
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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では、授業を進めるスピードが平均を下回りま

した。その他の項目は、ほぼ平均並みでした。自由記入欄には、『基本的な
パソコン操作が身に付いた』という意見が多数寄せられましたので、当該科
目の目標は概ね達成できたと思います。
　授業のスピードについてですが、シラバスの内容網羅を考えると時間的制
約が生じ、また、パソコンスキルにも個人差があるため全員が納得いくス
ピードで進めることが困難な状況です。（自由記入欄には、『進み方がゆっ
くりで良かった』との意見もありました。）
授業中、スピードについて確認しつつ進めましたが、今後は、さらに頻繁に
確認していきます。授業中ついてこられなかった箇所は、事後学修でフォ
ローが必須となります。そこで、欠席者のフォローも含め、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。しかしながら、閲覧状況をみると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。
　当該科目は、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、事前事後
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。また、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。
　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。

少子高齢化社会 須賀　由紀子 少子高齢社会の見方を知り、これからの社会を生きる一員として、自分なり
にどう接していけばよいのかについて考え方をつかんでいただけたようで
す。この分野の学びに興味を持っていただけた方が多く、特に、実際に地域
の方と交流したことで得るものがとても大きかったようなので、これから、
授業で考えたことや知ったことを、さらに、ご自身の生き方や社会への関わ
り方につないでいただけるとよいなと思っています。

生活ビジネスａ
      （グリーンビジネス）

菅野　元行 履修生31名中18名の回答に留まり（回答率58%）ましたが、総合的な満足度
が4.50（5.00が最高点）と高い評価をいただきました。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。「授業後の課題Aが自然と復習する機会に
繋がったので良かったです。地球温暖化やCSRといった、今後の生活におい
て欠かせないことが学べてとても勉強になりました。」 
今後も分かりやすい授業を心がけます。

メディア社会概論 行実　洋一 全体的にバランスの取れた評価となっており、特に「授業の分かりやすさ」
の項目が高かった。1年次授業ということもあり、引き続き、こうした「分
かりやすさ」を心がけたい。

現代社会を読み解くａ
            （政治と経済）

浅井　美香 　本授業の狙いは、農林業を事例として政治経済と社会の関係を学ぶことで
ある。新たな知見を得た学生がいた一方で、聞き取りづらかった、分かりに
くかったという学生が一定数いる。今後は、話し方や表現に工夫し、より分
かりやすい授業を目指したい。
　コメントによると、最初の数回は私語を注意する機会が多くなり、落ち着
いて授業を受けられなかった学生が1人いたようである。座席指定にするこ
とで、この問題の解決に努めた。次回も授業に集中できる環境の維持に努め
たい。

メディア生活学ａ 行実　洋一 全体的に高い評価となっており、次年度も引き続き、こうした評価を得られ
るよう努力したい。

地域エネルギー論演習 菅野　元行 回答者がいませんでしたが、履修生1名のため回答しにくかったのだと思わ
れます。しかしながら、この1名の履修生は他のゼミ生でありながら、地域
エネルギー事業に携わっている社会人の方を訪問し、詳しい説明を受ける積
極性があり、高い評価に値します。
この演習科目を意欲的に履修する学生が多く入学するように当学科が変わる
ことを切に希望いたします。

現代社会を読み解くｂ
            （生活と産業）

野津　喬 総合的な満足度が4.3以上であること、また自由記入欄で「社会と企業の関
係が良く理解できた」、「将来の仕事を考える良いきっかけとなった」、
「グループワークを通じて話す力が身についた」、「理解しやすい授業だっ
た」等のコメントが複数あったことを踏まえると、授業の目的は達成できた
ものと考えられる。
一方で授業の進め方について一部に、「私語を注意するために授業を中断す
るのが気になる」、「私語にそれほど敏感になら無くても良いのではない
か」とのコメントがあった。毎回の授業で配布するコメントペーパーにおい
て、「私語をしている人が気になる」とのコメントが複数あったことを踏ま
えると、私語を放置するのは適切ではない。ただし私語への注意によって授
業が中断することが気になるという点は理解できるので、今後は私語につい
てその都度、注意するという対症療法ではなく、着座ルールの制定など事前
に対処する方向で検討したい。
また講義資料について、毎週ではなくある程度まとめてmanabaにアップして
欲しいとのコメントがあった。これについてはその週の授業を踏まえて講義
資料を作成・修正しているため事前にまとめてアップすることは難しい。ま
たこの点についてはシラバスで明記し、第1回の講義でも伝えているが、今
後は第1回の講義で説明する際により念押しして趣旨等を伝えるようにした
い。

広告とメディア 行実　洋一 全体的に高い評価となっているが、次年度は特に双方向的な授業運営をより
一層心がけたい。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
エコビジネス演習 菅野　元行 履修生3名中2名の回答になりましたが、総合的な満足度が4.50（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。「エコ検定の過去問を解くことでエコ検定の問題形式も分かり、出題
の仕方などを知ることが出来たのでこの授業を受けてよかったなと思いまし
た。過去問を解いていくうちに自分の出来る問題が増えていくことがとても
嬉しく思いました。」 
今後も分かりやすい授業を心がけます。
最終回の授業では、履修生が直前にeco検定を受験したため、その答え合わ
せを行いました。その結果、履修生全員が合格と判定されました。おめでと
うございます。

女性社会論ａ 須賀　由紀子 女性が輝いている働き方を見つけたいと改めて思うことが出来た、などのコ
メントもあり、全体的には女性であるということ、そして、これからの社会
の価値観について、興味を持って聞いていただけたようです。自分ではあま
り意識していませんでしたが、声が通りにくく聞こえにくいことがあったよ
うなので、今後はマイクを利用したいと思います。

自立生活論ａ（健康） 須賀　由紀子 自分自身の暮らし方や社会のあり方、生涯にわたり健康をどうとらえたらよ
いかなど、興味を持って理解していただけたようなので、とてもよかったで
す。また、みんなで健康なライフプランを考えたり、自分自身のことを考え
ながらレポートを作成することができてよかったなどの意見がありましたの
で、このような自分自身の問題に惹きつけて考えたり、仲間とその意見を交
換しあったりするような授業を、今後も工夫して進めていきたいと思いま
す。
パワーポイントをアップロードしておいてほしい、という意見がありまし
た。実はパワーポイントの資料は、授業開始の間際まで手を入れているた
め、事前アップロードができません。配布プリントの文字ではわかりにく
かったことがあったとのことなので、その点改善して配布できるように努め
ます。

環境経済学 野津　喬 総合的な満足度が4.6以上あり、「経済と環境との関係が良く理解でき
た」、「グループワークを通じて理解が深まった」、「環境に関する交渉を
理解できた」等のコメントが複数あったことを踏まえると、講義の目的は達
成できたものと考えている。
また「講義が分かりやすかった」、「講義冒頭に行う前回の復習やコメント
ペーパーで理解が深まった」、「関連する新聞記事を配布してくれてより分
かりやすくなった」等のコメントもあり、次年度も今年度の講義スタイルを
踏襲して講義を展開したい。
なお、「通常の講義の回と比較するとグループワークの回に出席する学生数
が少ない」とのコメントが1件あった。これについてはグループワークの重
要性について、講義の中でより周知することとしたい。

グレートブックスセミナー１ 須賀　由紀子 難しい表現の文章、そして授業の進め方にも戸惑うことが多かったのではな
いかと思いますが、コメントを読むと、取り組み甲斐を感じていただいた
方、また、自分で考える力や視野が深まっていくことを自覚することができ
た方など見受けられ、よかったです。グレートブックスセミナーで得たこと
を、自分のこれからの生き方や物事に取り組む姿勢に生かしていただければ
と思っています。

地域食料論 野津　喬 総合的な満足度が4.6以上あり、自由記入欄に「食の生産、流通、消費につ
いての理解が深まった」、「グループワークを通じて人前で話す力が身につ
いた」等のコメントが複数あったことを踏まえると、講義の目的は達成でき
たものと考えている。
また上記に加えて、「冒頭に前回の講義を復習することでより内容が理解で
きた」、「コメントペーパーを配布してくれたのが良かった」等のコメント
があったことから、次年度も現在の講義スタイルを踏襲して授業を実施した
い。
なお、「冷房をつけてもあまり涼しくならなかった」とのコメントがあった
が、これは冷暖房設備が教室の両端に設置されていること、また履修人数が
86名と多かったことに起因すると思われる。教員個人としての対処は難しい
が、引き続き、学生が授業に集中できるように可能な範囲で空調に気を配り
たい。

環境思想ｂ 犬塚　潤一郎 西洋・東洋・日本・ポストモダンと、環境倫理形成につながる思想史の概括
を試みましたが、おおよその理解が得られて幸いです。
現代の具体的なトピックに対して、さらに深く考察を進める回も設けられれ
ばと思いましたが、時間不足でした。

グレートブックスセミナー１ 犬塚　潤一郎 丁寧にテキストを読み、授業中の討議を支援するように努力してきました。
提出いただいたノートとレポートを読んでみても、しっかりとした学習プロ
セスと十分な成果がみられる方々には手ごたえを感じます。反面、予習復習
ともほとんど記録のない方々もいることに、意欲を高める工夫不足がまだ
あったかとも感じます。

グレートブックスセミナー１ 須賀　由紀子 コメントを読むと、「自分の思考に深みが出た」「自分だけの考え方だけで
なく、いろいろな人の考え方も知ることができ、考えの幅が広がり、多角的
な考え方が身についた」「今まで考えたことのない大きい課題についてこの
ように考えたことは、今後の暮らしできっと活きると思う」などと、グレー
トブックスセミナーの意義を受け止めていただいていてよかったです。事前
事後学習にも取り組む力がついたとのこと。１年前期のこの授業を土台とし
て、各自専門の学びにしっかりと取り組んでいっていただければと思いま
す。声が通りにくかったようなので、今後はマイクを使うなど改善します。

メディア生活経営論演習ｂ 行実　洋一 4年次授業のため、アンケート時期が就活最盛期と重なってしまってデータ
が取れなかった。次年度はアンケートの取り方に注意したい。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
グレートブックスセミナ—２ａ 犬塚　潤一郎 今年度は、授業登録のない、自由参加者だけでしたが、十分にテキストを読

み、討議も楽しめたものと思います。

ゼミナール 野津　喬 総合的な満足度が4.8以上あり、講義の目的は十分に達成できたものと考え
ている。
特に自由記入欄に「グループで作業することの大変さと大切さが理解でき
た」、「他校や学外の人との交流が出来た」とのコメントがあり、これらの
活動については引き続き継続していきたい。

ゼミナール 行実　洋一 通年授業のため、サンプル数が極端に少なく評価が難しいが、後期は特に学
生との双方向性や、授業参画の在り方に注意して授業運営を行いたい。

実践入門セミナー 行実　洋一,野津　喬 総合的な満足度が4.6以上あり、自由記入欄に「学科のことが良く理解でき
た」、「グループワークでコミュニケーション能力が高まった」、「レポー
トの書き方がよく分かった」、「教員とのコミュニケーションが取りやすく
なった」等のコメントが複数あったことを踏まえると、授業の目的は達成で
きたものと考えられる。
なお、レポートの書き方と教員インタビューは来年度も継続した方が良いと
の意見があり、上記の自由コメントの内容も踏まえると来年度も今年度の内
容を踏襲して授業を設計したい。

実践入門セミナー 菅野　元行,野津　喬 総合的な満足度が4.3以上あり、自由記入欄に「学科のことが良く理解でき
た」、「グループワークでコミュニケーション能力が高まった」、「レポー
トの書き方がよく分かった」、「教員とのコミュニケーションが取りやすく
なった」等のコメントが複数あったことを踏まえると、授業の目的は達成で
きたものと考えられる。 
なお、グループワークと教員インタビューは来年度も継続した方が良いとの
意見があり、上記の自由コメントの内容も踏まえると来年度も今年度の内容
を踏襲して授業を設計したい。

実践入門セミナー 野津　喬 総合的な満足度が4.4以上あり、自由記入欄に「これからの大学生活を考え
ることが出来た」、「グループワークでコミュニケーション能力が高まっ
た」、「レポートの書き方がよく分かった」、「教員とのコミュニケーショ
ンが取りやすくなった」等のコメントが複数あったことを踏まえると、授業
の目的は達成できたものと考えられる。 
なお、グループワークが多くて良かった、資料が分かりやすかったとの意見
もあり、上記の自由コメントの内容も踏まえると来年度も今年度の内容を踏
襲して授業を設計したい。

生活産業創出論 須賀　由紀子 幅広い分野から様々な視点が得られ、生活産業創出の必要性や可能性を理解
することができ、今後さらにこの分野を学んでいきたいと思う、という回答
がポイント高く得られていてよかったです。授業で扱った内容について、
「新しい視点で、世の中のことを見ることができるようになった」というコ
メントがありましたが、まさに、そのことがねらいの授業でしたの、そのよ
うな感じを得ていただけたことは幸いでした。この授業をきっかけに、身近
なところにある様々な商品やサービスの中に込められている意味を考えなが
ら日々過ごしていただけるとよいなと思います。

ライフ・プランニング 犬塚　潤一郎 レポート課題を通して、学んだことの咀嚼を先へ進めている方々が多くみら
れます。その一方で、課題を単に負荷と感じている人も少なからず見られる
のは残念です。お話は簡単に要領よく、というのはTV型の時代の風潮ではあ
りますが、現実社会は複雑で厄介なものです。現代社会の様相を考察するこ
とを目的とした授業ですから、難しく感じても、取り組んでみる必要がある
と思います。理解を十分に進めている方々も多くいることを見れば、向かい
合えば必ず自分の思考を広げられるものと思います。後期からも学びを楽し
んでください。

生活ビジネスｂ
  （コミュニティビジネス）

倉持　一 まずは、今回の授業に対して真剣な姿勢と態度で参加してくれた学生の皆さ
んに感謝いたします。履修人数が適度だったこともあり、学生同士の話し合
いなど、アクティブラーニングの導入がしやすかったことが、今回の授業評
価に好影響を与えたことが推察されます。多くの学生の皆さんから高い評価
を頂けたこと、誇りに思います。
出身も経験もそして個性も異なる学生の皆さんが、自らの考えを振返り、他
の学生の意見を聞くことで、「コミュニティ」の多様性と課題解決の困難性
を認識してもらえたら幸いです。学生の皆さん個々人が「コミュニティビジ
ネス」そのものを生業とするケースは少ないと思いますが、本授業の狙いは
コミュニティビジネスのより良い運営だけにあるのではなく、皆さんに課題
探知能力や分析力などを身に着けてもらうことにあります。皆さんの人生に
期待しています。
一方、授業展開が早いというご意見もありました。実践女子大学で初めての
授業ということで、PowerPointのスライドの適切な文字数など手探りな状況
もありました。この点、次年度以降の授業進行に役立たせていただきます。

環境科学概論 菅野　元行 履修生92名中42名の回答に留まり（回答率46%）ましたが、総合的な満足度
が4.36（5.00が最高点）となりました。この科目が1年前期の必修科目であ
るため、環境領域の学習を希望しない入学生が多いことを踏まえると、高い
評価と考えられます。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。
「環境について、そこまで興味があった訳では無いが、先生の授業の仕方
や、マメにコメントに答えてくださるところ、板書の取りやすさ、授業内容
をわかりやすいように噛み砕いて教えてくださるところ、教授の人柄など、
とてもよい授業でした。ありがとうございました。環境の単位とってみたい
とおもいます。エコ検定にも興味が湧きました。」 
今後も分かりやすい授業を心がけます。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
コミュニティ経済演習 野津　喬 総合的な満足度が4.9以上あり、また自由記入欄に「プレゼンをすることに

慣れた」、「どのようにしたら相手に伝わりやすくなるかという視点が変
わった」等のコメントが複数あり、授業の目的は達成できたものと考えてい
る。
なお、「自分の成長が見られた」、「大変だがやりがいがあって他の学生と
協力して一つのプレゼンを作り上げることが出来て良かった」等のコメント
もあり、担当教員として非常にうれしく思う。

環境マーケティング論ａ 犬塚　潤一郎 前期で基礎準備を終え、後期は実践的な演習へ進みます。さらに楽しんで学
びましょう。

メディアテクノロジー演習ａ
　　　　　　　（Ｗｅｂ）

河井　延晃 まず、本授業の総合満足度（設問14）について平均値が4.57ということで、
全体として比較的高い評価となりました。また、レポート課題等の予習復習
時間が、他教員を含めた全体平均（0.72h）に対し、倍近く(1.36h)、本授業
では学生の授業へのコミットも高いことが伺えました。
そのうえで、数値の低い個所にあえて目を向けて改善策を考えてみたいと思
います。全体のうち最低ポイントの項目は「II. この授業の内容と方法につ
いて」のなかでは授業のスピード（4.29）、「「Ⅲ 全体について」では、
学生自身の授業に対する成績評価（4.14（他教員含めた全科目平均では
3.62）」でした。

・数値の低い項目に対する改善案など
「II. この授業の内容と方法について」における「授業のスピード
（4.29）」について
それぞれ、極端に低い値でもありませんが、前者については、授業そのもの
の速度なのか、あるいはそれだけでなく自習課題を含めて作業のボリューム
が多いと感じている可能性もあります。これは、既述の通り本授業の予習復
習時間が、他の授業と比較してもかなり多いことも関連する可能性がありま
す。ただし、本項目は前年度の授業でも低めであった項目であり、本年度は
授業資料・テキストを充実させて、できるものは事前学習（反転学習）に回
すことを意識しながら授業をおこないました（それらに関連する項目は、配
布資料などのわかりやすさ(4.57)、双方向授業、質問のやりやすさ(4.57)と
も関連すると思います。）。また、最終課題への取り組みがもう1，2週早く
できるように、授業を進めることで、課題制作時のゆとりができそうである
とも考えました。この点は色々な原因が考えられると思うので、双方向性を
生かして理解度を確認しながら授業を進めてゆく必要があると思います。

・「Ⅲ 全体について」における、学生自身の授業に対する成績評価
（4.14）について
本項目についても、4.14（他教員含めた全科目平均では3.62）であり、極端
に低い数値ではないものの、学生自身の自己肯定感に関連する項目だと思い
ます。これについては、実は講義担当者自身が、課題制作のあとに時間をか
けて個人個人の総評などをもう少しやることができたのではないかという反
省がありました。この点でも、もう少し最終課題へ取り組む時期を1，2週早
めることで、講評時間を確保することができると考えます。講評のやり方に
よっては、自己評価や自己肯定感を高めることは可能だったと思います。

以上の二点は、教員側の改善個所ですが、アンケート結果が総じて良かった
のは、なにより、予習復習時間が他の科目平均と比較してもかなり高く、学
生の授業へのコミットメントに支えられている部分が大きいということがあ
らためて理解できました。このようなサイクルをさらに活性化させるような
授業設計を心がけてまいりたいと思います。

メディア生活経営論ａ 犬塚　潤一郎 討議中心で行えましたので、概念理解が進んだものと思います。今後の各自
の専門研究へ生かしてください。

環境工学及び調査 菅野　元行 履修生9名中4名の回答に留まり（回答率44%）ましたが、総合的な満足度が
4.25（5.00が最高点）となり、全体平均値よりも高い評価が得られました。
自由記述欄にも記載していただき、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。「環境について今までに学んでき
た知識と新たに学んだことを理解し、私の記憶の中の新しい知識となること
がとても楽しかった。」 
この科目では、原子力発電の基になる核分裂反応（原子の知識が必要）や、
プラスチック（高分子の知識が必要）のリサイクルが主な内容だったため、
高校で化学をよく理解していないと難しい側面はあります。しかしながら、
原発もリサイクルも環境・エネルギー科学を深めるには必要なことです。
今後も分かりやすい授業を心がけます。

映像制作演習ａ 犬塚　潤一郎 制作者としての手ごたえを感じられたものと思います。機器は身近なものと
なりました。今後も表現活動を続けられることを期待します。
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