
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
日本美術史入門ａ 仲町　啓子 予習と復習時間が少ないようなので、以後はその内容についても授業中に説

明したい。

西洋近代美術史特講ｃ 六人部　昭典 アンケート結果は概ね平均値を上回っているが、「授業のスピード」だけが
下回っている。数値は2016年度より改善しているが、重要作品ではさらに時
間をとるなど、工夫が必要と思われる。

日本近代美術史入門ａ 児島　　薫 少しでも日本の近代美術について知識を持っていただければうれしいです。
パワーポイントの字が見にくいなどの人には、前の席に来るように何度もお
伝えしました。もし自分から前に行きにくかったのであれば、個別にこちら
に話に来てくだされば、私の方で席を指定できました。日本史の知識などが
不足していると思ったら、図書館で本を借りて自習してください。こうした
ことについては、自分から問題解決のために行動する力も身につけてほしい
と考えます。

中国美術史特講ｃ 宮崎　法子 興味を持って授業に臨んでいるようです。説明はわかりやすいようですが、
自己評価は、あまり高くないようです。自修時間にばらつきがあるので、自
修時間と自己評価の相関関係があるのか、知りたいところです。この授業で
は、授業中に質問をして発言を求めましたが、今後そのような取り組みを増
やし、積極的に質問をしてもらえるよう工夫したいと思います。それによっ
て、皆さんが最初に抱いた興味によりよく応え、皆さんの自己評価が高くな
るよう努めたいと思います。

基礎演習 小倉　絵里子,小野　寛子,
中村　友代,金原　さやこ

当科目は2年生全員に履修を勧めるため、モチベーションが上がらないこと
を心配したが、アンケートの結果を見ると自身の成長を実感できた学生が多
かったようで良かった。さらに全体の理解度・満足度を挙げられるよう、教
材や授業の仕方を改善していきたい。
身体文化論 恩地　元子 本年度の「身体文化論」は、授業内容に関心をもって正しく受講した学生が
多かったためか、出席率、コメントの充実度など、手ごたえを感じられるも
のだった。
テクニカルな面については、資料を豊富に用意し、効果的な提示を心がけ、
またコメントにも出来る限り丁寧に対応したことは評価されているようだ。
教師の声の聞き取りやすさが、若干、評価低めになっているのは、敢えてマ
イクなしで授業に臨んだことが、こちらの体調などにより、効果を挙げな
かった日もあったからであろう。コメントペーパーで指摘があってから、マ
イクを利用し、改善した。
授業内容に対する評価は、概ね良好といってよいと思う。扱う領域が広く、
馴染みのある芸術分野や作品を違った視点から見直すということを授業の狙
いとし、先入観をもたないようにするため、紹介される事例に新鮮さを覚え
ても、予習するといった自主学習による充実感を得られないという一面もあ
る。
また「＜あし＞（足・脚）」は、芸術諸領域をほぼすべて横断できる数少な
い視点であるが、身についたという実感が得られにくいのは事実だ。
「身体文化論」が専門分野としてまだ確立しておらず、大学、学科、学問分
野によって「身体論」、「身体表現論」などと名称もさまざまであるため、
より専門的に学びたいという学生のための方向づけが難しいという点を鑑み
るに、もう少し芸術領域の数を抑えて、既存の学問領域に寄り添えるような
工夫も必要かと考えている。
いずれにしても、来年度も楽しく充実した学びが得られるよう、学生の自発
的な学習を促すような切り口、トピックスを工夫したい。

中国美術史演習ａ 宮崎　法子 もともと人数が少ない上に、未回答の人が何名かいたので、自由記述にすべ
きでした。双方向授業を心がけたつもりですが、まだ十分でなかったかもし
れません。時間が不足している分は、課題として提出してもらいましたが、
そのフィードバックを授業中に十分行えず、添削結果の返却も一部しかでき
なかった点を、今後改めるつもりです。

卒論ゼミａ 椎原　伸博 卒論ゼミは個別面談が主なので、このアンケートの回答は困難な部分があり
ます。一名しか回答がなかったので、今後はゼミ生全員が回答するように指
導していきます。

卒論ゼミａ 駒田　亜紀子 卒論ゼミでは、皆さんがそれぞれ設定したテーマに沿って指導が進められま
す。ゼミ指導の時間は限られていますが、その中で、より質問・疑問点に答
えられるよう、工夫・努力をしてゆきたいと思います。

卒論ゼミａ 宮崎　法子 みなさん、それぞれ頑張りました。ただ、自修時間がゼロと回答した人がい
たことは、かなりショックでした。卒論執筆が最終目標ですので、各自の自
習が中心になります。少しずつでも自身の成長を感じてくれていることはう
れしく思います。レポート提出で終わりではなく、夏休みも、卒論のことを
忘れずに、少しずつ成果を重ねて、積み上げ、書けるところは書き始めま
しょう。いっそうの努力を期待します。

卒論ゼミａ 六人部　昭典 アンケート結果を見ると、各項目の数値は概ね良好のようだ。ただ、２１名
というゼミ人数であり、個々の発表内容を卒論につなげる指導が、十分にで
きたとはいえない。この点は、後期の指導で補いたいと思う。

デザイン実習ｄ 下山　肇 産学連携としての取り組みの上での「ワークショップ」の研究と開発だった
ということもあり、大変な授業だったと思う。しかし授業内でも触れたよう
に、感動を起こす「経験」をつくるということはデザインにとどまらず社会
に出ても常に要求されることである。「ワークショップは中々やる機会がな
いので、良い経験になりました」という意見のように、単なる一経験として
だけではなく将来につなげていってもらえたらと思う。

西洋近代美術史入門ａ 六人部　昭典 アンケート結果を見ると、概ね良好なようだが、「授業のスピード」だけが
平均値を下回っている。2016年度にも同じ傾向だったので、工夫を加えたつ
もりだったが、結果につながっていない。１年次前期の授業であることを踏
まえ、進行を遅くし、またノートテーキングの助言を加えようと思う。
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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
西洋美術史特講ｃ 駒田　亜紀子 この授業では、受講生の皆さんがそれぞれ関心を持って授業に臨んでおられ

たと思います。ただ、配布プリント等を活用した予習・復習については、さ
らなる工夫が必要と感じています。予習・復習あるいは発展的な間学びにつ
ながるような工夫を重ねてゆきたいと思います。

思想史研究ａ 降旗　芳彦 　この科目をさらに専門的に学びたいと感じてくれた受講生がかなりいたよ
うで、授業をきっかけとして、自分が興味を感じた事柄について、自分で調
べたり研究したりしてくれた受講生にとっては、この授業は有益だったので
はないかと思います。受講生が自分から何かを調べてみたくなったり、関連
の図書を読んでみたくなったりするような授業を目標にしていますので、今
後も受講生の自主的な学びに結び付くような授業を心掛けていきたいと思い
ます。

日本美術史演習ａ 仲町　啓子 いっそうアクティヴラーニングに努めるようにします。

絵画実習ａ 織田　涼子 今年度の受講者は５名と少なく、個別に指導する時間が多く取れた。動物園
でのスケッチや人物画のモデルデッサンなど、決められたテーマの中で自分
が描きたいものを見つけて制作する授業である。授業中にアンケートの時間
は取れなかったため満足度はわからないが、皆それぞれの課題に集中して取
り組み、材料の特徴を生かして絵画や立体の作品を完成させることができ
た。

中国美術史入門ａ 宮崎　法子 慣れない中国美術の授業に、ついて行くだけで必死だだったと思います。
今後も学びたいという学生さんが半数以下なのは、やはり残念ですが、授業
のわかりやすさと興味をもてる内容をどのように提示できるか、内容を減ら
して、質問を多くするなど、さらに工夫する必要があります。ただ、履修人
数が多いため、そのような双方授業の実施はなかなか困難です。自修時間を
増やし、理解を促すために、もっと課題を出した方がいいのか、かえってそ
れが逆効果になる可能性もあるため、そのことについて、アンケートで皆さ
んに意見を聞くべきでした。

美学特講ｃ 椎原　伸博 ファーレ立川の見学授業は学習効果た高かったように思います。この授業
は､都市環境における美的なものに対して､意識的になることを目指しまし
た。美術館や劇場と行った、芸術の制度によって保証されるようなものでな
くても、美的体験が可能であることを今回の授業から学び、今後はそういっ
た視点で公共空間における美のあり方について、更に学習していきましょ
う。

西洋近代美術史演習ａ 六人部　昭典 アンケート回答数が少ないが（授業中に指示ができなかったため）、結果は
概ね良好と思われる。ただ、「演習」には多すぎる受講人数であり、適切な
授業展開だったとはいえない。後期は、グループ発表を通して、個々の関
心・動機を引き出してゆきたい。

西洋美術史入門ａ 駒田　亜紀子 この授業は大人数の講義形式で行うため、双方向の質疑応答を行うのは困難
です。それを補うために課題プリントなどを通じてフィードバックを試みま
した。まだ改善の余地があるので、今後の授業ではさらにきめ細かな対応が
できるよう、努力したいと思います。

実践入門セミナー 駒田　亜紀子 この授業は、大学での学び全体に関する部分と美学美術史学科での学びに不
可欠な、美術館・博物館の見学や作品についてディスカッションすることに
重点をおいています。これらのスキルを、今後のさまざまな授業を受ける際
に生かしてゆけるよう、今後の指導を工夫したいと思います。

実践入門セミナー 椎原　伸博 入学してすぐの履修ガイダンスが解りづらかったコメント、補講日が解りづ
らかったコメントについてお答えします。まず、履修ガイダンスはかなり複
雑になるので行いました。もし、解らないところがあれば、積極的に助手さ
んに質問するなり、自分で解決する必要があります。同様に補講日について
も、掲示板等でも告知していますので、それを見落としているのは自己責任
となります。後期や2年になると、一年生のように手取り足取りで教務的な
ことを指導しなくなります。まず、自分から情報を確認する姿勢をとれるよ
うになりましょう。

実践入門セミナー 下山　肇 初年度入りたてで皆が緊張しているなかでの授業だったが、新入生にとって
大切な「大学とは？」ということについて「学校のシステムが理解出来た」
「人の話を聞き理解できるよう少しだけになった。」「レポートの書き方
や、提出方法を知ることができました。」など概ね理解が得られた。また、
本学科の要となる美術館見学実習についても「美術館での立ち振る舞い方を
学ぶことができたのもよかった。」など、授業の内容がよく伝わっているよ
うに見受けられた。これらを踏まえ今後もきめ細やかに対応しながら授業に
臨む。
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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。
「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
「タッチタイピングが以前よりもできるようになった」、「初めてやること
が多かったのですごく大変だったが、自分のできることが増えていくことが
よく分かってよかった」、「WordやExcelの使い方がよく分かり、日常生活
やほかの授業の学習の際も役に立った」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」（回答の“どちらかといえばあてはま
らない”５名と“まったくあてはまらない”１名）という回答が６名（アン
ケート提出数の25％）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（34名提出）の結果、WordとExcelの利用経
験のない方がそれぞれ11名と20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
善案をお聞きしたいと思います。

情報リテラシー基礎ａ 柳田　京子 　授業アンケートの集計結果や自由記述から判断して、当該科目の目標は概
ね達成できたと思われます。
　パソコンの基本的なスキルをマスターすることが第一の目標です。そのた
めには、授業外での学修が必須となります。そこで、事後学修に取り組める
ように課題(宿題)以外に、タイピング練習問題や、自由提出課題を提供しま
した。提出されたタイピング練習記録表をみると、全く練習しなかった学生
は数名でした。自由提出課題に取り組んだ学生は、少数でした。今後自由提
出課題については、多くの学生が取り組みやすように、レベル別の課題提供
を考えています。
　欠席者のフォローと事前事後学修の参考となるように毎回の授業内容と次
回授業予定、授業内で使用した教材等を、manabaコースコンテンツにアップ
しました。閲覧状況をみると残念ながらあまり活用されていなかったようで
した。閲覧の督促を頻繁にすべきであったと思っています。
　双方向授業実施対策として、授業内で数回『質問・要望アンケート』を実
施しまた。授業の疑問点や要望を確認し、早期解決を諮りました。内容に
よっては個別対応しました。学生の意見を聞きつつより効果的な授業となる
よう努めていく所存です。

絵画実習ｂ 織田　涼子 授業のスピードは適切だったようで、配布プリントや個別指導が有効だった
のか「技法が身についた」という回答があり良かったと思う。今年は出席率
もよく、事後学修の取り組みも良かったため、木版画の制作時間が十分確保
できた。多版多色摺りの制作工程を理解し、各自が見通しを持って取り組め
たことは大変素晴らしく、難しい技法にも挑戦する意欲を持って、完成度の
高い作品を生み出していたと思う。

西洋美術史演習ａ 駒田　亜紀子 この授業は、演習という性質上、さまざまな課題があり、授業時間外の学修
に多くの時間を必要としますが、皆さんそれぞれに真剣に取り組んでいたと
思います。こうした努力が、２学期の授業でさらに生かされるよう、授業を
一層工夫してゆきたいと思います。

美学演習ａ 椎原　伸博 アンケートの回答数は少なかったのですが、回答者全員がそれぞれ授業効果
をあげていて安心しました。後期の演習では、卒業論文に関するテーマ設定
という大事な時期になりますので、今後も身を引き締めて学習していくこと
にしましょう。

卒論ゼミａ 織田　涼子 絵画ゼミの６名は、それぞれのテーマで水彩画、油彩画、水墨画に取り組ん
でいる。回答がなかったので満足度はわからないが、前期は講評会を３回行
い、本制作の課題を明確にしていった。実材を使った制作では、やってみな
ければ分からないことや、手を動かして考えることが多いため、まずは描い
て見ることが大切である。自身の制作を振り返り、課題を検証して、表現内
容や表現技法を追求していく必要がある。前期の課題を踏まえて各自が制作
を進めるよう期待している。
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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
美学入門ａ 椎原　伸博 皆さんからいただいた意見のうち「声」の問題については、後期以降　意識

して改善してくことにします。今年度から、アクティブラーニングを意識し
た授業（ノートの作成に基づく、ペアワーク）を実施しました。また、小テ
ストのフィードバック等も行い、大人数の授業でありながら、理解度向上の
ために工夫をしたつもりでしたが、なかなか成果をあげられないでいるよう
です。基本的に自らノートをとるべきという前提で授業を行っており、授業
後にレジュメを配布､授業後自らのノートと比較してみることで、理解度を
深めてもらうというポリシーで行ってきましたが、授業の理解度に結びつて
いません。予習復習時間を見てみると45分しかありません。美学という学問
は今まで学んできたものとは異なる学問ですので、45分で理解するというの
は限界があります。45分は統計的数値ですが、アンケートに答えてくれた半
数が30分以下、23％の学生は全く予習も復習もしていないことになっていま
す。当然、授業内容について後期以降､再検討してきますが、今後はもっと
予習ができるような工夫を考えます。

デザイン実習ａ 下山　肇 「デザインの思考力が深まった。」「ものや対象物を客観的に見る力が身に
ついた。」「やることが多くて大変だったが、授業はとても楽しかったで
す。」「今までこんなことしたことなかったのでおもしろかったです」など
の意見が得られ、学生が修得すべき「美の探求」のうち主に、人文・社会・
自然の中に価値を見出し、感受性を深めようとする態度を修得する。という
到達目標が概ね達成できただろう。
今後もさらに、授業に対する理解が深まるよう工夫を重ねていく。

絵画入門ａ 織田　涼子 出席率もよく意欲的で、作品への取り組みは素晴らしかった。ただ、授業の
流れについては説明不足であったようなので、アンケートへの回答を中心に
２点補足し、改善点を述べる。
(1)一斉指導について
　始業時の「説明の時間が長い」という指摘について、改善の必要もある
　が、まず「絵画入門」はデッサンをするだけが目的ではなく、教職関連
　実技科目として必要な講義部分を含んでいることを補足しておく。その
　ため、受講者が教員免許の取得を目的としない場合や、デッサンの経験
　者であれば、説明時間が無駄に長く感じただろう。一斉指導は皆が事故
　なくスムーズに各自の制作を進めるために行うので、知っている内容で
　あれば復習や周囲をサポートするなどの時間にしてもらいたい。
(2)個別指導について
　「技法を教えて欲しかった」という意見があることからも、机間巡視時
　の個別指導が少なかったのかもしれない。一斉指導を短くし机間巡視
　の時間を長く取ることもできるが、その判断は受講者数に左右される
　ことが多い。今年は受講者数が多かったため、一斉指導で理解を深め
　たい狙いがあった。

改善点
　一斉指導を何度か授業の半ばで行えば、皆の制作時間は確保できたと思
う。その場合、制作途中での一斉説明が多くなり集中力を削がれる心配もあ
るが、制作時間全体は長くなる。
　技法は継続的するうちに身につくため、自宅でも取り組んで欲しいが、授
業内で質問の時間を増やせば良かったと思う。
　いずれにせよ、制作時間と場所は限られているため、皆で協力しながら集
中して制作し、表現したことを共有できる環境にしていきたいと考える。オ
フィスアワーに制作の指導はできるので、必要であれば作品を持ち込んでく
ださい。楽しく制作できるよう願います。

デザイン入門ａ 下山　肇 「構成美の要素、色相関係などについての知識が身についた。」「明度と彩
度の違いが理解できるようになった。」「色についてよく理解出来たと思っ
た。」「色彩についての理解が深まった」「絵の構成について理解が深まっ
た」など、具体的な修得すべき内容については概ね理解が得られた。
また、授業全体としては「全体的にデザインに対しての理解が深まった。」
「制作が多くて楽しかったです。」「デザイン的な思考がこんなにも世界の
見方を変えるのか、と本気で思いました」「デザインの教室がまず面白いも
ので溢れている。」「毎回毎回学ぶことがたくさんあって、すばらしかった
です。アップルのパソコンにはまだついていけませんでしたが・・・。」な
ど、単なる技術にとどまらない「デザイン」それ自体についての理解が深
まったのではないだろうか。
コンピュータの操作については「慣れ」と「具体的な課題」が必要なので、
２年生以降の実習授業にてゆっくりと実践していきましょう。

絵画入門ａ 織田　涼子 出席率もよく、とても熱心に制作していた。初心者も経験者も鉛筆デッサン
や着彩デッサンの方法が理解できた様子で、素敵な作品が仕上がっていた。
ただ、授業前後の説明が行き届かず、最終課題を無記名で提出した人が多
かったことは残念だった。今後、皆さんは注意深く課題に取り組み、私は繰
り返し注意喚起をして改善しよう考える。
事後学修については、半数以上が「全く復習をしなかった」と回答していた
ことに課題が残る。授業の難易度が低く復習の必要を感じなかったのかもし
れないが、これらの表現技法は繰り返し練習することで自分なりの方法や道
具の使い方が分かるようになるため、ぜひ復習の時間を設けて欲しい。自宅
では気軽に描けるように工夫してみよう。デッサンよりも制作時間が短いク
ロッキーを取り入れたり、八つ切り以下の小さい画用紙で描くことなども有
効かもしれない。特に教員免許の取得を目指す人は、継続的に静物デッサン
や自分の好きな制作に取り組んでみてください。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
デザイン入門ａ 下山　肇 「構成美の要素、色相関係などについての知識が身についた。」「明度と彩

度の違いが理解できるようになった。」「色についてよく理解出来たと思っ
た。」「色彩についての理解が深まった」「絵の構成について理解が深まっ
た」など、具体的な修得すべき内容については概ね理解が得られた。
また、授業全体としては「全体的にデザインに対しての理解が深まった。」
「制作が多くて楽しかったです。」「デザイン的な思考がこんなにも世界の
見方を変えるのか、と本気で思いました」「デザインの教室がまず面白いも
ので溢れている。」「毎回毎回学ぶことがたくさんあって、すばらしかった
です。アップルのパソコンにはまだついていけませんでしたが・・・。」な
ど、単なる技術にとどまらない「デザイン」それ自体についての理解が深
まったのではないだろうか。
コンピュータの操作については「慣れ」と「具体的な課題」が必要なので、
２年生以降の実習授業にてゆっくりと実践していきましょう。
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