
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
現代アメリカ文学・文化演習ａ 深瀬　有希子 アンケートに回答いただき、有難うございました。

皆さんからの意見を参考に、授業改善に努めていきたいと思います。
ご質問等あれば、お気軽に研究室にお越しください。
ほかの授業などでお会いできるのを楽しみにしています。

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ
            Ｅｎｇｌｉｓｈ

シュニッケル，ジェイコブ,
小池　アニータ,
大学言語文化教育研究センター

Everyone did a good job but it would be better if everyone can ask
more questions in class.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ
            Ｅｎｇｌｉｓｈ

市毛　洋子,
シュニッケル，ジェイコブ,
大学言語文化教育研究センター

初めてのコースということもあり、準備不足であったようです。各学生の英
語運用能力や興味等を確認したうえで、課題（プレゼンテーション）に向け
ての学習計画をする必要があると思います。。

英語学概論ａ 猪熊　作巳 毎年のことながら、学期後半の理論的な内容については苦労している学生が
多かったようです。その中でも、期末試験で非常に優れた答案を出した学生
が少なからずいたのは喜ばしいことでした。一見難しく見えても、粘り強く
思考する作業を積み重ねましょう。

アメリカ文学史ｂ 佐々木　真理 この科目の内容に興味を持ってくれた人が多かったのがうれしく思います。
定期試験のための課題図書に関して、入手するのに苦労した人がいらしたよ
うなので、今後は、図書館にお願いして冊数を増やしてもらうなどの対応を
したいと考えています。

パラグラフ・ライティングａ 青砥　吉隆 皆さん一学期間ありがとうございました。授業満足度も90%の方が肯定的な
回答をして下さり、大変恐縮です。一部、フィードバックが出来なかった課
題があったことについては、深くお詫びしたいと思います。今後ともより一
層、精進したいと思います。

パラグラフ・ライティングａ 村上　まどか 出席不良でドロップアウトした学生が多いクラスでしたが、出席良好な学生
たちは、よくついてきました。文法事項の復習が好評なようなので、今後も
重点を置こうと思います。他人の書いた英文をよく読み、自分は単語と文法
を覚え、英作文を練り上げていきましょう。

パラグラフ・ライティングａ 島　高行 回答をありがとう。

パラグラフ・ライティングａ 佐々木　真理 週2回の授業で、予習と課題をこなすのが大変だったのではないかと思いま
すが、皆さんよくがんばりました。使用したテキストは、基本的な問題から
難しい問題までを網羅したものとなっていますので、後半に進むほど難しい
と感じたかもしれません。定期試験では、受講した全員が一定のレベルをク
リアした英語を書くことができていましたので、良かったと思います。

ベイシック・イングリッシュａ 志渡岡　理恵 　共通シラバスに従い、前半はプリントを用いた文法事項の復習、後半はテ
キストを用いた長文読解の訓練という構成で授業を行った。
　文法に関しては、大学１年生として身につけておくべき知識のなかでどこ
が欠けているか各自確認し、復習できるよう、網羅的なプリントの作成に努
めた。毎回その場で問題を解いてもらい、答え合わせを行ったが、基礎的な
文法に関する知識は充分身についているようだった。
　長文読解に関しては、習熟度が最も高いクラスだったので、質・量ともに
読み応えのある長文と多種多様な内容理解の問題から構成されるテクストを
教科書として選んだ。難易度の高い教科書ということで、次の２点に留意し
て授業を進めた。まず、論の流れを見失わずに長文の読解ができるように、
パラグラフ間の繋がりを何度も確認した。次に、複雑な英文はひとつひとつ
板書して構造を説明した。その結果、一つの章に多くの時間をかけることと
なった。小テストや期末試験の結果を見ると、大部分の学生は根気強く英文
の読解に取り組み、内容を理解できていたように思う。
　反省点として最も大きいのは、双方向的な授業への取り組みをもっと考え
るべきだったということである。長文理解の一助として、一度グループでプ
レゼンテーションをしてもらったが、このような活動の回数を今後は増やし
ていこうと思う。

ベイシック・イングリッシュａ 青砥　吉隆 皆さん、一学期間お疲れ様でした。概ね好評な評価を頂けたこと、大変あり
がたく思います。今後とも精進したいと思います。

近代アメリカ文学・文化演習ａ 稲垣　伸一 一つの作品をできるだけ英語で読みつつ、物語の内容を理解できることを目
標に授業を進めました。毎回英語を読んだ上で授業に臨むのは大変だったと
思いますが、とてもよく予習をしている学生が見受けられたことに好感が持
てました。
教員側からの反省点としては、履修者数が多かったため、内容について授業
中に踏み込んだディスカッションがしにくかったことが挙げられます。その
点は授業の進め方として改善していきたいと思います。

女性と言語学 村上　まどか 事前に英文を配って、予習してくるようにという指示を出す日もあるのに、
事前学習「なし」という学生の多さ（半分以上）に落胆しています。その上
レポートは、ネット上の文章の切り張りでは、４人に１人が予測したA+な
ど、取れるわけがありません。講義科目だからといって甘く見ず、指定図書
を読んで勉強してください。

英語圏の演劇 伊澤　高志 アンケート入力の指示がきちんとできておらず、回答率が低かったのが残念
です。とはいえ、数少ない回答をしてくれた学生のみなさんは、それなりに
授業内容に興味をもってもらえたようでよかったです。

1 / 5 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
近代イギリス文学・文化演習ｃ 土屋　結城 ジョージ・エリオットの『サイラス・マーナー』を読み、作品の読解並びに

19世紀イギリス社会についての理解を深めることを目的とした授業である。
アンケートの結果では、「シラバスの内容や到達目標と一致していたか」
「各回の授業の進むスピードは適切だったか」「説明はわかりやすかった
か」「板書やパワーポイント、配布資料はわかりやすかったか」「担当教員
の声や言葉は聞き取りやすかったか」といった項目で4.68~4.88の評価を得
た。また学修時間も十分に確保されていたようである。概ね、授業の内容や
目的に関しての理解は得られたと思う。今後の課題としては、双方向性や学
生の関心を継続できるような工夫をすることが挙げられる。今後、改善に努
めたい。

現代アメリカ文学・文化演習ｅ 植野　達郎 声が小さいとの指摘を受け、後期ではマイクを用いて授業をします。

プレセミナー 大関　啓子 授業中にお願いしたのですが、回答者が少なかったことは残念です。
「授業とあまり関係のない話が多々あった」については、プレセミナーの卒
論指導以外に、担任としての学生生活に必要なことも含めて話したつもりで
す。

プレセミナー 土屋　結城 「シラバスの内容や到達目標と一致していたか」「各回の授業の進むスピー
ドは適切だったか」「説明はわかりやすかったか」「板書やパワーポイン
ト、配布資料はわかりやすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやす
かったか」といった項目で4.71~4.82の評価を得た。概ね、授業の内容や目
的に関しての理解は得られたと思う。授業内容に関しては、双方向性の工夫
をすること、学生の成長実感を促すための工夫をする点が改善点として挙げ
られる。

プレセミナー 猪熊　作巳 回答数が少ないため統計的なことはいえませんが、取り扱っている言語学的
内容に苦戦する学生が多かった一方で、研究作業のいろはについては長足の
進歩を見せた学生も多々いたことは喜ばしく感じました。

プレセミナー 村上　まどか 今年のプレゼミはずいぶん低調なクラスだと思っていましたが、課題をこな
すことによって自分自身の成長を実感できたのなら、よかったと思います。
学んだことを卒論につなげてください。

近代イギリス文学・文化演習ｅ 島　高行 回答をありがとう。

インテンシヴ・リーディングａ 志渡岡　理恵 　習熟度の最も高いクラスの読解力を高めるための演習の授業だったので、
逐語訳より一歩進んだ読解に進めるように、学生の発表、聴いていた学生か
らのコメント、教員からのコメントという構成で授業を進めた。学生には、
最初の授業で文学作品を読むうえで注意すべき点をまとめたプリントを配布
し、ハンドアウトの構成（概要、重要だと思った個所の英文と和訳とコメン
ト、自分で調べたこと）について説明した。
　担当箇所の要約は、大部分の学生がうまくできていたが、重要箇所につい
てのコメントには、大きな差が出たように思う。作品を自分なりの視点から
読めるようになるには、ここが最も大事なのだが、２年生の前期で行うの
は、少し早すぎたかもしれない。学生の能動的な活動と、教員による解説を
バランスよく配分できるよう工夫する必要がある。

中世イギリス文学・文化演習ｃ 大関　啓子 演習科目ですが、多くの受講者があり、抽選の結果、４年生は全員受講でき
ませんでした。それでも５０名のために、演習部分がグループ発表になりま
した。「トールキンについて知ることが出来て、よかった」という方がい
て、」よかった。

卒論セミナーａ 佐々木　真理 卒論執筆にむけて、それぞれ熱心に課題に取り組むことができました。

卒論セミナーａ 島　高行 後期も頑張りましょう。

卒論セミナーａ 土屋　結城 大学での学びの集大成となる卒業論文に向けての授業だが、「シラバスの内
容や到達目標と一致していたか」「各回の授業の進むスピードは適切だった
か」「説明はわかりやすかったか」「板書やパワーポイント、配布資料はわ
かりやすかったか」といった項目で4.91~4.96の評価を得、「双方向授業の
工夫がされていたか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかったか」と
いった項目で5.00の評価を得た。概ね授業の目的は達成できたと判断して良
いと思う。個別指導が多くなる授業なので、今後もきめ細かな指導をしてい
きたい。

卒論セミナーａ 深瀬　有希子 アンケートへのご協力を有難うございました。
卒業論文完成に向けて、みなさんの知的好奇心を
さらに高めていけるよう、努めていきたいと思っています。
ご質問やご希望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

卒論セミナーａ 稲垣　伸一 卒論で扱う作品を各履修者がよく読んで、ほぼ計画通りに前期の目標である
論文のアウトラインを作りました。就職活動で忙しい中、皆よく努力したと
思います。その点を高く評価したいと思います。

女性と英語圏文学ａ 志渡岡　理恵 　17世紀から20世紀までのイギリスおよび旧植民地の女性作家を毎回ひとり
（もしくは2人）とりあげ、プリント、パワーポイント、DVDなどを用いて講
義を行った。プリントとパワーポイントには、女性作家の経歴、作品からの
引用、背景となる歴史的コンテクストなどを載せた。時代、ジャンル、出身
地、作風などに偏りがでないように、多様性に留意した。
　毎回、リアクションシートに、予習して気になった点、講義を聴いて関心
を持った点などをまとめてもらった。作品からの引用を和訳し提出する課題
を出した回もあった。講義なので、一方的な説明におわらないよう、学生の
リサーチへの意欲を掻き立てるためのさらなる工夫を重ねていきたい。
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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
特別講義 稲垣　伸一 「消費社会の発達」という大きなテーマのなかで毎回の個々のテーマを整理

して理解していくのはなかなか難しかったと思います。しかし毎回のリアク
ション・ペーパーを読ませてもらうと、なんとか自分の中でテーマの要点を
把握して自分の考えを述べようと努力している姿勢が多くの履修者に感じら
れました。
この姿勢を忘れずに、今後もあるテーマについてよく考え、自分の思考の中
で問題を整理していくことをあきらめずに挑戦していってください。

現代アメリカ文学・文化演習ｃ 佐々木　真理 皆さん、とても熱心に受講してくれて、教えていて大変楽しい授業でした。
この科目を専門的にもっと学びたい、自身の成長を実感できた、というコメ
ントが多かったのが非常にうれしく思います。

英語学演習ａ 猪熊　作巳 回答数が少ないので一般的な講評にとどめますが、英語のマテリアルを読
む、という研究の入り口部分で立ち止まることのないよう努力しましょう。

英語学演習ｅ 村上　まどか 履修者数もアンケートに答えてくれた学生も少ないので、コメントしにくい
のですが、この演習科目は予習（課題の答案作成を含む）と、課題の復習に
尽きると思います。４年生で就職活動があるからといって、やはり欠席が多
いと後れをとるので気を付けてください。

実践入門セミナー 稲垣　伸一 特に前期の後半に行った「論理的な文章の読み方、書き方」では、2階の課
題で多くの履修者の各文章に進歩の跡が見られました。課題文から苦労しな
がらもポイントを読み取り、自分の考えを表現しようという姿勢が感じられ
ました。
アンケートのコメントに、返却した課題について「どこが悪かったのか教え
てほしかった。」という感想がありました。返却した課題文の最後にコメン
トは付けましたが、おそらくそれでは不十分だったのでしょう。そのような
ときには是非個人的に質問をしに来てください。大学では評価について疑問
を持った場合、それを質問しに来ても、教員はその学生の態度を悪く思うこ
とはなく、むしろ質問を歓迎するはずです。

実践入門セミナー 猪熊　作巳 積極的・自発的に学習に臨む姿勢が見られ、有意義な授業でした。
そのため逆に授業の内容が基本的過ぎる、という感想も散見されますが、
ここで得た知識を今後の学習に向けた準備運動として有効に活用できるよう
にしていきましょう。

実践入門セミナー 佐々木　真理 この科目の目的のひとつである、レポートの書き方とプレゼンテーションの
方法について、よくわかったとのコメントが多かったので、うれしく思いま
す。

実践入門セミナー 島　高行 回答をありがとう。
参考にします。

実践入門セミナー 深瀬　有希子 アンケートにご協力いただき有難うございました。
コメントを参考に、授業改善に努めていきたいと思います。
皆さんが書いたレポートやプレゼンテーションに、今後ますます
成長される可能性を見ました。質問等あれば、お気軽にお尋ねください。ま
たほかの授業でお会いできるのを楽しみにしております。

イギリス文学・文化講義ｃ 土屋　結城 物語絵画と呼ばれるジャンルの作品からヴィクトリア時代のイギリスにおけ
る女性像を探ることを目的とした授業であるが、授業アンケートでは「シラ
バスの内容や到達目標と一致していたか」「各回の授業の進むスピードは適
切だったか」「説明はわかりやすかったか」「板書やパワーポイント、配布
資料はわかりやすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかった
か」といった項目で4.62~4.77といった評価を得た。概ね授業の内容、目的
についての理解は得られたように思う。今後の課題としては、双方向性に関
する工夫が挙げられる。今後、改善に努めたい。

アメリカの文化と社会 深瀬　有希子 アンケートへのご協力をありがとうございました。
コメントを参考にして授業改善に努めていきたいと思います。
ご質問等ありましたら、お気軽にお尋ねください。
ほかの授業でまたお会いできるのを楽しみにしています。

イギリス文学史ａ 島　高行 回答をありがとう。

時事英語演習 今村　京子 アンケートの回答者が少なく受講者全員の授業に対する感想がよく分かりま
せん。
受講に際しては事前学修をお願いしていますが多数の学生が準備もないかあ
るいは準備不足で授業に出席したため、非常に基本的なところで時間をとっ
てしまい計画通りに授業が進みませんでした。授業中に実施したアンケート
の中に授業のスピードがはやいという意見がありましたが、時事問題に関心
があり日ごろから新聞に目を通したりテレビのニュースに耳を傾けている学
生、毎回しっかり予習を済ませた受講に積極的な姿勢の学生は難なくそのス
ピードについていけていたような印象を受けました。予定を大幅に遅れての
授業だったために、例えば、用意した教材を一度しか扱う余裕がなくこちら
としても不満の残る授業となりました。受講生にはテキストに出ている単語
や構文はもちろんのこと出来事の背景を含めた予習と、復習をぜひお願いし
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
アメリカ文学・文化講義ｃ 難波　雅紀 授業時の小レポート（リアクション・ペーパー）や期末レポートに見られる

問題点、コメントは次のとおりです。

①アイデンティティという言葉が何を意味しているのか、その理解を十分
　持つことがまず重要です。
②簡単に言えば、「自分が何ものであるかを証明するもの」となるので
　すが、それはたった一つであるとは限りません。ひとりの人間は様々な
　側面を持っていますから、側面の数だけアイデンティティがあると言っ
　ても間違いではありません。
③注目して欲しいのは、そうしたアイデンティティが、すべて同一平面
　上に横並びに存在しているものなのかという点です。アイデンティティ
　には階層があって、あるアイデンティティが別のアイデンティティの部
　分であったり、具体例であったりする場合があります。
④アイデンティティ間の関係性や階層構造が見えてくると、最上位に位
　置していると思われるアイデンティティが、その人間にとって極めて
　本質的なものだと分かってきます。

人間にとって本質的なアイデンティティとは何か。それは、多分に精神的で
あり、イデオロギー的であったりします。そうした観点から自分とは何かに
関する考察を深めることが、この授業で一貫して皆さんに求めてきた知的、
精神的営為でした。本当の自分は自分がいちばん知らない。だからこそ、自
分とは何かを意識的かつ主体的に探求する姿勢は、生きていく上で極めて重
要なのだと思います。

インテンシヴ・リーディングａ 土屋　結城 英語でのリーディング能力向上を目的とした授業であり、授業アンケートで
は、特に「説明はわかりやすかったかか」「双方向授業の工夫がされていた
か」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかったか」といった項目で平均以
上の評価を得た。この点で、授業の目的、内容に関して理解を得られたと思
う。一方で、学修時間については課題が残った。授業の性質上、予習時間を
増やせるような取り組みを今後心掛けたい。

現代イギリス文学・文化演習ｃ 大西　寿明 アガサ・クリスティを楽しんで読んでくれたようでなによりです。今回扱っ
た作品を皮切りに他のクリスティの作品もぜひ読んでみてください。その際
にこの授業で話し合ったことも思い出してくれると嬉しいです。今回の授業
では、クリスティが描いた時代がいかに我々が生きている時代と地続きであ
るかを強調してきたつもりですし、みなさんは登場人物が抱える問題をみな
さん自身の問題として考える訓練を繰り返ししてきたはず。この経験を忘れ
ず、読書を続けていってください。

卒論セミナーａ 大関　啓子 最後の授業時に、回答をお願いしましたが、残念ながら１名もいなかったこ
とが残念です。

卒論セミナーａ 難波　雅紀 後期の「セミナーb」では、通常授業に加えて、前期と同様に卒論指導を個
人面談の形で実施します。個人面談では、実際に皆さんが書いた卒論原稿の
チェックと修正を重ねていきます。そのために、これまで各自で行った調査
と考察の結果を、論文作成のための資料として、夏休み中にまとめておいて
ください。後期の個人指導では、その資料を基に、まず卒論の構成（目次）
を決め、その構成に従って書いた原稿のチェックしていきます。効率よく卒
論作成が進むよう、夏休み中に準備をしておいてください。

卒論セミナーａ 村上　まどか 卒論ゼミは、アンケートには答えにくく、私もコメントしにくいのですが、
私の対応に満足してもらえているようで、よかったと思います。今年はテー
マがなかなか決まらない学生もいて少し困っていましたが、最終的に、皆さ
ん焦点を定めて研究も軌道に乗ったようですね。

多読演習 濱田　里美 英文を読むことへの苦手意識を少しでも取り除くことができたら、この授業
がとても有意義なものになったと言えると思います。みなさんが自分から
「面白い本」を見つけることに積極的になっていくのがこの学期を通して感
じられ、とても嬉しく思いました。読書報告でもそれぞれ興味深い本を取り
上げてくれて、お互いに良い刺激になったのではないでしょうか。これから
も「楽しく」読める本を探して、どんどん読んでいってください。

イギリス文学・文化講義ａ 大関　啓子 全体の数は少ないのですが、「英文学への興味がとても膨らんだ。アーサー
王ロマンスの講義だけど、アーサー王ロマンスに留まることがなく、文学作
品と歴史、現代との関連性を見る目がついた。」「アーサー王の歴史的背景
など詳しいことがよく分かった。」など、
この科目の狙いが適い、うれしい反応でした。

インテンシヴ・リーディングａ 大西　寿明 教科書英語とは少し違った「生きた」英語を読むことに難しさを感じた人も
いたと思います。その難しさに直面した時に、「生きた」英語を理解するた
めにはやっぱり基礎的な文法知識が必要なのだと感じてもらえたら、この授
業の目標は達成したのかもしれません。授業で扱った単熟語や構文などを復
習しながら、今後も英語と格闘していってください。期待しています。
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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
現代イギリス文学・文化演習ａ 志渡岡　理恵 　３，４年生対象の読解を中心とした演習の授業だったので、学生の発表、

聴いていた学生からのコメント、教員からのコメントという構成で授業を
行った。
　発表する学生には、ハンドアウト（要約、重要箇所の英文と和訳とコメン
ト、歴史的背景について調べたこと）を作成してもらったが、回を重ねるご
とに内容が充実していった。自伝だったので、要約は難しかったと思うが、
各自、興味を持った部分を中心にうまくまとめていた。重要箇所について
は、選ぶ視点やコメントに独自性があった。歴史的背景のリサーチについて
は、取り組み方にいくらか差があったが、適切な文献を調べてきた学生も少
なくなかった。卒業論文作成に向けて、着実に力をつけてきている印象を受
けた。
　反省点は、教員のコメントが長くなりすぎて、予定より進むのが遅くなっ
てしまった点である。作品解釈はきりがない作業なので、時間管理をしっか
りしようと思う。
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