
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
経営学概論 篠﨑　香織 　半期お疲れ様でした。

　必修科目であるためできるだけ「わかりやすい授業」を心がけてきました
が、会社に関する専門的な内容も含まれているため、もう少し丁寧に平易な
言葉を使って繰り返しながら説明していく必要性を痛感しました。次回以降
の授業に反映できるよう心がけていきます。
　「経営学概論」の履修者の中から、さらに経営学系の科目を今後も履修し
ていこうという意識を強めた方が出てきているようなので、ぜひ様々な科目
を履修していって欲しいです。

法律学 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。

生涯心理学 竹内　美香 人は一生涯を通して成長・発達・変化し続ける存在です。特に胎児から誕
生、新生児、乳児、幼児の時期の物理的・社会的環境はその後の人生を方向
づける影響力を持っています。自分がどのように育てられてきたか、今、ど
のような「地点」に居るのか、これから自分や次の世代をどのように育てる
のか。考えるべき課題は山ほどあります。そのことに気がついた受講生が多
かったので、科目の目標もほぼ達成できたと考えています。 
　今年度は誕生から幼少期のアタッチメント(愛着関係)と「基本的信頼感」
の形成(獲得)と、子ども時代の発生論的認識論のプロセスに対する受講生の
関心も高く、重点的に説明しました。
「生涯の発達」を扱う授業として、人生の集大成の段階の「自己実現」につ
いては、少し思い切って「死生学」も取り入れてみました。来るべき「死」
の瞬間を考えるのは、若い人には少しキツイかと思っていたのですが、思い
のほか受講生の皆さんの関心も高かった様子でした。反省点としては、ここ
に、もう少し時間をかけて、受講生と教員が、「思い」を交感する機会が持
ちたかった、というところです。
　ともあれ、人間の発達、ご自身の発達は「天国の門」まで続きます。ご一
緒に、さらに考え、学びましょう。
本科目も、次年度以降も、さらに充実させて授業内容を構成したいと思いま
す。 

追記 : 最終レポート課題は、最後まで注意深く取り組んでください。せっ
かく書いたレポートの科目名が誤っていたり、別の提出ボックスに誤投函し
た方がいます。ご自身の取り組みに対し、マネジャーとしてのご自身は、も
う少し大切に対応してもよいのでは? と思い、心配になった担当教員です。
(竹内のボックスに提出されたレポートは、間違った科目に投函したもので
も、極力、救出・救済しましたが。念の為。)

社会科学データ分析 竹内　光悦 ややスピードが速かったとの意見が平均よりも多かったように思います。今
後の参考にします。

マーケティング論 斎藤　明 本授業は、講義形式であるが、全体としての満足度（トップボックス２つの
合計）として、概ね高い評価を獲得している、一方、多くの受講生が履修す
るため、どうしても双方向型の授業形態には、限界も感じる。今後は、当該
事項に留意して、授業設計に取り組みたいと考える。

実践入門セミナー 竹内　光悦 回答者からは比較的好意的な意見が多くよかったと思います。これからも自
身で問題を見つけ、解決する力をつけていきましょう。

実践入門セミナー 駒谷　真美 　アンケートは、最終回の講義の終了間際に時間を取って実施した。
集計結果から、全体的に担当した1年生の学びが見られたことが喜ばしい。
　まず「アンケート回答率」が100％だったことは、24名の履修生全員が支
障なく回答でき、manabaの操作に慣れてきたことを意味する。これは、本講
義において「講義前に授業資料をコースコンテンツでチェックし、講義開始
時にresponで出席確認し、リフレクションシートや課題レポートをmanabaで
提出する」一連の取り組みが、定着してきたからと考える。履修生には、後
期以降他の科目においても、本講義で身に着けたICTのスキルを活用し、主
体的に講義に参加していってほしい。
　次に「授業理解度」について、8割近くが「理解できた」と回答し、「理
解できなかった」回答が0%であった。自由記述でも「レポートを書く時の基
本や、社会人としてのルールなど、社会に出た時に困らないように指導して
くださいました。今まで気がつけなかったことにたくさん気づくことができ
ました」などの回答が多く見られた。入学して初めての演習で不安を抱くこ
とがあったと思うが、試行錯誤しながら、小プレゼンやグループプレゼン、
リフレクションやレポートをやり遂げたことを、今後の自信につなげていっ
てほしい。
　最後に、シラバスの内容を一部変更したり（小グループでの図書館ツ
アー）、サブテキスト（リーディング）を追加したりしたのは、履修生の学
力を鑑み、講義の前半から情報収集と整理方法、読解力の徹底はすべきと判
断したからである。今後もシラバスを基本にしながらも、目の前の学生たち
に応じた講義を展開していきたい。

実践入門セミナー 篠﨑　香織 半期お疲れ様でした。
今期は「いかしたレポートの書き方」を中心に、学びました。
グループワーク、個人のワークを活用して行いましたが、まだレポート自体
を書く経験の少ない1年前期の段階では、なかなか、「いかす」レポートが
どのようなものかわかりにくかったかもしれません。でもこの学びはあとか
らじわっと効いてくるはずなので、忘れずに活用していってください。

学習心理学 粟津　俊二 ・全項目(学生自身の自己採点除く)の平均値が3.5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。

演習ⅣＡ 斎藤　明 年度当初から、研究と学習との関係性や違いなどを明確に意識付けを行い、
早期に卒業研究（卒業論文）の完成を目指す設計にすべきであったと考え
る。当該事項に留意した授業設計を実施する。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
英語コミュニケーションⅡＡ ライト，アレックス,小林　裕子 単語テストが毎週の様に実施されたり、時折TOEICが盛り込まれたりで、学

生の皆さんもスケジュールの確認が大変だったと思います。単語テストは多
くの方が見事に勉強をして臨んでいましたね。感心しました。後期は要約力
を高める演習をしたいと思います。

データベース基礎 竹内　光悦 回答者からは比較的好意的な意見が多かったので、安心しました。Access
が使えると、ちょっと社会に出ても有利になるかもしれませんので、引き続
き覚えていきましょう。

メディア表現論 駒谷　真美 「アンケート回答率」が27.3％（22人中6人回答）であったため、結果の詳
細について統計的な考察は差し控えたい。
　回答率が過半数に満たなかったのは、本講義では、3ヶ月かけて映像制作
を行っており、最終回の講義（7月31日）では、外部のメディア関係者を招
き、最終合評会を行っただけでなく、外部コンテストの応募締切が当日で
あったため、作品完成とコンテスト準備を優先した学生が多くいたためと考
えられる。次年度以降は、アンケートの実施を更に学生の協力が得られる時
期になるよう検討したい。
　本講義では、「1分と30秒の2つの映像作品を企画・取材調査・撮影・編集
の段階に沿って制作し、実践的な経験を蓄積する」ことがねらいだったた
め、作品制作活動の一環として、ロケ撮影も含めて授業外での作業が必須で
あった。加えて、グループで映像や情報を共有するためにDropboxやGoogle
Driveも活用した。シラバスで明記し、第1回の講義で告知していたものの、
映像制作初心者もいた履修生に負担感を与えたことは否めない。それにも関
わらず、全5グループが、作品を完成し発表できたことは、全履修生22名の
努力の賜物である。しかし、それに依存していてはいけないと考える。
　他大学の映像制作の講義では、授業外作業時間が多すぎて、履修生が激減
していると聞く。本講義もそのような状態を回避するために、次年度から、
クラウドの吟味や授業外作業時間削減などについて、改善していきたい。

社会調査方法論 原田　謙 説明の分かりやすさや聞き取りやすさは、比較的高評価でした。予習復習の
課題は、もう少し多くすべきだったようです。「社会調査実習」と並行して
履修した学生は、とくに本科目の意義を実感してくれたようです。そのほか
の学生も、ぜひ卒業研究などで本科目で学んだ調査方法論（仮説設定、調査
票の作成方法など）を活用してください。
成績評価は、＋Aが12.3%、Aが26.3％、Bが42.1％、Cが12.3%、不合格が7.0%
になりました。レポート未提出、試験を受けていない者、試験結果が50点未
満の者が「不合格」です。

企業戦略論 高橋　意智郎 双方向型授業と配布資料については、特に力を入れているので、質問項目の
「8.双方向授業等の工夫がされていましたか？」、「9.板書やパワーポイン
ト、配布資料はわかりやすかったですか？」の評価はそれぞれ高く（4.03、
4.21）、狙い通りの結果となった。自由回答記述では、「企業戦略について
興味がなかったけど、授業を受けてみて興味を持った」、「去年の統計など
の授業で学んだものが合わさった」などの回答があった。今後もこうした評
価が得られるような授業を試みたい。

メディア心理学 駒谷　真美 　アンケートは、最終回の講義の終了間際に時間を取って実施した。
　「アンケート回答率」が41.7％（84人中35人回答）であったため、結果の
詳細について統計的な考察は差し控えたい。回答率が過半数に満たなかった
のは、3時限の本講義後に4時限の他科目に試験を控えている学生が多くいた
ためと考えられる。次年度以降は、アンケートの実施を更に学生の協力が得
られる時間帯になるよう検討したい。
　しかしながら、集計結果で本講義が、全14項目において全体平均と当該区
分平均を上回る評価を得たこと、自由記述で「各発達時期の情報行動の理解
が深まった」などの回答が多かったことは、大変励みになった。これは、履
修生の積極的参加があればこそである。
　本講義は、履修生が大人数であり、「メディアと人間」の関わりについて
講義するので、パワポによる要旨把握の推進、OHC（書画カメラ）による立
体掲示による視覚化、最新メディア意識行動を映像情報として提供するな
ど、ICTを利活用している。
　更に、全履修生が双方向に取り組めるように工夫している。responによる
出席管理、manabaによる資料教材の提示・manabaによる連絡を徹底してい
る。これにより、履修生は、講義前に準備し、講義中も積極的に臨んでい
た。リフレクションシートや課題レポートの提出もmanabaで実施すること
で、履修生は、講義後も学習継続・発展の機会を有効に使い、かつ自分の提
出状況を把握できていた。提出したリフレクションシートは、次の講義に履
修生の回答を大型スクリーンで紹介しながらフィードバックを行ったので、
履修生が他の学生達の意見や教員の助言をその場で受け取れ、刺激になった
と考える。講義開始時にresponでイントロアンケートを実施し、その結果を
即座に講義に取り入れたり、講義中にブレイクアンケートを実施し、履修生
の理解度を把握しながら適宜説明を追加したりしたので、履修生は集中力を
継続できていた。今後も、その場で学生たちの学びを見取りつつ、関心を促
進できるようなアクティブかつインタラクティブな講義にチャレンジしてい
きたい。

英語コミュニケーションⅡＡ 小林　裕子,シオティーノ，アン 盛りだくさんの授業内容で、皆さんはスケジュールの確認が大変だったと思
います。単語テストは皆さんの努力が現れていました。きちんとテスト準備
をしていたと思います。後期は要約力を高める演習をしたいと思います。長
文を読んで要約して発表する演習をしましょう。

演習ⅢＡ 高木　裕子 引き続き「後期」も頑張って下さい。「後期」は夏季休暇期間の皆様の成果
が反映され、将来に向けての滑走路になる大事な時です。滑走路中心線灯に
なるべく、私も最大の努力を致します。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
演習ⅢＡ 篠﨑　香織 半期お疲れ様でした。

進度が予定通りでなく、その点の反省は後期に反映させていきます。
全体のゼミはとにかく全体が盛り上がっていくように、後の学びは個人のや
る気に依存してきます。
ご自身がなぜこのゼミに入ったのか、ここで何をしたいのか（学び、獲得し
たい知識や技能は何か）をもう一度振り返り、後期をスタートさせてくださ
い。

演習ⅢＡ 松下　慶太 さまざまなワークショップ、プロジェクトを同時進行しているため授業外学
習の時間は多く、それが自身の成長につながっていると考える。一方で、他
の科目とのバランスもあるので、そこを意識しつつ、工夫をしていきたい。

演習ⅢＡ 谷内　篤博 演習Ⅲの授業評価であるが、極めて高度でかつハードなゼミであるためか、
授業のスピードや説明のわかりやすさにやや低さが見られる。テキスト自体
が難しく、レジュメの分量も極めて多いのが学生の負担になっているようで
ある。後期はもう少し、じっくり、ゆっくりを心がけた授業展開にしたい。

演習ⅢＡ 山根　純佳 授業の理解について「十分に理解できた」との回答が０％だったので，より
学生の理解を深めるための工夫をしたい．

ホスピタリティ論 児玉　桜代里 本科目は、活発な議論を促すためにレポート選抜にて履修人数を制限して実
施したことで、授業に対して高いモチベーションで受講する学生が多かった
と思う。欠席回数については就活中の学生の影響もあったが、それ以外の全
ての項目において、全体平均と区分平均を上回る高ポイントであったが少数
派の意見にも注目してより良い授業環境を作っていきたい。

演習ⅣＡ 山根　純佳 予習復習時間が２時間以上が０％，30未満が14.3%との回答だったので，予
習復習時間の確保に努めたい

演習ⅣＡ 篠﨑　香織 半期お疲れ様でした。
前期は就職活動が中心だった方が多いですが、その間に卒業論文の準備も進
めることができた方も結構いた印象です。
泣いても笑っても後期が大学生活最後です。悔いの残らないゼミにしていき
ましょう。

演習ⅣＡ 高木　裕子 前期までに行った卒業論文での課題や調査方法の再検討を受けて、後期も
しっかり卒業論文を仕上げていって下さい。

演習ⅣＡ 松下　慶太 就職活動ということもあるが、授業外学習時間が少ないので次年度以降、ス
ムーズに卒業論文制作に移ることができるような工夫をしていきたい。

演習ⅣＡ 谷内　篤博 4年生の演習に対する評価であり、平均4.5であるが、一部、完全に満足して
いない学生もあり、驚きを隠しえない。後期は卒論完成に向け、決め細やか
な授業にしたい。

社会学概論 原田　謙 授業の分かりやすさや聞き取りやすさと言った観点は比較的高評価だったよ
うです。双方向授業（質問のしやすさ）については後期以降、改善したいと
考えます。自由回答においても「社会学に関心が持てた」というコメントが
見られたので、ぜひ2年次以降に「地域社会学」や「家族社会学」などの展
開科目を履修してください。
成績評価の分布は、A+が2割、Aが3割強、Bが2割、Cが2割、不合格（D、失
格）が1割弱になりました。

コミュニケーション概論 高木　裕子 100名以上の大クラスでの、それも講義形式の授業しか実現できない中で、
広い分野に跨る「コミュニケーション」を学ぶことは、その必要性を感じる
以上に、学問として捉えること自体が難しかったかもしれません。また、ご
自身の経験の範囲で、「コミュニケーション」というものが、友達とうまく
付き合い、関係を作るもの、もしくはうまく話せるようになるもののよう
だったとすれば、「概論」の世界は違っていたかもしれません。知識伝達、
情報提供以上に、この分野が世の必要性や必須とされる個々人の能力規定
だったとして、今後はうまく１年生の方々にもわかるように努めたいと思い
ます。その前に、これが１時間目の授業だったことが、より皆さんの出席状
況や意識に反映されていたのかもしれません。満員電車に揺られ、やっと着
いた先での授業としても今後は形態や内容に工夫を加えたいと考えます。

実践入門セミナー 織田　弥生 「授業の内容と方法について」はQ5（シラバスとの一致）を除いて平均より
高い得点でした。この状態を維持できるようにしたいと思います。「全体に
ついて」は平均よりやや低い得点でした（Q13自己採点，を除く）。もう少
しフィードバックの機会を設けられればよかったかと思います。自由記述に
は「レポートやレジュメの書き方がわかった」というコメントが多く，今後
の学生生活で役立つものになっていればと思います。

実践入門セミナー 原田　謙 レポートの作成方法については参考になったようなのでよかったです。（再
提出された）各自のレポートにも簡単な「コメント」はつけたので確認して
ください。
成績は新入生セミナー（のポスター）、プレゼン、レポート、授業時の質問
（レスポンススピード）などを総合してつけました。A+が5人、Aが7人、Bが
11人です。皆さんの自己評価（Bが一番多く、次がA）に近似した分布になっ
ています。
皆さんとは後期の「社会学概論」でもお会いします。1限なので遅刻しない
ように。

実践入門セミナー 数野　昌三 実践入門セミナーでは、大学における学びの基礎を具体的に進めてきまし
た。例えば、レポートの書き方、プレゼン、ディスカッション等です。そし
て、この授業を通じて人間社会学部での教員と学生との距離間を実感したと
思います。なお、6月後半から私語が気になりましたので、演習Ⅰでは、十
分に注意しましょう。

実践入門セミナー 山下　早代子 全体的に、新一年生にはレベルの高すぎる教育内容だったかもしれません。
今後高等学校教育を終わったばかりの学生であることを認識し、それらの学
生がついてこられる内容に修正したいと思います。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
実践入門セミナー 高木　裕子 今年度の本授業は、東急電鉄からの政策・解決課題を受け、初回から渋谷の

街を舞台に、フィールド調査とその発表をするというプロジェクトでの出発
でしたが、ここでの授業もそれを踏まえ、流れと構成は考えてみました。
「前期」授業の目的がアカデミック・スキルを付けることだったとすれば、
よく皆さん付いてきてくれたと思います。高校時代とは全く違う環境と形態
の中でも、御自身がよくやったということは実感されて下さい。加えて、こ
れから様々な方向から、より専門性のある各科目を受けていくことになると
思いますが、ここでのレポートの書き方他を使い、よく学ばれていって下さ
い。

心理学実験実習Ⅰ 粟津　俊二 全項目(学生自身の自己採点除く)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。

社会調査実習Ⅰ 竹内　光悦 調査実習の授業ですが、この調査の回答率が低いのがやや気になりますね。
ただ回答者の回答は好意的な意見が多かったので安心しました。後期も頑張
りましょう。

経済発展論 角本　伸晃 経済分野の科目は数式やデータの表・グラフを用いるので、「思っていたよ
り、難しかった。計算やグラフが、難しい。」の記述に代表されることにな
り、総合評価も厳しくなりますが、この経済発展論では総合評価が3.82とま
ずまずでした。「経済の仕組みをよく理解出来た。」「発展途上国の経済状
況について学ぶことができました。」の記述もあり、より分かりやすい授業
に努めたいと思います。

演習ⅡＡ 織田　弥生 「授業の内容と方法について」は，Q9（板書や配布資料のわかりやすさ）を
除いて平均より低い点になりました。スピードや説明のわかりやすさ，発声
などに，より気をつけたいと思います。「全体について」もQ13（自己採
点）以外は平均より低い点になりました。クラスメンバーによって説明の仕
方等を工夫し，できるだけ多くの学生にとって今後に役立つものにできれば
と思います。

演習ⅡＡ 広井　多鶴子 設問11「この授業を通じて、自分の成長が実感できたか」について、「でき
た」という回答が多かった点は、とても良かったと思う。実地調査に行った
ことと発表の多さがその要因だろう。その分、時間がなくてあわただしかっ
たという声もあったが、他方で、予習をしなかったという回答も29％あっ
た。取り組み具合にかなり格差があると思われる。

演習ⅡＡ 数野　昌三 第3セメスターでは、大学における学びや日常生活にも慣れ、アルバイトを
する学生が増えたと思います。そのような中で、大学での学び、とりわけ、
全員3回の調査、パワポを用いてのプレゼン、ディスカッションというスタ
イルは、社会問題における枝葉を知るためには土台から勉強する必要がある
ことを実感したと思います。第4セメスターでは、専門ゼミ選択があるの
で、ミスマッチを起こさぬよう、しっかり考えておいて下さい。

人的資源管理 谷内　篤博 授業アンケートから見えてきたことは、本講義は授業スピードが早く、専門
用語が多く、わかりずらい授業であったということである。それと、板書が
みえずらいということであある。学生視点にたった平易でわかりやすい言葉
で、授業の理解度を高めていきたい。

演習ⅢＡ 駒谷　真美 　「アンケート回答率」が54.5％（11人中6人回答）であった。回答率が過
半数超えているものの、原因としては、本講義の最終回まで「卒論テーマ討
論会」を行ったため、プレゼン準備とプレゼン後のポートフォリオ化に時間
を割いた学生が多くいたためと考えられる。次年度以降は、アンケートの実
施を更に学生の協力が得られる時間帯になるよう検討したい。
　集計結果から、全体的に3年生の卒論テーマへの前向きな取り組みが現わ
れていたことが喜ばしい。本講義が、全14項目において全体平均と当該区分
平均を上回る評価を得たこと、自由記述で「卒論についての具体的なビジョ
ンを掴むことができた」「卒論に向けて方向性が定まってきた」などの回答
が得られたことは、大変励みになった。
　本演習は、昨年度退官された先生の後を引き継ぎ、本年度から担当した3
年生ゼミである。そのためゼミ生は、本指導教官の講義を以前に受けたこと
がなく戸惑うことがあったと思うが、自分たちの興味関心に基づいたテーマ
を試行錯誤しながら、吟味していってくれた。これからはテーマに即した調
査方法を学びながら、調査実践を楽しんでほしい。

演習ⅣＡ 竹内　光悦 回答率が低いので、何ともです。後期は卒論完成に向けて頑張りましょう。

演習ⅡＡ 織田　弥生 「授業の内容と方法について」は全ての項目で，「全体について」はQ12
（専門的に学びたいと思うか）以外，全て平均より高い点になりました。授
業の予習復習時間も１時間を超えており，2時間以上という人も25％と，熱
心に授業に取り組んだことが見て取れました。クラスメンバーによって説明
の仕方等を工夫し，できるだけ多くの学生にとって今後に役立つものにでき
ればと思います。

演習ⅡＡ 広井　多鶴子 このクラスは自己評価点が高いのが特徴的。自分なりに取り組んだというこ
とかもしれない。人前で話すのが苦手だったが、3回プレゼンがあったの
で、練習になったという声があった。説明や資料が分かりやすいかどうかと
いう設問が、やや低めの評価だったので、この点、改善していきたい。

演習ⅡＡ 山根　純佳 予習復習時間にバラツキがあるため，予習復習に一定時間を確保するような
工夫をしたい．
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  コース名  教員名  教員からのコメント
演習ⅡＡ 斎藤　明 本学全体における別の調査（PROG調査）結果で示されているように、本学学

生に関しては、「自己効力感」が全国4年制大学生平均値よりも低い傾向が
あるとの背景から、当該演習受講においては、協同的課題解決型プロジェク
トへの参画を通じて、各自の自己効力感の向上を目指して、演習運営を遂行
してきた。 
学習効果に関して、設問「この授業を通じて、自身の成長が実感できました
か？」に関して、回答者の90％以上がトップボックス（「とてもよくあては
まる」）を選択している点からも一定の学習効果をもたらし、目標が達成さ
れていると考える。 
今後は、当該演習受講での学習経験を受講生各自が一般化できるように、関
連する専門研究分野（経営関連）における理論学習へと連携させていくよう
な制度的仕組みを検討していきたいと考える。 　　　　　以上

消費者保護論 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。

演習ⅢＡ 竹内　美香 前期があっという間に終わってしまいました。
2017年前期は、春季にたまたま(株)明治さんからお声をかけて頂いたご縁も
あり、前期、メンバー全員で体験する調査実習のテーマを「お菓子とライフ
スタイル」にして、どんどんデータを採ってみるところから開始しました。
楽しんで頂けたようで、何よりです。学びの動機づけには、楽しみも必要と
思います。
皆さんとはほとんど初めての授業でしたので、どんなゼミになるのか、心配
もしていましたが、一人ひとりがとても真面目で向上心があり、しかも親
切、思いやりと責任感のあるメンバーであることがすぐにわかりました。私
自身は、毎週の演習を気持ちよく過ごしました。 
all for one, one for all の精神は、非常に価値のあるものです。これか
らもメンバーのお互いを信頼して、頑張りましょう。 
8月1日に集中演習の形で、4年生と一緒に統計ソフトの使い方も体験実習し
て頂きました。自分で考えて、自分で使いこなすまでの修得はこれからとし
て、まずは基礎的に(どこでも使える)Excelでの集計、視覚化まで、こらか
らの到達目標として研鑽してください。。Excelは基本的な関数だけでも使
い方でとてもいろいろな解析ができますので、これからも便利に「使い倒し
て」、さらにご自身の専門性を高め、成長を実感できる取り組みを継続して
ください。

演習ⅢＡ 角本　伸晃 パワーポイントでの発表と質疑応答を主とするアクティブラーニングを行い
ました。発表のスキルは履修者全員高まりましたが、質疑応答にあまり慣れ
ていないようで、活発な質疑応答は見られませんでした。質疑応答のスキル
を高めるような工夫をしたいと思います。

演習ⅢＡ 高橋　意智郎 ゼミの課題を通じて論理的な思考力を身につけることに力を入れている。質
問項目の「11.この授業を通じて、自身の成長が実感できましたか？」の評
価が高く（4.60）、自由回答記述欄では、「経営の様々な戦略について理解
が深まった」などのコメントがあった。学生も自分の力が向上していること
を実感しているようだ。今後もこうした評価が得られるようなゼミを目指し
たい。

演習ⅢＡ 竹内　光悦 おつかれさまでした。後期も頑張っていきましょう。何かあればいつでも質
問してください。

演習ⅢＡ 山下　早代子 全体的に高い評価をもらい、本ゼミの目的がいい形で達成できたと思いま
す。学生さんたちにはこれからも関心をもって本ゼミに臨んでもらいたいと
思います。

演習ⅣＡ 駒谷　真美 　アンケートは、最終回の講義の終了間際に時間を取って実施した。「アン
ケート回答率」が100％で、就活で多忙を極める7名の履修生全員が協力して
くれたことに感謝したい。
　集計結果から、全体的に4年生の意欲が現われていたことが喜ばしい。本
講義が、全14項目において全体平均と当該区分平均を上回る評価を得たこ
と、自由記述で「卒論を執筆しながら就活をするのが大変だった。昨年はま
だ目次を作っていなかったのでスケジュール管理をすることができるように
なった」「パソコンスキルや論文の書き方が今までよりうまくなった」「卒
業論文を執筆するにあたってのマナーについて理解できた」などの回答が得
られたことは、大変励みになった。　
　本演習は、昨年度退官された先生の後を引き継ぎ、本年度から担当した4
年生ゼミである。そのためゼミ生も勝手が違い戸惑うことがあったと思う
が、3年生で論文基礎を培っていたので、これからは卒論完成というゴール
に向かい、4年生は乗り越えていけると信じている。

人間形成論 広井　多鶴子 この授業は人数が11人と少なかったことから、半分講義、半分学生の発表と
いう形式で進めた。そのためか、学生の理解度も満足度もかなり高かった。

人材開発論 谷内　篤博 授業アンケート結果に関しては、やはり授業のスピードが早いのと専門性が
高い科目なので、説明が難しかったようである。次年度以降は、学生の視点
にたったわかりやすい授業を行っていきたいと考えている。

演習ⅣＡ 角本　伸晃 演習ⅣAは、就活の中、卒論の完成に向けて参考文献の収集や読み込みを進
めてもらいました。学生のテーマごとに参考文献の紹介やデータ加工の指導
をしました。後期の演習ⅣBでは履修者全員が卒論を完成させ、よりよいも
のにしてほしいと思います。

演習ⅣＡ 高橋　意智郎 就職活動と平行してのゼミ活動は大変だと思いますが、よくがんばりまし
た。質問項目の「11.この授業を通じて自身の成長が実感できましたか？」
は高評価でした（4.75）。今後もこういう評価が得られるゼミにしていきた
い。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
演習ⅣＡ 竹内　美香 就職活動と並行して、卒業論文のための調査データ収集も行いましたので、

スケジュール管理がお互いにとても大変でした。 
2017年度の4年生は、それでも前年度から、しっかりと「学びの集大成」と
しての卒業研究を、「自分が選ぶテーマで進める」方針を貫いて準備をする
ことができましたので、指導教員の心配やストレスは例年よりもかなり軽減
されていたように思います。
計画(Plan)、実行(Do)、評価・修正(See)　のPDSサイクルを、実際に廻して
みる経験ができたことと思います。学生自身が自覚をもってPDSに関与する
ことが、どんなによいことか、今年度の4年生から、教員自身も学ばせて頂
きました。
卒業研究は、4年間の大学における学びの集大成です。卒業論文を廃止して
しまった大学もあると聞きますが、卒業論文に苦しみながら取り組む過程そ
のものが、学習の集大成、人間形成の大きな発達課題と考えています。 
　データは採れました!! さあ、ここから先は、自身が求める仮説をしっか
りと検証する、本当に面白い作業が開始されます。「謎解き」の面白さこそ
が、仮説演繹型の科学研究の醍醐味です。
「卒論」は苦しいものかもしれませんが、必ず意義のある経験が得られま
す。軽く流すことなく、しっかり取り組んでください。

演習ⅣＡ 山下　早代子 全体的に高い水準の評価だったので、本ゼミの目的が達成できたと思いま
す。やや低めだったのがQ6の各回の授業の進むスピードでしたが、早すぎた
のか遅すぎたのかはっきりしません。後期に向けて、卒論仕上げに向かって
speed-up して頑張れるといいなと思います。意見は遠慮せず言って下さい
ネ。

経済学概論 高橋　意智郎 練習問題を解いて理解を深めるようなスタイルの授業にした。質問項目の
「7.説明は分かりやすかったか？」と「8.双方向型授業などの工夫がされて
いたか？」（3.94、4.03）の評価が高く狙い通りの結果となった。自由回答
欄では、「経済の基本的な考え方が身についた」「分からない問題も考えて
答えを見つけることができるようになった」など高評価のコメントが多かっ
た。今後もこうした評価が得られる授業を試みたい。

心理学概説① 竹内　美香 「心理学」の扱う範囲はとても広いことが理解して頂けたでしょうか。駆け
足になりましたが、心理学史から感覚・知覚、行動と学習、対人社会心理
学、時々、臨床心理学、ロボットと人間の交流のあり方など、様々なことを
扱いました。2017年は世界情勢も少なからず不穏な動きを見せていて、大学
初年次生といえども、そのような雰囲気とは無関係ではいられない時期で
あったと思います。わずか1年前には、米大統領の広島訪問という大きな歴
史的トピックがあったばかりというのに…。このように書くのは、自分自身
も大きな歴史の中に生きていることを、ぜひ心に刻んで頂きたいからです。
最終レポートでも、「教室で取り上げる社会的事象について、 心理学の視
点からどのように考えるのか、興味深く聴いていた」という記述を頂き、心
強く思いました。
　本科目は「情報処理機構(システム)としての人間(生活体)」について、心
理学の多領域から説明することを目指しました。
多くの受講生は、当初、「なぜ心理学が人間社会学部では必修なのか(当
初、興味はなかった)」「心理学の授業としてイメージしていた内容が、当
初、生物学的な身体の仕組みの説明から入ってきたので、意外だった」な
ど、いろいろ感じていたようです。身体器官と知覚特性では、生活場面での
ご自身の体験などと照らし合わせて、なかなか楽しく「生活場面での復習」
をして頂けたようです。

　「行動の心理学」のセクションに入り、「反射・生得的行動」「道具的条
件付け」「古典的条件付け」などの学習心理学の講義で、行動獲得のシステ
ムについて、興味を持ち始めた受講生もあったようで、毎回のワークシー
ト、教員は、心強く読んでいました。
　特に、「学習」では、子どもの問題行動を三項随伴性のモデルに当てはめ
て、どのような社会的手がかりに行動が連合されているか、どのような形で
強化され続けて行くかを、まず基本に則って述べるのが課題と考えていまし
た。 　実は、この設問は私たちの生活でもなかなか身近な場面です。不適
応行動を、刺激(S)・反応(R)・結果(強化Rft)に分解して検討する「行動分
析」は、特別支援教育や幼児教育の現場でも適用されている臨床技法でもあ
ります。(大人の禁煙外来でも適用しているかもしれません。) 　誰か(子ど
も)が不適応行動の習慣を持っている場合、その軌道修正には、まずその人
(子ども)や周囲の人(養育者)が置かれている社会的状況や不適応行動の要
因、仕組みを知るために正しく観察・評価することが必要です。 　三項随
伴性のモデルは単純に見えますが、いくつかのS-Rユニットが連合して複雑
な問題行動の習慣を形成していることも少なくありません。　この不適切な
連合に気づかないまま、本人(子ども)と周囲の人(養育者や保育者)が不適応
行動の循環を生成し続けていけば、全員の「感情的経験」は結果として「可
哀想なもの」になって行くことも想像に難くありません。
　「行動の心理学」の単元での説明は単純で、少し機械的に見えた人もいる
かもしれませんが、皆さんが心理学をイメージする時に真っ先に考えるかも
しれない(?)臨床心理学に、最も密接に寄与するメカニズムに言及している
箇所でもあるのです。　心理学が重視する課題は、子どもや人の行動を構成
している要因を、客観的にどのように捉えるか、という点です。 
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  コース名  教員名  教員からのコメント
心理学概説② 竹内　美香 　いかがでしょうか。今期の「心理学概説」で、ご自身が当初求めていた

「心理学」の仮説演繹スタイルが、よく理解できなかったと思う方は、さら
に視野を広げて、学んでみてください。心理学の学びは、なかなか時間がか
かるのです。
　まずは自分自身で解答を考え続ける態度を身につけてくださる様、講義担
当者としては強く希望するところです。 
　またご一緒に学び続けましょう。 

追記 : 最終レポート課題は、最後まで注意深く取り組んでください。せっ
かく書いたレポートを別の科目の提出ボックスに誤投函した方がいました。
ご自身の取り組みに対し、マネジャーとしてのご自身は、もう少し大切に対
応してもよいのでは? と思い、心配になった担当教員です。(竹内のボック
スに提出されたレポートは、間違った科目に投函したものでも、極力、救
出・救済しましたが。念の為。)

家族社会学 広井　多鶴子 宿題や課題が多くて負担だったが、そのことがシラバスに記載されていな
かったという指摘があったので、その旨シラバスに記載したい。また、プリ
ントを書画カメラで写す際、分かりにくいという指摘についても、ズームを
するようにしたい。

地域社会学 原田　謙 授業のスピードや聞き取りやすさ、説明のわかりやすさは比較的高評価だっ
たようです。双方向授業（質問のしやすさなど）については来年度以降の課
題にしたいと考えます。「地域」の視点は、社会学のみならず、心理・経
済・経営の分野にも適用可能なので、ぜひ3年ゼミや卒業研究で活かしてく
ださい。
成績評価は、皆さんの自己評価の分布に近く、Bが最も多く、次がAです。ち
なみにA+は7人です。

流通サービス論 斎藤　明 本授業は、講義形式である一方、学問領域への関心上、少数受講生が履修す
るため、双方向型の授業形態にもに留意して、授業設計に取り組みたいと考
える。

フューチャー・スキル実践 松下　慶太 プロジェクト授業ということもあり、それらに関する項目（出席、授業外学
習、成長実感）などについては概ね満足度が高かった。高い値のためこれ以
上数字的に上げることは難しく、次年度以降はよりほか科目、学部イベント
への波及やLF（Learning facilitator）などにつながる内容にしたい。

社会心理学 織田　弥生 Q8（双方向授業の工夫）をのぞいて全ての項目で平均より高い得点でした。
この状態を維持できるようにしたいと思います。自由記述では「心理学の理
解が深まった」，「日常との関連を考えた」，という意見がみられました。
履修人数が多かったため，双方向を実感してもらうのは難しかったですが，
今後も授業内容に関するアンケート等を続けたいと思います。「静かにして
いるのが苦痛だった」という意見と，「後ろがうるさいので注意してほし
い」という両方の意見がありました。授業中は静かに聴くことが基本と思っ
ていますので，今後も私語は注意していきます。

英語コミュニケーションⅡＡ 山下　早代子,
シオティーノ，アン

他のECⅡAと比べてほぼ同水準でした。やや低めだったのが、Q6,Q7の授業の
スピードと説明のわかりやすさでした。これはLSクラスのことかRWクラスの
ことかはっきりしません。次回以降コメントの方で筆記して下さると対処が
より正確になります。

演習ⅢＡ 斎藤　明 年度当初から、研究と学習との関係性や違いなどを明確に意識付けを行い、
早期に卒業研究（卒業論文）における仮説およびリサーチ計画を完成を目指
す設計にすべきであったと考える。当該事項に留意した授業設計を実施す
る。

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ
         Ｅｎｇｌｉｓｈ

阿佐美　敦子,
シオティーノ，アン

英語は苦手と言う学生が少なくない中、欠席はほとんどなく、授業に真面目
に取り組む姿勢が見られたことを嬉しく思います。この授業を通じて、少し
でも英語を好きになり、スキルアップを実感できた方がいらしてよかっで
す。来期以降、より分かりやすく、楽しい授業を目指して工夫していきま
す。

英語コミュニケーションⅡＡ 山下　早代子,
マルチェフ，ミレン・アンゲロフ

全体的に平均よりやや低めです。LSクラスが影響しているのかRWクラスが関
係しているのかはっきりしません。今後技能別担当教員で違いがあるのかな
いのか、あるいは本クラスの学生には適切レベルではない内容だったのかな
どを明らかにし、総合的に判断する必要があると思っています。

共生支援論 高木　裕子 当該科目の系からは少し異質な科目、かつ、難しい「共生社会」のあり方と
いうものも扱っただけに、よく学習して下さったと思います。次回までに
は、努力して、よりわかりやすい、双方向になるように、クラス変更もお願
い致します。

演習ⅡＡ 松下　慶太 双方向でのALの工夫、表現方法に注力した結果、それらの項目では高い評価
が得られたと同時に、シラバス遵守という意味では逸脱している部分が多く
その項目については低い値となった。そこのバランスに気をつけていきた
い。

演習ⅡＡ 数野　昌三 第3セメスターでは、大学における学びや日常生活にも慣れ、アルバイトを
する学生が増えたと思います。そのような中で、大学での学び、とりわけ、
全員3回の調査、パワポを用いてのプレゼン、ディスカッションというスタ
イルは、社会問題における枝葉を知るためには土台から勉強する必要がある
ことを実感したと思います。第4セメスターでは、専門ゼミ選択があるの
で、ミスマッチを起こさぬよう、しっかり考えておいて下さい。

演習ⅡＡ 角本　伸晃 グループでの発表やディベートなど、アクティブラーニングに重点を置いて
演習を進めました。総合評価は4.07と全平均の4.09とほぼ同じでした。演習
室の座席配置など物理的制約もありますが、来年度はアクティブラーニング
を行いやすい机・イスの配置にして、より一層工夫した演習を行いたいと思
います。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
保険論 中居　芳紀 期の受講生は、出席票下部に①授業の分かりにくかった点、②感想を、毎回

全員が書いてくれました。分かりにくかった点は次回授業で補足説明でき、
また感想から学生の関心の所在を知ることが出来ました。将来家計の責任者
として、様々なリスクに対応する学生に対し「将来生活に役立つ授業」とな
るよう、今後も内容の精選に努めたいと思います。

社会言語学 高木　裕子 『社会調査士』資格での「質的調査」、教職科目でもあるため、少し堅苦し
く、調査力を付けるように課題も幾つか出しました。例年のことですが、最
後に「ライフヒストリー」等を実施して頂き、その結果をまとめて頂く段に
なると「やった！」という感じはあるのではないでしょうか。私はこの授業
の最後に、それをこっそり、涙ながらに読むのが楽しみです。皆様方がよく
やってくれたと実感しています。その上で、授業評価にはありませんが、ご
両親、祖父母、目上の方、憧れるその道の方々にお話を伺い、改めてその存
在価値や人間としての生き方に触れられたとすれば、それは授業内容以上の
価値あるものと考えます。どうぞここでの事は将来に活かされて下さい。来
年度はPPTはじめビジュアル的なものにも努力するように致します。双方向
にもなるように、「反応」だけはして下さい。しかし、その前に教科書は全
員読んできて下さい。

人間社会学総論 広井　多鶴子,竹内　美香,
山根　純佳

双方向型の工夫や分かりやすさという点でやや評価が低かった。100数十名
ほどの必修授業のため、双方向型の授業をするのはなかなか困難があるが、
分かりやすさという点では工夫していきたい。

簿記論Ⅰ 蒋　飛鴻 受講生がよく理解できたので，今後も今の授業スタイルで続けたいと思いま
す。回答，ありがとうございました。

経済法 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。

人間社会学総論 広井　多鶴子,竹内　美香,
山根　純佳

双方向型の授業の工夫と授業の分かりやすさという点で、やや評価が低かっ
た。人数の多い必修科目のため、双方向型の授業を行うのは制約があるが、
もう少し工夫していきたい。

経営組織論 篠﨑　香織 半期お疲れ様でした。
「難しい内容だけど、皆さんの生活の周りでおきていること」と宣言しなが
ら授業を進め、よくついてきてくれました。
「知らない」、「関係ない」と思ってこれまできたことは、意外にも身近な
ところで起きており、場合によってはご自身も関わっているということも、
「組織」をキーワードに感じ、学んでもらえたと思います。今回習得した
「組織をみるめ」でしっかり世の中を見つめてください。

キャリア・デザイン論 高橋　意智郎 少人数のゼミ形式で授業を進めているので、双方向型授業には特に力を入れ
た。質問項目の「8.双方向型などの工夫がされていましたか」の評価が高
かった（4.38）。自由回答記述欄では、「自己分析やキャリア形成について
真剣に考えるようになった」「毎週のレポートで自分の考えていることやや
りたいことを見つめなおす時間となった」などのコメントが得られた。今後
もこういった評価が得られる授業にしたい。
経営分析論 蒋　飛鴻 ほとんどの設問において，全体の平均である4.13よりも高い評価が得られて
いるため，今後も今のスタイルで授業を進めていきたいと考えております。
ご回答どうもありがとうございました。

現代教育論 村上　純一 　まずは、授業アンケートへのご協力、そして何より、4月から7月末までの
4か月間、全15回にわたり授業にお付き合いくださったことに感謝申し上げ
ます。皆さんがこの授業への興味関心を抱き、各回の授業への出席を重ねて
くださったことがこの授業が成立した一番の根幹を成す部分であり、最も重
要なところです。大学の授業というものは、その内容に興味関心を抱き、そ
れをきっかけとして学びを深めてくださる学生さんの存在があってこそ成り
立つもの。改めて、最後まで受講してくださった皆さまに心より御礼申し上
げたいと思います。
　授業アンケートでは、まず回答率が50％強ということで、あまり多くの方
からご回答をいただけなかったことを反省しています。授業内で回答時間を
設けたつもりではありましたが、学期末に差し掛かる頃ということもあり、
必ずしもアンケートに回答するにあたって十分な時間を確保することはでき
ていなかったかもしれません。回答の機会を十分に確保できなかった点をま
ずお詫びいたします。
　内容に関しては、授業理解について「時々理解できなかった」、「まった
く理解できなかった」いずれもご回答がありませんでしたので、受講された
皆さまのニーズと概ね合致するレベルの授業にはすることができたのかなと
思っております。説明の分かりやすさや配布資料についても②①のご回答は
なかったので、教員の独り相撲にはならずに済んだかなとホッとしていると
ころです。

　教員の声や言葉の聞き取りにくさについては、いくらか「要改善」のご指
摘をいただいています。自分でも気を付けてはいるつもりなのですが、調子
に乗ってくるとついつい早口になってしまう癖があり…。お聞き苦しいとこ
ろも多々あったと思います。ご迷惑をおかけしました。滑舌の悪さも含め、
なかなか抜本的な改善には至れていないところですが、少しでも改善できる
よう、来学期以降も努めていきたいと思います。
　「この科目をさらに学びたいと思ったか」という設問については、アン
ケートの回答割合としては肯定2：否定1というところかと思います。必ずし
も教育を専門とする方は多くない中で、全ての方が「この未知の領域をもっ
と深く学んでみたい」と思うまでに至れなかったのはひとえに私の力不足で
す。「もう一歩先」への興味関心を喚起できなかった点についても素直に反
省したいと思います。
　一方、誰もが経験したことのある世界でも、少し角度を変えてみてみるこ
とでたくさんの新たな発見ができるということは、決して学校教育に限った
話ではありません。受講をされた皆さまが、この授業を通じて何か1つでも
新しいものの見方を見つけていただけていれば嬉しいなと思います。受講者
各位の今後の更なるご活躍をささやかながら祈念しています。
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  コース名  教員名  教員からのコメント
ジェンダー論 山根　純佳 授業内容について「まあまあ理解できた」との回答が17.1%であるため，よ

り理解を深められるような工夫をしたい．また，毎回課題を出していたが，
予習復習時間「なし」との回答も19.5%あったので，予習復習時間を確保す
るような工夫をしたい．

産業経済論 角本　伸晃 経済分野の科目は数式やデータの表・グラフを用いるので、総合評価も厳し
くなりますが、この産業経済論では総合評価が3.83とまずまずでした。「産
業における経済について理解が深まった。」の記述もあり、より分かりやす
い授業に努めたいと思います。 また、今年度の授業では外部講師を招聘し
なかったが、来年度の授業では企業から外部講師を招聘して産業経済の生の
状況を話してもらうつもりです。

社会調査概論 竹内　光悦 お疲れさまでした。比較的好意的な意見が多かったので安心しました。調査
系の授業はこれからも続きますので、徐々に力をつけていきましょう。

情報社会論 駒谷　真美 　アンケートは、最終回の講義の終了間際に時間を取って実施した。
　「アンケート回答率」が15％（20人中3人回答）であったため、結果の詳
細について統計的な考察は差し控えたい。回答率が過半数に満たなかったの
は、1時限の本講義後に2時限の他科目に試験を控えている学生が多くいたた
めと考えられる。次年度以降は、アンケートの実施を更に学生の協力が得ら
れる時間帯になるよう検討したい。
　しかしながら、集計結果で本講義が、全14項目において全体平均と当該区
分平均を上回る評価を得たこと、自由記述で「プロパガンダについて理解が
深まった。情報の真偽を見極める力が身についた」「自分の考えを即座に述
べる力がついた」などの回答があったことは、大変励みになった。
　本講義は、情報社会の根幹を理論的に追究する難易度の高い講義内容で
あったが、履修生は最後には自分たちの視点でプロパガンダ分析のプレゼン
を行えるまでになっていた。履修生は3年生以上で、既にresponやmanabaを
利用していたので、本講義での出席登録や資料チェック、リフレクション
シートの提出は支障なくできていた。よって、本講義では、ICTのアドバン
スな活用法を提供した。例えば、提出したリフレクションシートを次回の講
義で紹介し、他の学生達の回答や教員の助言について、ディスカッションし
たことで、履修生は理解を深めていった。個人プレゼンでは、プロパガンダ
のメディア素材を紹介した直後にresponで素材のレーティングをフロアの履
修生たちに実施してもらい、その結果をライブで取り入れて、プレゼンに活
かしていた。そして、自己評価と他己評価をそれぞれリフレクションシート
にまとめ、講義全体の学びをポートフォリオ化できていた。
　理論研究の講義でも如何にインタラクティブになれるか、本講義の履修生
たちの前向きな意欲・関心・態度から、重要な手がかりをもらえた。

ワーク・ライフ・バランス論 山根　純佳 予習時間が30分未満との回答が23.1％あり，学生によって予習時間に開きが
あるので，受講者が一定の予習時間もつように工夫したい．

認知心理学 粟津　俊二 全項目の平均値が3.5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。ただし、声の聞き取りやすさに対してコメントがありました。よ
く指摘されますので、マイクの使用方法等には気をつけるようにします。一
方、前の方の座席なら、もっと聞きやすいとも思います。

民法概論 成瀬　敏郎 貴学では初めての講義であったため内容とレベルをどの程度で行うべきか試
行錯誤の学期であった。
質問内容、レポート並びに試験を拝見し、またアンケート結果をふまえ次回
はパワーポイントの利用などを行いより受講生の理解の向上に努めたいと考
える。

会計学総論 蒋　飛鴻 すべての設問において，全体の平均である4.13よりも高い評価が得られてい
るため，今後も今のスタイルで授業を進めていきたいと考えております。ご
回答どうもありがとうございました。

情報リテラシー基礎ａ 笠原　邦子 WordやExcelは、在学中はもちろんですが、社会に出ても必要になるスキル
の一つだと思います。「使い方が分かった」、「いろいろな機能があるのを
知った」だけでなく、入力が速くなった学生もいたようで、嬉しく思ってい
ます。
今年は、皆さんが授業に積極的に取り組んでいるのが印象に残っていて、私
も楽しく授業をすることができました。これからも前向きに、努力を惜しま
ず、学生生活を謳歌してください。

教育心理学 織田　弥生 全ての項目で平均より高い得点でした。この状態を維持できるようにしたい
と思います。自由記述では，「教育や発達について学べた」という意見が多
かったです。Q8（双方向授業の工夫）の得点は4.12と比較的高い得点でし
た。大人数の授業ではなかなか難しいですが，今後も授業内容に関するアン
ケートやクイズなどを続けたいと思います。

メディア・
      コミュニケーション論

松下　慶太 他科目と比較しても概ね満足度においては達成てきている水準であると考え
る。具体例を説明する際にさまざまな動画を使用したことが理解の一女に
なったと考える。一方で科目の性格上、特に事例について同じものを使うこ
とが適切かどうか不明な部分が多いため、次年度以降もメディアやコミュニ
ケーションの動向に気を払いつつ、理解度を高める授業を設計したい。

演習ⅢＡ 粟津　俊二 全項目(学生自身の自己採点除く)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。

演習ⅢＡ 数野　昌三 　第5セメスターもあっという間に終了し、次第にビジネスに関する法律が
身に付いてきたと思います。そして、合宿、大変お疲れさま。ゼミ員相互、
担当教員とも親睦を図ることができ、有意義な合宿となりました。12月の本
番に向け、一層頑張っていきましょう。

演習ⅢＡ 蒋　飛鴻 「総合的に判断してこの授業に満足しましたか」という設問で，全体の平均
の4.13よりも高く上回っているため，今後も双方向的な授業を行いたいと思
います。ご回答どうもありがとうございました。

演習ⅢＡ 広井　多鶴子 回答数が少なかった点をまず反省したい。また、授業の進むスピードについ
て特に評価が低かったので、意見を聞いて改善したい。
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  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 笠原　邦子 WordやExcelは、在学中はもちろんですが、社会に出ても必要になるスキル

の一つだと思います。「使い方が分かった」、「いろいろな機能があるのを
知った」だけでなく、入力が速くなった学生もいたようで、嬉しく思ってい
ます。
今年は、皆さんが授業に積極的に取り組んでいるのが印象に残っていて、私
も楽しく授業をすることができました。これからも前向きに、努力を惜しま
ず、学生生活を謳歌してください。

実践キャリアプランニング 眞鍋　清嗣 アンケート記入どうもありがとう。いただいた意見をもとにさらに学生
たちに分かりやすくよりインタラクティブな授業とするよう工夫したいと
思います。また就活時期に何か相談したいことがあれば遠慮なく声を
かけてください。

演習ⅣＡ 粟津　俊二 回答者数１というのは、さすがの粟津ゼミ4年生という感じです。問題があ
れば、直接言うだろう、と思ってます。

演習ⅣＡ 数野　昌三 　第7セメスターは就職活動に邁進し、アッという間に終了したことと思い
ます。合宿では、バスが1時間30分遅延した中での卒業論文中間発表会、お
疲れさまでした。第8セメスターでは、4年間の勉学の集大成である卒業論文
作成に大いに励んでいきましょう。

演習ⅣＡ 蒋　飛鴻 すべての設問において，全体の平均の4.13よりも高く上回っているため，今
後も双方向的な授業を行いたいと思います。ご回答どうもありがとうござい
ました。

演習ⅣＡ 広井　多鶴子 各自自分の卒論の構想を発表するという形式だったが、それぞれ力がついた
と感じていることが伺われる。
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