
 
  

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）国文学科］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

国語史ｂ 福嶋　健伸

本授業の「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の平均は全体平
均を上回っており、良い授業だったのではないかと思われる。国語史の授業
で、全体平均を上回ること自体、容易なことではない。「当たり前だと思っ
て気にかけてなかったことを深く知ることができて新しい世界を知れた」
「先生の話は楽しく、毎週の授業が苦ではなかった。」というコメントが、
授業の内容を端的に表していると思う。

中国文学哲学演習ｂ２ 田中　靖彦
前期に引き続き、多くの方から高い評価をいただきました。ありがとうござ
います。今後も受講生の方のご意見を取り入れ、より良い授業を実施できる
よう努めてまいります。

国語学演習ａ２ 湯浅　茂雄
授業評価をありがとうございました。難しい課題もありましたが、よくつい
てきてくれたと思います。今後も授業の進め方を工夫していきます。

近代現代文学演習ｂ２ 棚田　輝嘉

アンケートへの回答有難うございます。
授業内容と方法に対する評価について、「とてもよくあてはまる」の項がほ
ぼ100％だったのには驚いています。皆さんの受講態度・そして熱意の結果
だと思います。教員としても、皆さんの成長をひしひしと感じることができ
た授業でした。1項目「シラバスの内容や到達目標と一致していましたか」
だけ、80％だったのが、心残りです。来年度は、さらに教材を厳選して、さ
らなるより良い授業を心掛けたいと思います。

仮名書法２ 伊藤　文生

　全体の出席率：79.3％。アンケート回答率：44％。
　授業最終回に記入提出していただいた受講生各自の自己評価および感想を
見ると、およそ以下のとおり。
「くずし字の読み書きを練習できた。和歌の鑑賞もでき、理解が深まった」
「書には、同じ文章でも、違う字なのだと思いました」「ひらがながきれい
にバランスよく書けるようになり、ひらがなの字母を覚えることができた」
「文字を美しく書こうとする気持ちが芽生えました」「とても楽しい内容の
授業であった。また、先生の解説がとても分かりやすい授業であった」「万
葉がな、万葉集の作品に多く触れ、また、それらを臨書し、仮名への知識、
興味、関心が深まった」「静かに色々なことを学習でき、有意義な時間を過
ごすことができた」「和歌を鑑賞し、臨書する楽しさを学ぶことができまし
た。履修が終わっても学び続けたい分野である。今後は中古文学を学科で専
門的に学びたい」。以上。
　問題点としては、仮名に関する基本的な知識についてまだ不充分なところ
があり、個々により丁寧に説明する機会を設ける必要性を感じた。また、練
習量はまだまだ足りない。姿勢や用具の扱い方などについても正しく指摘し
て、学修効果を高めるよう心がけたい。

国語学概論ｂ 湯浅　茂雄
授業評価をありがとうございました。今後もさらに分かりやすい授業になる
ように努力をしていきます。

近代文学基礎講読ｂ 井原　あや

　本授業は太宰治の「女生徒」「千代女」を主な教材としてテクスト読解を
行う一方、ジェンダーの視点を用いながら1930年代の少女および彼女たちと
〈文学〉の関係を当時の言説を分析しつつ検討することを目指した。 
　アンケート結果を確認すると、自由記述欄も含め概ね良好な回答が得られ
たので、授業目的や問題意識は受講者と達成・共有することができたと思わ
れる。 
　ただ、僅かではあるが「あなたはこの授業をどのくらいの割合で理解でき
ましたか」という設問に対して「時々理解できなかった」という意見もあっ
た。授業では、受講者自身が主体的に授業に参加し、理解度を深められるよ
う、ワークシートの作成やグループディスカッションを行って受講者同士で
意見をまとめる時間を設けたほか、パワーポイントを用いて当時の図像や言
説を確認し、必要な資料やキーワードをまとめたプリントを配布して理解の
深まる授業となるよう心掛けたが、ほんの僅かであれ、上記のような意見も
あったので、よりわかりやすい授業になるよう心掛けたい。また、自由記述
欄にテスト中のアナウンスの声がかなり大きくしつこいという意見があっ
た。テスト中は時間経過を伝えていたが、集中力が途切れた受講生がいたよ
うなので、今後は声の大きさ・アナウンスに配慮したい。 

　意欲があり、グループワークを行えば率先して意見交換や疑問点を話し合
う受講生が本当に多い授業でした。毎時間教室で皆さんとお会いするのが楽
しみでもあり、私も皆さんの意欲を削がないよう緊張感をもって授業に臨
み、学ぶことが出来ました。後期の間、ありがとうございました。

上代中古文学史ｂ 池田　三枝子

時限の授業で遅延や遅刻が多くて理解度を心配していましたが、授業につい
て「理解できなかった」とするコメントは無く、8割の方が自己の成長を実
感していたので安心しました。その一方で、事前事後学修の時間数が足りて
いない人もいるので、そのやりかたに関する指導の回数を増やす必要がある
と感じました。



［2018（後期）国文学科］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

仮名書法２ 伊藤　文生

　全体の出席率：79.3％。アンケート回答率：44％。
　授業最終回に記入提出していただいた受講生各自の自己評価および感想を
見ると、およそ以下のとおり。
「くずし字の読み書きを練習できた。和歌の鑑賞もでき、理解が深まった」
「書には、同じ文章でも、違う字なのだと思いました」「ひらがながきれい
にバランスよく書けるようになり、ひらがなの字母を覚えることができた」
「文字を美しく書こうとする気持ちが芽生えました」「とても楽しい内容の
授業であった。また、先生の解説がとても分かりやすい授業であった」「万
葉がな、万葉集の作品に多く触れ、また、それらを臨書し、仮名への知識、
興味、関心が深まった」「静かに色々なことを学習でき、有意義な時間を過
ごすことができた」「和歌を鑑賞し、臨書する楽しさを学ぶことができまし
た。履修が終わっても学び続けたい分野である。今後は中古文学を学科で専
門的に学びたい」。以上。
　問題点としては、仮名に関する基本的な知識についてまだ不充分なところ
があり、個々により丁寧に説明する機会を設ける必要性を感じた。また、練
習量はまだまだ足りない。姿勢や用具の扱い方などについても正しく指摘し
て、学修効果を高めるよう心がけたい。

日本語教育文法−中級− 山内　博之

「授業に対する総合的満足度」は4.74なのですが、「自身の成長の実感」が
4.34、「授業に対する自己採点」が3.80、というように、少しずつ下がって
いっています。このように、授業に対する満足度が自身の伸びや努力にあま
り結びついていないことが気になります。授業をしていても、授業中は、本
当に熱心に聞いてくれているという実感がありますが、しかし、期末テスト
の点数には、かなりのばらつきがありました。
私自身、授業を行なう際には、「わかりやすい」「楽しい」ということを最
も重視しているのですが、今後は、「身につく」ということも、もっと積極
的に考えていかなければ、と思いました。

特殊演習２ 山内　博之

アンケート提出者が3名のみなので、あまりはっきりしたことは言えません
が、「双方向授業」が5.00だったことはよかったと思います。卒業研究に関
しては、指導教員が何かをするのではなく、学生が自ら動くということが決
定的に重要です。その一方で、「この科目をさらに専門的に学びたいか」が
3.67となっていました。この数値の低さは、大学院進学者が少ないこととダ
イレクトに関係していると思います。今後の課題です…。

特殊演習２ 河野　龍也

卒業論文は力作が揃い、全員無事提出することができました。
これほど長い文章を書くのは、多くの学生にとって初めての試練だったと思
いますが、よく期待に応えてくれました。適当にごまかして書くような学生
が誰もいなかったのがすばらしい。自分に自信を持って、この経験を今後苦
しいときに思い出してください。

近代文学基礎演習２ 河野　龍也

毎回、100年程前の文学者たちが書いた直筆の手紙のコピーを読む作業に退
屈した学生もいるかも知れませんが、多くの学生が予想以上に興味を持って
受講してくれたのに勇気付けられました。今回は実験的な授業として始めま
したが、来年度以降も続けたいと思っています。前期の反省を活かして、く
ずし字の解説を丁寧にしました。知らない間に、くずし字を読む力がかなり
ついたのではないかと思います。手紙の定型文もよく見直して、自分の表現
力に活かしてください。

近代現代文学演習ａ２ 河野　龍也

前期の演習では3回の発表だったところを、後期は２回として、文献収集な
ども学生が主体となるようにしました。文献収集の方法は、前期で習得でき
ている学生が多いと考えたからですが、作品によっては文献が集めにくいも
のもあったようで、発表回数が少ないぶん、もう少し丁寧にアドバイスがほ
しかったという意見があったのももっともです。工夫したいと思います。
発表日の欠席者が多く、レジュメの後日提出を不公平と感じる学生もいまし
た。後日提出は、他の学生の発表を参考にできる点で問題があります。当日
きちんと発表したかどうかを、成績評価では考慮しました。真面目に取り組
んでいる学生が、安易に欠席する学生に不満を持つということは、教員も学
生も考えるべきことです。来年度からさらに対策を講じたいと思います。

特殊演習２ 棚田　輝嘉
アンケートの対する回答がなかったので、コメントはなしですが、みんな
あ、楽しい4年生をおくれたかい？
また、いつでも遊びに来てください。

近代文学基礎演習２ 棚田　輝嘉

アンケートへの回答、有難うございます。「どちらかといえばあてはまる」
が、もっとも多かったのは、教員として残念です。特に、「説明はわかりや
すかったですか」という項目については、50％以上が、この評価だったの
が、一番の反省点です。演習者の演習内容もあるいは評価に含まれているの
かもしれませんが、それも教員の責任です。今後、演習方法について、ベス
トの方法を考えていきたいと思います。ただ、「担当教員の声や言葉は、聞
き取りやすかったですか？」については、100点満点をいただき、感謝申し
上げます。



［2018（後期）国文学科］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

特殊演習２ 影山　輝國
最後のゼミ生であったがみなよく頑張って卒論を書き上げた。アンケートの
回答は無かったが、小数なので必要ないと判断したのだと思う。みなさん、
さようなら。

近代現代文学史ｂ 河野　龍也

　トレーニングシートを使った授業で、書く分量が多く、忙しかったのでは
ないかと思います。シートに書いてもらった質問には簡単な回答を書いた
り、講義で答えたりするようにしていましたが、受講生が多く質問を見落と
すことがありましたので、シートとは別に質問票を任意提出してもらう方法
で、見落としがないように改善する予定です。
　様々な時代の幅広い作品を、色々な研究方法で分析することを学びまし
た。ぜひこれを自分の引き出しにして、卒業論文のテーマを考える際の参考
にしてほしいと思います。熱心な受講生が多く、特にやりがいが感じられる
授業でした。感謝します。

近代現代文学研究ｄ 井原　あや

　本授業は、文学作品（太宰治の小説）に描かれたジェンダーおよび〈文
学〉の背後にある社会規範や構造を読み解くことを目的としたものである。

　アンケート結果を確認すると、授業内容や理解度、自由記述欄へのコメン
トも含め、概ね良好な回答が得られたので、授業目的や問題意識は受講者と
達成・共有できたと思われる。 
　その一方で、予習復習時間を確保しない受講生も多かったようなので、今
後向上するよう努めたい。予習復習は、半期間に2回行うテストや課題提出
に向けて各自で使えるよう授業中に適宜声掛けを行ったが、課題が期日に提
出できない受講生もいたので、今後より意識的に声掛けを行い、課題への取
り組みを促したい。また、自由記述欄には、プリントが見やすかったという
意見もあったが、各引用を詰め過ぎだと思ったという意見もあった。受講生
が見返した際にわかりやすいよう必要な資料の引用をなるべく詰め込む一方
で、出来る限りコンパクトに、プリントの枚数を減らすようにと思って作成
したが、多くの受講生にとって見やすく予習復習に役立ててもらえるよう、
今後は引用を減らし、メモ等もしやすいプリント作成を心掛けたい。

　比較的よく知られた作家の小説を読む、あるいは読み直すことで、小説の
主人公の背後にあるジェンダーについて考えたり、文学作品の描かれた歴史
的背景を考える授業となりました。自由記述欄を拝見したところ、〈文学〉
を形作る背後にあるジェンダーに興味を持ってくれた方が多かったようで、
私も皆さんと一緒に学ぶことの多い半期間となりました。後期の間、ありが
とうございました。

日本語文法論ｂ 福嶋　健伸

本授業の「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の平均は全体平
均を上回っており、良い授業だったのではないかと思われる。そもそも、古
典文法の授業で、当該区分平均を上回ること自体、珍しいことである。本授
業で単位を修得した学生は、教育実習で古典文法の授業をすることができる
だろう。

国語学史基礎演習２ 湯浅　茂雄
授業評価をありがとうございました。難しい内容にもよくついてきてくれま
した。今後も授業の進め方を工夫していきます。

特殊演習２ 佐藤　　悟 提出者がありませんので、特にコメントしません。

情報リテラシー基礎ｂ 久保　ちづる

　この授業では、前期の「情報リテラシー基礎ａ」で学んだWordとExcelの
定着およびスキルアップを図ることと、新たにPowerPointを修得することを
目指しました。大きく遅れることもなく、シラバス通りに順調に進めること
ができました。 
　授業アンケート結果の「Ⅰ．あなた自身について」では「皆さんは真面目
に学び、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、「エクセル・パワポ・
ワードについての理解が深まりました。」、「特にエクセルの使い方につい
て理解が深まった。」、「パソコンについて基礎知識をつけることができ
た。」、「タイピングの速度が格段に上がりました。」などの記述がありま
した（原文ママ）。授業ではタイピング練習に時間を割けなかったにもかか
わらず、多くの方が自発的に取り組みスキルアップすることができたようで
す。また、自由記述欄には特に要望はありませんでした。
　授業日ごとの成果物やプレゼンテーションの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【研鑽力】と【行動力】の基礎が
養われ、授業の目標を概ね達成したと言えると思います。

近世文学基礎演習２ 佐藤　　悟 回答を熟読します。

中国文学哲学演習ａ２ 影山　輝國
アンケート提出者は皆無であったが、９割を超えるゼミ生からの評判は上々
であった。



［2018（後期）国文学科］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

特殊演習２ 福嶋　健伸
良い授業を展開できたと思う。来年度は、人数も増えるので、方法を変更る
必要がある。

国文学概論ｂ 佐藤　　悟
授業の内容が難しかったかも知れません。
またパワーポイントになれていなかったのかも知れません。
パワーポイントのハードコピーを配るようにします。

特殊演習２ 池田　三枝子

今年度は難しいテーマ（考察するべき作品が多い、整理・把握するべき先行
研究が膨大、問題設定がユニークで工夫が必要等々）を選択した人が多かっ
たのですが、それぞれに努力して成果を出していました。自己の成長を実感
しているのも納得です。卒論発表会は指導教員の私が驚くほど充実していま
した。

漢文学基礎講読ｂ 田中　靖彦

多くの方から非常に高い評価をいただきました。ありがとうございます。
「さらに学びたい」の項目が平均より若干低めとなりましたが、今後はより
漢文や歴史に興味を持っていただけるような授業を実施していきたいと思い
ます。また、漢文や歴史に対する興味が深まったというコメントを多くの方
からいただき、嬉しく思います。

情報リテラシー基礎ｂ 久保　ちづる

　この授業では、前期の「情報リテラシー基礎ａ」で学んだWordとExcelの
定着およびスキルアップを図ることと、新たにPowerPointを修得することを
目指しました。大きく遅れることもなく、シラバス通りに順調に進めること
ができました。 
　授業アンケート結果の「Ⅰ．あなた自身について」では「皆さんは真面目
に学び、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、「WordやExcelやパワ
ポなど使いこなせるようになった」、「ほとんど使うことができなかった
WordやExcelを使えるようになってきて成長を感じた。」、「この先役に立
つであろう技術を沢山覚えられた。」、「タイピングが早くなった気がす
る。」などの記述がありました（原文ママ）。授業ではタイピング練習に時
間を割けなかったにもかかわらず、多くの方が自発的に取り組みスキルアッ
プすることができたようです。また、自由記述欄には特に要望はありません
でした。
　授業日ごとの成果物やプレゼンテーションの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【研鑽力】と【行動力】の基礎が
養われ、授業の目標を概ね達成したと言えると思います。

図書館情報資源概論ｂ 須賀　千絵

全体平均に比べて，欠席が少なく（0.62），予・復習の時間が長い（1.08h)
など，熱心に学習に取り組んでいる様子が伺えた。説明のわかりやすさな
ど，個々の評価項目は，おおむね全体平均を上回り，全体の満足度（4.15）
は平均レベルであった。しかし専門的に学びたいという回答(3.69）は，平
均より低く，学生の意欲を引き出すまでには至らなかった。学生の関心に即
したトピックを取り入れるなどして，授業の内容の改善にとりくみたい。

国語学研究ｂ 吉田　雅子

アンケートへの回答ありがとうございました．ご意見を今後の授業運営に役
立てていきたいと思います．授業で学んだことを，今後ご自分の専門分野の
勉強にいかせるよう， 受講生の皆さんも勤勉な努力を継続してください．
（以上）

国文学概論ｂ 棚田　輝嘉

アンケートの回答有難うございます。後期は韻文を扱うという関係上、前期
に比べて難しかったかもしれません。ベストの評価より、その一つ下の評価
の方が多かったという意味で、まだまだ改善の余地がありそうです。来年度
は、もう少し、系統だった授業計画を立てたいと思います。

国語史ｂ 湯浅　茂雄
授業内容が、やや分かりにくかったようです。説明や配付資料、パワーポイ
ントをもっと工夫していきます。授業評価をありがとうございました。

漢文学基礎講読ｂ 田中　靖彦

前期と比較して、多くの方から高い評価をいただきました。ありがとうござ
います。「さらに専門的に学びたい」の項目の平均が若干低めなのは、今後
の授業において改善していきたいと思いますが、漢文に対する興味が深まっ
たというコメントもいただき、嬉しく思います。

特殊演習２ 湯浅　茂雄
授業評価をありがとうございました。授業の目的は達成できました。今後も
努力をしていきます。

中古文学基礎演習２ 山口　一樹

アンケート結果から、本科目の履修目標はおおむね達成できていたと考えら
れる。履修者各位の協力に感謝申し上げる。項目のうち、履修者の予習復習
時間が、全体平均をやや下回っている。本科目では、授業内容にかかわる課
題を毎週課していた。その量がやや不足していたと予想される。今後は、発
展的な課題も準備するなど、改善してゆきたい。
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上代中古文学演習ｂ２ 山口　一樹

アンケート結果から、本科目の履修目標は、おおむね遂行できていたと考え
られる。履修者各位の協力に感謝申し上げる。授業内容では、配布資料の点
に改善の余地がみられた。とくにガイダンスの段階において、分かりやすい
資料を作成するよう心掛けてゆきたい。

上代中古文学演習ａ２ 池田　三枝子

今年度のテーマは異文化理解（中国の文学観の受容）から新しい文学が生み
出される様相の理解だったので内容的に難しい作品も少なくありませんでし
たが、全員が学修を通して自己の成長を実感しているので良かったと思いま
す。

国語学概論ｂ 福嶋　健伸

本授業の「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の平均は全体平
均を上回っており、良い授業だったのではないかと思われる。国語学概論の
授業で、全体平均を上回ること自体、容易なことではない。「音声学や統語
論などを学び、普段使用している言葉というものの奥深さを学んだ。」「国
語学に大変興味を持つことができました。」というコメントに、授業の成果
が端的に表れている。

中国文学哲学研究ｂ 影山　輝國
退職前の最後の講義であるが、おおむね好評であったことは何より嬉しいこ
とである。

漢文学ｂ 田中　靖彦
前期と比較して、多くの方から高い評価をいただきました。ありがとうござ
います。授業の進行速度が速いと思う方が多かったようですので、今後の授
業の参考にさせていただきます。

漢文学基礎講読ｂ 田中　靖彦

前期と比較して、多くの方から高い評価をいただきました。ありがとうござ
います。「さらに専門的に学びたい」の項目の平均が若干低めですが、これ
は今後の授業において改善していくよう努めてまいりますが、「漢文への苦
手意識が薄れた」「三国志が好きになった」などのコメントもいただき、嬉
しく思います。

中世近世文学演習ｃ２ 佐藤　　悟 回答者が0名なので、特にありません。

漢文学ｂ 田中　靖彦

前期と比較して、多くの方から高い評価をいただきました。ありがとうござ
います。「さらに専門的に学びたい」の項目の平均が若干低めなのは、今後
の授業で改善していきたいと思いますが、授業内容に興味を持ったというコ
メントを多くいただけたことを嬉しく思います。

日本語教育学演習ｂ２ 山内　博之

「双方向授業」の数値が4.58と、決して低くはないのですが、自分では、あ
まりうまくいっている気がしません。授業への参加度は、学生によってかな
り違いがあるように感じられたので、全員が授業に積極的に参加してくれる
ようになるよう、工夫が必要だと思います。
しかし、レポートの出来は、全体にかなり良かったと思います。授業中にし
たことをよく理解し、積極的にレポートに取り組んでくれたのだということ
がよくわかりました。この点については、とても満足しています。

近代現代文学研究ｂ ブルナ，ルカーシュ
内容について難度が高いとのコメントがありましたので、さらに説明の仕方
やパワーポイントの作り方を工夫して、より分かりやすい授業にしたいと思
います。

国語学演習ｂ２ 福嶋　健伸

本授業の「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の平均は全体平
均を上回っており、良い授業だったのではないかと思われる。国語学の授業
で、全体平均を上回ること自体、容易なことではない。「竹取物語の内容を
以前より深く知ることができたと思う。」「竹取物語を現代風にアレンジし
て訳すのがたのしかったです。授業を通して、自分の成長を感じることがで
きました」というコメントが、授業の内容を端的に表していると思われる。

現代アメリカ文学・文化演習ｂ 佐々木　真理
この演習で扱っている分野に興味を示してくれた学生が多いことに安堵しま
した。授業外の予習復習の時間をもう少し増やしてもらえるように工夫する
ことが、今後の課題です。

近代文学基礎講読ｂ 河野　龍也

学生の皆さんと同年代の樋口一葉が書いた作品と日記を通じて、文語文のリ
ズムに親しみを持ち、明治時代と現代の女性の生き方について考えるきっか
けなれば幸いです。もう少し「たけくらべ」を丁寧に時間をかけたかったの
は、反省点です。また皆さんに音読してもらう機会が作れなかったのも残念
です。しかし、半期の短い時間で、一葉の代表作の「たけくらべ」と「にご
りえ」の両方を読みましたので、胸を張って「国文で一葉を学んだ」と語る
ことができます。熱心な受講生が多く、楽しい授業でした。
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