してくれている学生が大勢いたことが、何よりうれしいです。
演習という性質上、質疑や説明の分かりやすさに問題がないわけではないよ
うですが、これについては、今後さらに工夫をしていきたいと思います。

日本語の音声 山内　博之 思い切って、すべての授業を英語で行なってみました。全員、最後まで、下
手な英語、下手な授業に付き合ってくれ、「感謝！」と言うしかありません
…。

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ
            Ｅｎｇｌｉｓｈ

小池　アニータ,
リアン，リッキー・チ・ヤン,
大学言語文化教育研究センター

Most students in this class were eager to learn and did a great job.
However, as most students were shy to ask questions in class, it
might be helpful to make a special QA time in each class!

国語学演習ｄ１ 福嶋　健伸 良い授業をできたと思う。後期につなげたい。

漢文学基礎講読ａ 洲脇　武志 分析結果によると、理解度は概ね良好で、授業の目的を達成していると言え
る。ただし、授業のスピードがやや速いとの意見があったので、その点は改
善して、理解度の向上に努めたい。また、質問が威圧的との意見があった。
威圧的だと感じた学生にはお詫びするとともに、今後改善していきたい。

漢文学基礎講読ａ 影山　輝國 漢文学は難しく、高校時代にすでに修得をあきらめている学生が多い中、ま
ずまずの成果があったと自負している。さらに後記は様々な工夫をこらし
て、授業を進めたい。

特殊演習１ 福嶋　健伸 履修者全員、順調に卒論が進んだ。
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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
中古文学基礎演習１ 近藤　みゆき 予習復習時間が、２時間以上のものから無しのものまで分かれた点が意外で

ある。実際のところは、事業では毎時間課題を出していた。「無し」と回答
した学生は、単位が取得できなかったことになるがいかがなのであろうか。
アンケートの設問の意味を取り違えたのだろうか。理由を知りたい.。また
この授業の場合、４回以上欠席した学生の回答まで、アンケートに反映され
てしまう点はおおいに問題であると思う。欠席がそこまで多いと授業の内容
がよくわからなかったとなってしまうのは当然であろう。アンケートの仕組
みとして、欠席多数者には別の回答ルートを設定するなどして、正しく授業
が評価されるコンテンツを構築してほしい。どちらかといえばあてはまらな
いが出たのはスピードに関してであるが、これも、早かったのか遅かったの
かが、この設定では不明である。後期には、直接学生に、早すぎるか遅く感
じるのかを確認して、状況にあわせて改善をはかりたい。

特殊演習１ 影山　輝國 特殊演習は主として卒業論文をいかに書くかを指導している。好評であるの
でこれを維持したい。
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