
 
  

授業改善等に関する報告書（平成 30 年後期） 

      

 



 

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（Lerning 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。 



［2018（後期）大学共通］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

実践キャリアプランニング 眞鍋　清嗣

人手不足・売り手市場と言われる就活戦線ではあるが、こういう時こそ本当
に自分が何をやりたいか、何をやることに価値を感じるかをしっかり考え、
粘り強く就活に臨んでください。人生で最初の仕事選びで安易な妥協は避け
てください。こういう時こそ時間をかけて様々な選択肢の中から悔いのない
選択ができるチャンスです。

実践キャリアプランニング 深澤　晶久

実践キャリアプランニングを受講いただいた学生の皆さんへ 

69人のメンバーとともに過ごした15コマ、皆さんとの一体感は、今までにな
いものでした。皆さんの真摯な授業への姿勢に感謝いたします。 

アンケートには、 
・キャリアを深く考えられた 
・女性が働く環境について、今の社会を知ることが出来た。
・グループワークが大変だったけれど気づきも多かった 
・将来、どうしていくかを考えるきっかけとなった
など概ね前向きなご意見を沢山いただきました。なかには、眠い時間帯で
あったけれど、色々と工夫していただいたので、楽しく授業を受けられまし
た。というご意見もいただきました。 
本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。 

 いよいよ4月からは3年生、益々主体性を発揮されること期待しています。 

皆さんの“轍”が、しっかりと刻まれていくよう、心から期待しています。
ありがとうございました。 

深澤晶久

実践キャリアプランニング 深澤　晶久

実践キャリアプランニングを受講いただいた学生の皆さんへ 

100名の美学美術史学科の皆さんとの授業、月曜日の5限という環境、色々と
行き届かなかった部分が多かったこと、お詫びをいたします。

しかし、皆さんは、本当に真摯な姿勢で、かつ前向きに授業を履修して下さ
いました。お疲れ様でした。 

アンケートには、“主体性”というキーワードを挙げていただいた学生さん
が多くいらっしゃいました。私が最も伝えたかった言葉でした。 
いよいよ4月からは3年生、益々主体性を発揮されること期待しています。 

 皆さんの“轍”が、しっかりと刻まれていくよう、心から期待しています。
ありがとうございました。 

深澤晶久

実践キャリアプランニング 深澤　晶久

実践キャリアプランニングを受講いただいた学生の皆さんへ 

過去最高の81人のメンバーでしたが、皆さんとの一体感は、今までにないも
のでした。皆さんの真摯な授業への姿勢に感謝いたします。 

アンケートには、
・キャリアを深く考えられた
・就職活動を前向きに考えられるようになった
・グループワークが大変だったけれど気づきも多かった
・社会人基礎力が理解出来た
など概ね前向きなご意見を沢山いただきました。なかには、今まででもっと
も出席する価値のあった授業でしたとの声もいただきました。
本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。

 いよいよ4月からは3年生、益々主体性を発揮されること期待しています。 

皆さんの“轍”が、しっかりと刻まれていくよう、心から期待しています。
ありがとうございました。 

深澤晶久

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ
市毛　洋子,
シュニッケル，ジェイコブ

Students seemed to enjoy and benefit from working with the 100 Topics
book in class. In the coming academic years, I'd like to introduce
regular homework assignments using this book. Furthermore, I'd like
to have students record new vocabulary words they learn from the
book. Because the Japanese translations are present, this will be a
relatively easy assignment with a potentially large benefit.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ
シュニッケル，ジェイコブ,
小池　アニータ

Students seemed to enjoy and benefit from working with the 100 Topics
book in class. In the coming academic years, I'd like to introduce
regular homework assignments using this book. Furthermore, I'd like
to have students record new vocabulary words they learn from the
book. Because the Japanese translations are present, this will be a
relatively easy assignment with a potentially large benefit.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ
中村　太一,
リアン，リッキー・チ・ヤン

Thank you for the feedback and I will make the necessary changes to
improve the course contents and materials.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ
近山　和広,
リアン，リッキー・チ・ヤン

Thank you for the feedback and I will make the necessary changes to
improve the course contents and materials.



［2018（後期）大学共通］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
中山　誠一,
リアン，リッキー・チ・ヤン

Thank you for the feedback. I will try to improve on making students
more interested in "listening and learning" about English.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ
鈴木　卓,
リアン，リッキー・チ・ヤン

皆さんおおむね授業の成果に満足しているようで良かったです。もう少し予
習復習時間を増やすとよりいっそう学習効果が高まりますので心がけてくだ
さい。とはいえ皆さん専門ではない英語できちんとプレゼンができるように
なりましたので、今後プレゼンをする機会があれば自信をもって臨んでくだ
さい。

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ ブラック，ヨーガン,市毛　洋子
Thank you for your feedback to the survey.  I will work on the areas
that need improvement, specifically making myself better understood
by all students.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ ブラック，ヨーガン,市毛　洋子
Thank you for the feedback to the survey. I will try to improve on
the areas that need improvement. I great appreciate you doing the
survey.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ
シュニッケル，ジェイコブ,
中山　誠一

Students seemed to enjoy and benefit from working with the 100 Topics
book in class. In the coming academic years, I'd like to introduce
regular homework assignments using this book. Furthermore, I'd like
to have students record new vocabulary words they learn from the
book. Because the Japanese translations are present, this will be a
relatively easy assignment with a potentially large benefit.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ
シュニッケル，ジェイコブ,
近山　和広

Students seemed to enjoy and benefit from working with the 100 Topics
book in class. In the coming academic years, I'd like to introduce
regular homework assignments using this book. Furthermore, I'd like
to have students record new vocabulary words they learn from the
book. Because the Japanese translations are present, this will be a
relatively easy assignment with a potentially large benefit.

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ
鈴木　卓,
リアン，リッキー・チ・ヤン

皆さんおおむね授業に満足しているようで良かったです。もう少し予習復習
時間を増やせばいっそう学習効果は高まりますので、ぜひ心がけてくださ
い。とはいえ皆さん専門ではない英語できちんとプレゼンができるようにな
りましたので、今後プレゼンをする機会があれば自信をもって臨んでくださ
い。

Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ａ 中山　誠一
授業の内容についていけていない学生が多くみられた。今後はさらに丁寧
に、例示等工夫を凝らしていきたい。

グローバル・キャリアデザイン 深澤　晶久

グローバルキャリアデザインを履修いただいた学生の皆さんへ 

今年は、41名という日野キャンパスでは、過去最高の学生さんに履修いただ
きました。きめ細かくフォローできなかった点は、次年度への課題といたし
ます。 

最後の授業で皆さんに議論していただいた次年度への課題ですが、
・教科書をもっと使いたかった。
・机の移動が大変だったので、来年は教室について検討頂きたい。
・日野キャンパスの多くの学科にこの授業を知らせて欲しい
など、様々なご意見をいただきました。次年度に反映していきたいと思いま
す。

主体性溢れる皆さんと、多くの社会人との交流は、今までにない熱いものが
交わされていたと感じます。ゲストの方の失敗経験も聞きたかったとのご意
見もあり、来年のゲスト招聘には、配慮したいと考えています。 

この授業で学ばれたこと、気づかれたことを生かして、いよいよスタートす
る就職活動には、堂々と臨まれることを期待しています。 

皆さんのご活躍を心から期待しています。 

深澤晶久

Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｃ 山内　博之

この授業で最も気になるのが「双方向授業」と「自身の成長の実感」です。
それぞれの数値は、4.42と4.50でした。「双方向授業」がうまくいかない
と、「自身の成長の実感」もうまくいかないので、「双方向授業」をどのよ
うに成立させるかが、この授業のポイントだと思います。
私の下手な英語に付き合ってくれた受講生のみなさんには、すごく感謝して
います。最後のプレゼンの二義文は、どれも興味深く、レベルが高かったで
す。

中国の思想ｂ 影山　輝國
アンケート提出者は小数であったが、過半数の学生が「大満足」であったこ
とは洵に喜ばしい限りである。小生は３月を以て退職するが、多くの学生が
今後も中国の思想について興味を持ってくれることを期待する。



［2018（後期）大学共通］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

メディア論ｂ 大倉　恭輔

アンケートへの回答をありがとうございます。
音楽や楽器についての知識の有無によって、授業内容の理解度・満足度に差
が出ていると思います。
音楽好きな人からすると当然の話題でも、初めての人にとっては興味深いと
いうことがあります。
視聴覚教材を流している際の説明の声が聞こえないことがあったという点に
ついては、申し訳ありません。今後、留意します。
ただ、そうした場合は、指摘してもらえるとありがたいです。また、manaba
の掲示板で質問してもらえると助かります。
授業中に寝ているというのは、きちんと受講している学生に対して失礼にあ
たるのでかならず起こしています。「起こす音が大きい」という指摘もあり
ますが、最初は小さくしています。それでも起きない学生がいるということ
です。

健康運動実習ａ 島﨑　あかね

履修者が少なく、正式な人数でのゲームができなかったところはとても残念
でしたが、基本練習の時間を一人一人十分とることができたことやコートの
大きさやボールを変えるなどアレンジしたルールでゲームをすることができ
たのは、今後バレーボールを行う上での参考にもなると思います。少人数で
も積極的に授業に取り組んでもらえたので、とてもよい雰囲気の中で身体を
動かすことの楽しさを感じてもらえたと思います。

日本国憲法 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。

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ リアン，リッキー・チ・ヤン
Thank you for the comments and feedback. I will continue to improve
on areas that need to be improved for future semesters.

くらしの人間工学 佐藤　健

前期の日野キャンパスと同じ内容ですが、後期ということもあって、1年生を
比べると渋谷キャンパスの学生履修者が多く、レポートの書き方など上手で
す。したがって、4年生で共通科目を履修する場合は、提出物に格段の配慮を
してもらいたいです。例えば、誤字脱字やネット情報の単純なコピペはNGで
す。

Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｓｐｅａｋｉｎｇ リアン，リッキー・チ・ヤン
Thank you for your comments and feedback. I will take them into
consideration and try to create more speaking opportunities in class
for the students.

情報リテラシー基礎ｂ 八木　浩雄

本アンケート以外でも受講生の授業に対する感想等を確認しているが、全般
的にPC操作に対する向上を実感する意見が多く見られたように感じられた。

本授業は本年度からのクラスであり、前期「情報リテラシー基礎a」から引き
続き授業を希望した学生、新規受講、２年生以上の学生と多様な構成の受講
生であったことから、この点をうまく生かした授業を行えばよかったと考え
ている。（この点は、受講生からのアンケート結果ではなく、授業を終えて
教員自身が当初より反省していたことである）

受講生からの意見としては、選択として受講した学生が多かったことから、
意欲的には高いクラスであり、意見としても概ね肯定的な意見が得られた。

しかし、上記に反省点として挙げた点と併せて、教員自身としては、内容的
にもう少し踏み込んだものを説明したほうが良かったのではないかと考えて
いる。（意欲が高い分、もう少し多様性を考慮すべきであったと考えてい
る）

日本国憲法 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。

グローバル・キャリアデザイン 深澤　晶久

グローバルキャリアデザインを履修いただいた学生の皆さんへ 

今年は、51名という多くのメンバーに受講いただきました。きめ細かくフォ
ローできなかった点は、次年度への課題といたします。 

最後の授業で皆さんに議論していただいた次年度への課題ですが、 
・教科書をもっと使いたかった。 
・机の移動が大変だったので、来年は教室について検討頂きたい。 
・こんなにも多くのゲストのお話しを聞けることは滅多にない
など、様々なご意見をいただきました。次年度に反映していきたいと思いま
す。 

主体性溢れる皆さんと、多くの社会人との交流は、今までにない熱いものが
交わされていたと感じます。ゲストの方の失敗経験も聞きたかったとのご意
見もあり、来年のゲスト招聘には、配慮したいと考えています。 

この授業で学ばれたこと、気づかれたことを生かして、いよいよスタートす
る就職活動には、堂々と臨まれることを期待しています。 

皆さんのご活躍を心から期待しています。 

深澤晶久



［2018（後期）大学共通］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

文学概論 上野　英子

理系の受講生が多く、しかも古典作品ばかりを取り上げたにもかかわらず、
「更に専門的に学びたいと思った」という反応が46％もあったというのは、
嬉しい驚きでした。次回も、文学を通してみる日本文化のルーツというもの
を、皆さんとともに考えていきたいと思います。

身体運動の科学ａ 鈴川　清美

日常生活の中で、身体を動かす機会は増えましたか？ 
本授業は、運動に対する生体の応答システムについて理解すると共に、身体
活動の恩恵を受けるべく、日常生活の中で身体を動かす機会を増やすことを
目的としている。説明のわかりやすさ、配付資料など教材のわかりやすさは
高評価であった。さらに専門的に学びたいと感じる知的好奇心をかき立てる
授業を展開できるよう努めたい。

Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ リアン，リッキー・チ・ヤン
Thank you for your comments and feedback. I will make the necessary
changes to improve on the areas that got lower scores from the
student feedback.

フランス語で学ぶフランス語ｂ 藤井　陽子

この授業の目的は、簡単な日常会話表現を身につけるとともに、フランス文
化に対する理解を深めることでした。授業に真剣に取り組む学生が多く、難
しい内容にもあきらめずに挑戦する姿勢が見られました。今後はさらに理解
が深まるように授業内容を工夫したいと考えています。

心理学b受講生の皆様へ 

　心理学bを担当している大谷です。こんにちは。 
　2018年度の当講義に対するアンケート調査のご協力、誠に有難うございま
した。 
　皆さまから頂いたご意見を確認しました。 
　「楽しく講義を受講することができた」「多くの知識を得ることができ
た」「双方向でわかりやすかった」「生きていく上で良い学習ができた」な
ど、大変嬉しい感想を頂き、感謝しています。
　一方、本講義に対して、以下の感想を頂きましたのでご返答します。

（1）講義の内容が難しかった。
（回答）一般教養の講義にもかかわらず、心理学の深い内容について、講義
の中でお話をしました。この点についてお詫びいたします。
　ただし、心理学の深い内容をお話した理由として、以下の点がありました
ので、ご理解いただければ幸いです。
・世の中には心理学を間違って理解・説明している方が多く、学生皆さん
に、科学としての心理学の素晴らしさと限界を知っていただきたかった。
・難しい内容に対する「知る喜び」や「知る楽しさ」を味わっていただきた
かった。
　皆さまの中には、難しい内容にもかかわらず、自分で学習し、非常に興味
深い考察をされる学生さんがいらっしゃいました。難しい内容についても
色々な情報を集めて自分の考えを持つということは、社会に出てから役立つ
作業ですので、今後も続けていただけるとことを希望します。

（2）講義で説明する以外の内容を配布資料にいれないでほしかった。
（回答）配布したプリントには、講義で説明しない内容も盛り込みました。
この点について、講義で説明しない資料をプリントに入れない方が良いとの
ご意見を頂きました。

　プリントの内容が多く、学習する上で混乱が生じたことについては、お詫
びいたします。

　講義以外の内容をプリントに追加したのは、講義はあくまでも学習の一部
であり、興味を持った内容や不思議に思ったことなどを、講義以外の時間を
使って学習できるようにしたかったためです。

　また、これから心理学の領域に進まれる方や、心理学について勉強したい
方については、講義の時間だけでは十分な内容のカバーができないため、資
料に掲載しました。

　受講生の方の中には、講義で説明しなかった内容について、復習のレポー
トを書いて、自分の知識を広げていった方もおり、素晴らしかったと思いま
す。

　アンケートに対するフィードバックは以上です。

　私が担当する心理学bは本年度で終了ですが、本講義の内容が、将来何らか
の形でお役に立てて、皆さんがますまず魅力的な人間になる手助けとなれば
幸いです。

　どこかで見かけることがあれば、お声をおかけ下さい。

　半年間、楽しく講義をすることができました。

　本当に有難うございました。

ドイツ語２ｂ ブラック，ヨーガン
Thank you for your feedback.  In the future, I will try to work on
the areas in which I need to improve.

大谷　亮心理学ｂ
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○小テストを授業2回に1回のペースで、合計7回実施した。小テストを書くた
めには、授業でしっかりノートをとる必要があるので、大半の学生では授業
への取り組みの向上が見られたと思われる。ただ、授業でノートもあまりと
らず小テストの出来も成績もあまり良くない学生も若干見られた。
○初回の授業、および試験の直前に、試験にはインターネットなどで容易に
調べるだけでは不十分な問題も出題される旨を注意しておいたので、若干の
例外を除いて、試験では見当違いの答案はほぼなかった。
○小テストのフィードバックについては、小テストの解説を次回の授業の始
めに前回の授業の復習をかねて行った。今年度はフィードバックも十分行え
たと思う。
○試験は、今年度は最終回（15回目）の授業時に行った。14回目の授業で試
験をし15回目の授業では試験のフィードバックを行った以前のように、試験
を受けても15回目の授業を欠席したために失格となるようなことは避けられ
た。
○授業の難易度については、「十分に理解できた」が3％、「ほぼ理解でき
た」が46％、「まあまあ理解できた」が40％であった。授業のスピードにつ
いては、「適切」が40％、「どちらかといえばあてはまる」が57％であっ
た。授業の分かりやすさについては、「とてもよくあてはまる」が、17％、
「どちらかといえばあてはまる」が66％であった。板書の分かりやすさにつ
いては、「とてもよくあてはまる」が23％、「どちらかといえばあてはま
る」が54％であった。声や言葉の聞き取りやすさについては、「とてもよく
あてはまる」が43％、「どちらかといえばあてはまる」が49％であった。授
業の満足度については、「とてもよくあてはまる」が20％、「どちらかとい
えばあてはまる」が66％であった。どの項目についても大半の学生から肯定
的な回答が得られていると思われるが、いっそう分かりやすい授業を心がけ
たい。

○学生による自由記述の回答がなかったのは残念だが、授業を通じて自分の
成長を実感できたかについて、「とてもよくあてはまる」が11％、「どちら
かといえばあてはまる」が63％であったので、ほぼ学生の希望に沿えている
と思われる。

情報リテラシー応用ｃ 久保　ちづる

　この授業では、『私たちの生活の基盤を担うデータベースについて理解
し、簡単なデータベースを構築できるようになる』ことを目指しました。 遅
れ気味になりつつも、シラバス通りに進めることができました。
　授業アンケート結果の数値から、「Ⅰ．あなた自身について」では「皆さ
んは予習復習を重ねて学び、まずまず理解できた」、また、「Ⅲ．全体につ
いて」では「この授業を通して自身の成長を実感した」と言えそうです。
「12.具体的に成長を実感したことについて、記入してください。」には、
「アクセスを利用してデータベースを構築することができるようになっ
た。」、「Accessは扱ったことが無かったのでこの授業を通して知識が増
え、これからに活躍しそうで、履修してよかったと思いました。」、「デー
タベースをまったく知らなかったが、この講義のおかげで使い方やデータの
整理方法の基礎を知れてよかった。」、「小テストで問われるような知識的
要素は身に着けられなかったが、操作方法など、accessを扱えるようになる
為の自身は付いた。」などの記述がありました（原文ママ）。また、自由記
述欄には特に要望はありませんでした。
　成果物やグループワーク等すべてを振り返ってみた時、授業における到達
目標の【行動力】と【研鑽力】が養われ、授業の目標を概ね達成したと言え
ると思います。

健康体力科学演習 島﨑　あかね

前期に引き続き、1人ひとりのカルテを作成し自己の健康や体力に対する意識
が高まるように、歩数や運動量(カロリー)の記録を行いましたが、アンケー
トの回答にもあるように運動の効果や自分自身の身体の変化を実感すること
ができたように思います。また、日常生活でも実践できる簡単な運動やト
レーニング方法を紹介したことで、授業時間以外でも運動を実施するきっか
けが持てたという回答もあり、授業内容が生活全般にわたって活用されてい
ることも窺えました。毎時間の内容が単調にならないよう、新しい情報を取
り入れながら行っていきたいと思います。

情報リテラシー基礎ｂ 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、情報リテラシー基
礎aで学んだ内容をより深め、実践的な課題をこなすことでスキルをブラシュ
アップし、さらにPowerPointを活用してのプレゼンテーション・スキルを修
得するという当該科目の目標を概ね達成できたと思われます。 

　次に、授業の取り組み工夫と今後の改善について述べます。 
　目標としたパソコンスキルをマスターするには、事後学修が重要となりま
す。そこで事後学修用の教材としてアプリケーションごとに「自由提出課
題」（提出しなくとも減点しない課題）を提供しました。
　双方向授業実施の取り組み工夫として、授業内での疑問や要望に速やかに
対応するために、毎回授業終了後「質問・要望アンケート」を実施しまし
た。回答・対応は次回授業開始に行いました。必要に応じてメールでの回答
など個別対応をしました。「授業アンケート大問Ⅱ-8」の集計結果から判断
してこの取り組みの成果は得られたと思われますので、引き続き次年度も実
施するつもりです。 
　事前事後学修の参考、欠席者フォローのためmanabaコンテンツで、授業内
容や次回授業予定、参考資料・教材を公開しました。しかし、閲覧状況を確
認すると、閲覧者が少ない状況です。特に欠席した授業の閲覧・実習課題の
作成をさらに促す必要があると痛感しています。 
　今後の取り組み（改善）として、パソコンスキルに合わせた課題提供を検
討しています。事後学習の課題はもとより、授業内の実習課題についてもス
キルに合わせた課題の提供を検討しています。
　
　今後とも、受講生全員が目標とするパソコンスキルが身につく授業実施に
努める所存です。

岡部　英男現代の哲学ｂ
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ドイツ語で学ぶドイツ語ｂ ブラック，ヨーガン
Thank you for your comments.  I will try to give students easier to
understand explanations in the future.

基礎スポーツ実習ｂ 島﨑　あかね

ニュースポーツの基本技術を通して、仲間とともに運動することの楽しさや
コミュニケーション能力の向上を目指しましたが、技術の習得はもちろん、
運動することの楽しさを実感し仲間と共有・協力する姿がみられ、授業内容
の意図や目標が十分伝わったと思います。この授業での学びを日常生活にお
ける様々な場面で生かし、発展させることで運動の習慣化を目指しましょ
う。

スポーツ基礎科学実習ａ 佐藤　健
典型的なスポーツ実技を行いました。多少、上達していれば授業としては成
果があります。

情報リテラシー実践ａ 粟津　俊二,竹内　光悦
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。

Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ 鈴木　卓

皆さんおおむね授業には満足しているようで良かったです。当初シラバスに
あった「自由課題」を扱わなかったのは、受講者の皆さんが教科書だけで精
一杯のようだったので予定変更しました。それも含め、英語リスニング能力
の向上にはどうしても日頃の学習時間が必要です。今後もスマホ等を活用し
てこまめに英語を聞くようにすることをおすすめします。

Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｗｒｉｔｉｎｇ シュニッケル，ジェイコブ
Next time, I'd like to introduce more opportunities for students to
analyze and correct real student errors. I've had students do this in
past writing classes, and it seemed both beneficial and engaging.

フランス語２ｂ 岡本　尚子

後期は前期に学んだことを踏まえて、一歩進んだフランス語の表現と文法事
項を学びました。全員積極的に参加し、それぞれがレベルアップすることが
できたように思います。語学はこつこつ続ければ必ず成果が出ますので、今
後も是非フランス語の学習を継続し、資格試験にも積極的にチャレンジして
みてください。

本授業は、前期のメディア論aがマスメディアを中心としたものに対し、こち
らはネットメディアを中心に、消費や文化、政治などについて講義をおこな
いました。この点、シラバスにも明記しておりましたが、「メディア論b」と
いう名称からテレビ局の裏事情や視聴者などといった内容をイメージされて
いた方も多かったようで、それらのアンケートコメントが少なからず散見さ
れました。また、成績評価においてはかなり二極化が進んでしまったのも事
実です（A＋とAが多め（四割）、Bが少なく（二割）、Cがやや多い（四
割））。これらへの対応が求められるといえます。

改善点については、「５、シラバスの内容」や「６、スピード」「担当員の
声などの聞き取りやすさ」に対し、「説明のわかりやすさ」「配布資料のわ
かりやすさ」が3前後と、かなり低くなっているため、これに対する分析と改
善点を示します。

まず、本授業は今年から大きく内容を変えましたが、アンケートを見る限り
ネットメディアに関して授業で採用した文献資料がかなり難しかったと考え
ます。もう少し平易な内容のものを少なめに選択することで、配布資料のわ
かりやすさを改善することができます。

また、「Ⅰ．あなた自身について」のなかで、「この授業における予習復習
時間」がかなり低くなっています。予習復習のためにも、事前学習などのや
りやすいテキストに変えることが求められます。ただし、ネットメディアに
関する学術的な議論は、単著として良いテキストがまだそれほど刊行されて
いないこともあるため、補助資料としてパワーポイント資料などの補足も行
う必要があると考えます。予習復習時間が「本授業予習時間0.48h」となって
おり全体平均「0.78h」と比較しても、少なくなっています（全体平均もかな
り少ないですが、本授業は極端に少ない点は、喫緊に改善すべき点と考えま
す）。

序盤はあえてテキストを使用せず、短い新聞記事なども取り入れながらすす
めることで、全体としても最低項目であった「配布資料のわかりやすさ」を
高めることができると考えます。実は、今年はかなり試行的な授業でした
が、大変貴重なご意見や傾向をつかむことができた授業であったと思いま
す。今後の改善につなげてゆこうと考えます。

河井　延晃メディア論ｂ
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情報リテラシー基礎ｂ 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、情報リテラシー基
礎aで学んだ内容をより深め、実践的な課題をこなすことでスキルをブラシュ
アップし、さらにPowerPointを活用してのプレゼンテーション・スキルを修
得するという当該科目の目標を概ね達成できたと思われます。 

　次に、授業の取り組み工夫、今後の改善について述べます。 
　目標としたパソコンスキルをマスターするには、事後学修が重要となりま
す。そこで事後学修用の教材としてアプリケーションごとに「自由提出課
題」（提出しなくとも減点しない課題）を提供しました。結果各課題の提出
状況は、受講生の30％強でした。 
　双方向授業実施の取り組み工夫として、授業内での疑問や要望に速やかに
対応するために、毎回授業終了後「質問・要望アンケート」を実施しまし
た。回答・対応は次回授業開始に行いました。必要に応じてメールでの回答
など個別対応をしました。結果、自由記入欄に『毎回の質問・要望アンケー
トのサポートはよかった』との書き込みがありました。引き続き次年度も実
施するつもりです。 
　事前事後学修の参考、欠席者フォローのためmanabaコンテンツで、授業内
容や次回授業予定、参考資料・教材を公開しました。これについて『ありが
たかった』との意見が自由記入欄ありましたが、閲覧状況を確認すると、閲
覧者が少ない状況です。特に欠席した授業の閲覧・実習課題の作成をさらに
促す必要があると痛感しています。 
　今後の取り組み（改善）として、次年度から、パソコンスキルに合わせた
課題提供を検討しています。事後学習の課題はもとより、授業内の実習課題
についてもスキルに合わせた課題の提供を検討しています。

　今後とも、受講生全員が目標とするパソコンスキルが身につく授業実施に
努める所存です。 

ドイツ語１ｂ ブラック，ヨーガン
Thank you for your feedback to the survey. I will try  to improve
upon the weaknesses reported in the survey results.

中国語１ｂ 劉　素英

  すべての項目に対して真剣にかつ適切に答えてくれて、感謝しています。
アンケートを通じていろいろなことが分かり、とても参考になりました。こ
れからも皆さんのご意見を聞きながら授業目標を達成するよう努力していき
たいと思います。
  この授業における週当たりの予習復習時間に関して、2時間以上が27％あっ
たのがとてもうれしく思います。中国語を継続して勉強する場合もこの調子
で続けてほしいです。一方、予習復習時間が足りない人が多かったです。本
気に勉強したければもう少し増やしてほしいです。
  回答者の中でこの授業を通じて、自身の成長が「とても」と「どちかとい
えば」実感できたのが100％、かつ、この科目をさらに専門的に学びたいと思
うのが63％であることをとてもうれしく感じています。
  これからも引き続き中国語勉強に頑張ってほしいです。

化学の世界ａ 菅野　元行

履修生45名中15名の回答に留まり（回答率33%）ましたが、総合的な満足度が
4.73（5.00が最高点）となりました。昨年度よりも授業内容は工夫し充実さ
せたつもりでしたが、回答率（昨年度41%）は減少したものの、総合的な満足
度（昨年度4.36）は増加しました。 
回答していただいた方々と、自由記述欄に記載していただいた方々に御礼申
し上げます。代表として数点掲載します。「学生（原文では生徒）のことを
よく考えられている先生だと思います。どうやったらわかりやすいかなど何
回も試行錯誤されているのだと感じました。」「授業内容はいつも分かりや
すかったです。難しい部分は簡潔にして下さるため、苦手意識なく授業に取
り組むことができました。今期の中で最もモチベーションが高かった授業で
す。」 「化学について先生のおかげで興味が持てた。」「毎回、丁寧な授業
をしてくださったのでとても満足です。ありがとうございました。」「身近
なもので例えて説明していたので、とても理解しやすかった。」「高校で分
からなかった、学ばなかった化学の知識が身についた。」
今後も分かりやすい授業を心がけます。

法学 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。

中国語２ｂ 劉　素英

  すべての項目に対して真剣にかつ適切に答えてくれて、感謝しています。
アンケートを通じていろいろなことが分かり、とても参考になりました。こ
れからも皆さんのご意見を聞きながら授業目標を達成するよう努力していき
たいと思います。
  これからも引き続き中国語の勉強を続けてください。

生命と環境 阿尻　貞三
時間配分を間違えて、大項目のひとつを話せなかったのは、失敗でした。考
えます。

フランス語で学ぶフランス語ｂ 藤井　陽子

この授業の目的は、フランス語の日常会話表現を身につけるとともに、フラ
ンス文化に対する理解を深めることでした。毎回の予習・復習にまじめに取
り組み、授業中も集中して学んでいたと思います。今後はより分かりやすい
説明ができるように工夫したいと考えています。
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○小テストを授業2回に1回のペースで、合計7回実施した。小テストを書くた
めには、授業でしっかりノートをとる必要があるので、大半の学生では授業
への取り組みの向上が見られたと思われる。出来のあまり良くない学生もほ
とんどいなかった。
○初回の授業、および試験の直前に、試験にはインターネットなどで容易に
調べるだけでは不十分な問題も出題される旨を注意しておいたので、若干の
例外を除いて、試験では見当違いの答案はほぼなかった。
○小テストのフィードバックについては、小テストの解説を次回の授業の始
めに前回の授業の復習をかねて行った。今年度はフィードバックも十分行え
たと思う。
○試験は、今年度は最終回（15回目）の授業時に行った。14回目の授業で試
験をし15回目の授業では試験のフィードバックを行った以前のように、試験
を受けても15回目の授業を欠席したために失格となるようなことは避けられ
た。

○授業の難易度については、「十分に理解できた」が14％、「ほぼ理解でき
た」が43％、「まあまあ理解できた」が37％であった。授業のスピードにつ
いては、「適切」が57％、「どちらかといえばあてはまる」が31％であっ
た。授業のわかりやすさについては、「とてもよくあてはまる」が49％、
「どちらかといえばあてはまる」が37％であった。板書の分かりやすさにつ
いては、「とてもよくあてはまる」が34％、「どちらかといえばあてはま
る」が51％であった。声や言葉の聞き取りやすさについては、「とてもよく
あてはまる」が51％、「どちらかといえばあてはまる」が43％であった。授
業の満足度については、「とてもよくあてはまる」が49％、「どちらかとい
えばあてはまる」が37％であった。どの項目についても大半の学生から肯定
的な回答が得られていると思われるが、いっそう分かりやすい授業を心がけ
たい。

○学生による自由記述の回答がなかったのは残念だが、授業を通じて自分の
成長を実感できたかについて、「とてもよくあてはまる」が29％、「どちら
かといえばあてはまる」が54％であったので、ほぼ学生の希望に沿えている
と思われる。

情報リテラシー応用ｂ 笠原　邦子

「授業アンケート」の提出率があまりよくないので、15回目の授業でのアン
ケート（100％）を基にフィードバックします。
ホームページを作成した経験が無く、ｈｔｍｌとｃｓｓを使い自分で作れる
ことに驚いたようです。始めは難しいと感じたようですが、ホームページが
完成した時にほとんどの学生が達成感を持ったようです。グループで一つの
ものを作成していく過程で協力し合い、一人では難しいことを成し遂げられ
ることも経験したと思います。
皆さんのホームページは完成度も高く、授業目標をほぼ達成したと考えてい
ます。

中国語１ｂ 劉　素英

  すべての項目に対して真剣にかつ適切に答えてくれて、感謝しています。
アンケートを通じていろいろなことが分かり、とても参考になりました。こ
れからも皆さんのご意見を聞きながら授業目標を達成するよう努力していき
たいと思います。
  この授業における週当たりの予習復習時間が少ない人が多かったので、も
う少し増やしてほしいです。
  授業への理解は「十分に」と「ほぼ」理解できた意見が50％ある一方、
「時々」と「まったく」理解できなかった意見もありました。今後もう少し
わかりやすく説明するよう工夫したいと思います。聞き取れなかった場合、
授業終了時に聞きに来れば、個別に説明します。
  この授業を通じて回答者の中で自身の成長が「とても」と「どちかといえ
ば」実感できた人が多かったことをとてもうれしく感じています。
  これからも引き続き中国語勉強に頑張ってほしいです。

児童文学論ｂ 中川　理恵子

アンケートに回答からは、授業内容に興味を持ち履修していただき、だいた
い満足できた事がわかりました。また、児童文学に興味を喚起できたことも
うれしく思います。
台風時の休講は、列車が遅れたのではなく、止まってしまっていたので、直
前の連絡となっていたことは申し訳なく思います。今後気をつけたいと思い
ます。また、アンケートの回答数が大変少なかったことについて、反省した
いと思います。アンケートの声かけは、二回の授業で行いましたが、次年度
からは工夫したいと思います。

発達心理学ｂ 前川　真奈美

授業アンケートにご協力くださり誠にありがとうございました。 
受講生の皆さまが積極的に疑問点や不明点をご提出くださったおかげで，授
業の内容を深めていくことができたように思います。ありがとうございまし
た。 
このアンケートでいただいたご意見をもとに，次年度の授業をより理解しや
すく，興味をもっていただける内容にできるよう努めます。

身体運動の科学ａ 鈴川　清美

日常生活の中で、身体を動かす機会は増えましたか？
本授業は、運動に対する生体の応答システムについて理解すると共に、身体
活動の恩恵を受けるべく、日常生活の中で身体を動かす機会を増やすことを
目的としている。説明のわかりやすさ、配付資料など教材のわかりやすさは
高評価であった。さらに専門的に学びたいと感じる知的好奇心をかき立てる
授業を展開できるよう努めたい。

岡部　英男倫理学入門ｂ
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健康運動実習ｂ 島﨑　あかね

4種目（ソフトボール、ゴルフ、テニス、卓球)をそれぞれ3週ずつ行ったた
め、どの種目ももう少しやりたい、と感じることがあったかもしれません。
けれどもこの授業の目標である「各種目の基本的なルール・マナーを習得
し、身体を動かすことの重要性や生涯にわたる心身の健康的な生活を構築す
るための知識」を十分理解し、積極的に授業に臨んで目標に到達することが
できたのではないかと思います。授業で習得した技術や知識を生かして、日
常生活における運動を継続してほしいと思います。

Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｂ シュニッケル，ジェイコブ

Students seemed to enjoy the opportunity to prepare and present a
group project toward the end of class. I'd like to provide at least
one additional opportunity for students to to a group presentation in
class.

Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｄ 松島　照彦,山﨑　壮,於保　祐子

和食の勉強と英語の勉強を両立させる困難さがありましたが、皆さんからは
もう少し「英語を話す」機会を望まれる声が多かったので、来年は工夫をし
て行きたいと思います。Native Englishでないところはご容赦頂きたいです
が、来年はDVDを使った授業も試みようと思います。

(1) 期末レポートの公表と成績評価内訳をお知らせしました
　履修者ひとりずつの期末レポートの公表と成績評価内訳を期末レポートを
提出した各自のポータルサイト画面に書き込んでいます。記入事項の内訳を
mnb courseの「スレッド」い解説記事を書いたので参照してください。期末
レポートの評価基準と成績評価基準は、期末レポート課題の説明資料に述べ
たとおりです。

(2) 毎回の授業の理解度と興味度の調査結果
　毎回の授業の最後に授業後感想を伺いました。その結果を集計しました。

授業回　授業テーマ　理解度評価平均値(5点満点)　興味度評価平均値(5点満
点)
1	食の化学1：食品添加物　3.8　4.3 
2	食の化学2：サプリメント、健康食品　3.8　4.1 
3	食の化学3：遺伝子組換え食品　4.3　4.6 
4	ライフサイエンスの化学1：皮膚の科学とスキンケア化粧品（外部講師）
4.1　4.1 
5	環境の化学1：放射性汚染物質との闘い―福島原発事故を振り返って―（外
部講師）4.6　4.7 
6	工業製品の化学1：メーク化粧品の技術開発とマーケティング（外部講師）
4.6　4.7 
7 環境の化学2：水銀　化学的性質と毒性　3.9　4.0

8 環境の化学3：鉛　化学的性質と毒性　4.0　4.0

9 ライフサイエンスの化学2：医薬品の効果発現と生体内代謝 　3.9　4.2

10 食の化学4：食物アレルギー　4.1　4.3

11 工業製品の化学2：食品香料の製品開発－有効性と安全性（外部講師）
4.2　4.4

12 工業製品の化学3：ヘアカラー、色素　4.2　4.3

13 工業製品の化学4：食品用器具・容器包装の材質とその特性（外部講師）
4.1　4.1

14 ライフサイエンスの化学3：光る有機化合物　3.9　3.9

15 食の化学5：輸入食品の検査（検疫所の仕事）　4.0　4.1

　授業アンケートの自由記載の感想に何人もから評価してもらえたこととし
て、日常生活と結びついた話題を取り上げていたことと外部講師を積極的に
呼んだことがあります。「興味度」が最低でも3.9、最高値の4.6～4.7が3回
あったことはうれしいです。また、根拠に基づいて判断することの大切さを
再確認したと言ってくれた学生が何人もいたこともうれしいです。

　来年度からは「くらしの化学」の授業名で生活環境学科加藤木先生にも担
当していただき、取り上げる分野を広げていく予定です。

基礎スポーツ実習ａ 佐藤　健
本物の選手とゲームをする機会を得ました。特に経験者の履修者にとって
は、夢レベルです。スポーツは、さまざまなレベルがあることを実感できた
と思います。

フランス文学ｂ 藤井　陽子

この授業の目的は、19世紀以降のフランス文学の作品の抜粋を通し、フラン
ス文学の特徴と流れを学ぶことでした。履修人数との関係上、講義形式で授
業を進めたため、個別対応が難しかったかと思います。前期よりレポートの
回数を減らした分、毎回の内容が充実していたように感じました。

山﨑　壮化学の世界ａ
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