
 
  

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）英文学科］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

英語学概論ｂ 村上　まどか

授業内テストの直前に行ったアンケートに６６名「も」回答があったという
べきか、６６名「しか」なかったというべきか微妙なのですが、おおむね好
評な結果でよかったと思います。しかしそのうち半分が何の予習もしないと
は残念です。板書の英つづりがわかりにくいという指摘は、初めて受けまし
たが気を付けます。（自分の目が悪いと思ったら、もっと前のほうに座りま
しょう、空いているのですから。）

卒論セミナーｂ 難波　雅紀

　前期の「卒論セミナーa」では、主に個人指導をとおして卒論のテーマや
題材を確定させ、論文の構想・構成を各自で練り上げることに取り組みまし
た。後期の「卒論セミナーb」では、練り上がった論文の構想・構成をより
具体化し、卒論の目次をまず作成しました。その上で、目次に沿うような流
れで論文原稿の執筆と推敲を重ねていきました。ひとり平均12回の個人指導
を行ない、最終的な卒論完成に至りました。
　卒論作成に係わって多くある誤解は、原稿を書くという行為が作業全体の
大半を占めるというものです。原稿用紙換算で60枚以上になる文章を、ひと
つのテーマで書くためには、事前に、テーマと題材の結びつけ方、それを具
体的に論じていくストラテジー（戦略）を入念に立て、それに係わる資料の
収集と整理を十分に行なう必要があります。そして、実はそれに費やす時間
や労力の方が、文章を書く行為に割くよりも圧倒的に多いのです。卒論作成
を首尾よく進めるためには、まずこの事実をしっかり認識しなければなりま
せん。
　そういうわけで、書く前提として不可欠な上記の作業にあまり重きを置か
なかった学生は、実際に文章を書いているうちに、何をどう書けばいいのか
分からなくなってしまい、立ち止まってしまうことが多かったように思いま
す。文章を推敲したくても時間がなかったのではないでしょうか。
　卒論からは解放されても、人間である以上、書くという行為から離れるこ
とはできません。書くということは、自分の語彙で自分の内面や考えを的確
に他者に伝える、人間にとっての必須の手段だからです。これからも自分は
何者で何を訴えようとしているのか。そのことを常に意識して書くように努
めてください。

パラグラフ・ライティングｂ 村上　まどか

レベルでは一番下のクラスでしたが、全体的にはよくできて、中には感心す
るほど上出来な人もいました。「知らない単語をたっくさん」知ることがで
きた人もいたようですが、派生形やコロケーションで関連付けて語彙を増や
していってください。週２回の授業を休みたいだけ休んだり、期日までに課
題提出しないのはやはりダメです。来年度はテキストも変わる予定なので、
落ちた人は勉学態度を改めて頑張るように。

卒論セミナーｂ 島　高行

アンケートへの協力ありがとう。

一人でも大変満足といってもらうのはうれしいです。
皆さんそれぞれがんばって卒論に取り組みました。
卒業後も、卒論を大事に取って置いてください。

卒論セミナーｂ 植野　達郎
全員が期限内に卒業論文を提出したので、卒論を書くための授業であるセミ
ナーｂの目的は果たせたと思う。

インテンシヴ・リーディングｂ 稲垣　伸一

主に時事問題を扱った英文を授業では読み、多くの学生さんがよく取り組ん
でくれたと思います。今回授業で読んだ英文は比較的読みやすいものが多
かったので、この授業で学んだ英文の読み方を参考にして、これから難易度
の高い英文にどんどんチャレンジしていってほしいと思います。

Basic Grammar ｂ 吉本　真由美

　このクラスでは前期に引き続き基本的な文法の復習を行いました。英文を
なんとなく読めても文法はかなり苦手、と感じている人が多かったため、ひ
とつの項目に時間をゆっくりかけて復習しました。アンケートの回答を参照
すると、授業のスピードについて、「満足」と答えた人は80%強でしたが、
「どちらともいえない」と答えた人も17%ほどおり、遅いと感じた人もいた
かもしれません。ただ、授業のわかりやすさや満足度に対する評価は94〜
95%が「わかりやすい」「満足」という評価で、「文法がわかるようになっ
た」等のコメントを頂きました。 ゆっくり進めたため、理解度は上がりま
したが、後半、テキストをやり残したところもあったので、授業中に行った
タスクを事前事後学習の時間にうまく取り入れるなど、時間配分について今
後改善していきたいと思います。
　授業を通して気になったことは、英語の語順をきちんと理解せずに、かな
り日本語の語順にひきずられている人が多い、ということでした。このた
め、毎回の授業で英作文をし、個別にコメントしながら繰り返し確認してい
きましたが、定着するにはまだ時間を要する人もいる、というのが正直な感
想です。
　2年生になるとパラグラフの作成を1年間かけて練習します。2年生の終わ
りには、相手にきちんと自分の意図が伝わるパラグラフやエッセイが書ける
ように、基本的なことを押さえる習慣は続けていってほしいと思います。

英文入門セミナー 植野　達郎

前期の頃はまだ英文学について全く意識がなく、英語を学ぶ方が強い印象で
したが後期の授業を進めていくにあたりアメリカ文学に特に興味をもてた。
2年に上がってからより深めて学べることを楽しみに思えている自分に成長
を感じた。」というコメントを見て、この科目の意図が果たせたのではない
かと思います。



［2018（後期）英文学科］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

イギリス文学史ｂ 土屋　結城

18、9世紀から現代に至るまでのイギリス文学の歴史を理解し、それととも
にイギリスの文化、社会についての理解を深めることを目標とした授業であ
る。アンケートの結果では、「シラバスの内容や到達目標と一致していた
か」「説明はわかりやすかったか」「板書やパワーポイント、配布資料はわ
かりやすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかったか」といっ
た項目で4.48~4.76の評価を得た。総合的な満足度も高く、概ね、授業の内
容や目的に関しての理解は得られたと思う。今後の課題としては、4.15と評
価がやや低かった双方向性と、事前事後学修の充実並びに学生の関心を継続
できるような工夫をすることが挙げられる。双方向性に関しては、フィード
バックの充実を今後も図りたい。また、学生の関心を喚起できるような関連
資料も積極的に紹介していく必要があろうと思う。

パラグラフ・ライティングｂ 西野　方子

英語で文章を書くというのは大変な課題だったと思いますが、みなさんが提
出してくれた文章からは積極性が感じられました。
多くのサンプルに触れて自分のライティングに活かせるように読むことの多
い授業となりましたが、もう少し早いペースでもよかったでしょうか。
また、みなさんの積極性を能動的なアクティビティの中で引き出せればよ
かったかもしれません。
これからも基本を大切に、大学生活の中で新たな知識を吸収していってくだ
さい。

現代アメリカ文学・文化演習ｄ 深瀬　有希子

10人受講のなかから、おひとりが、回答をしてくださいました。
ご協力を有難うございます。モリスンの作品を精読することにより、
自身のものの見方を疑ってみる―という態度の在り方を少しでもお伝えする
ことができていれば、嬉しいです。

卒論セミナーｂ 土屋　結城

大学での学びの集大成となる卒業論文に向けての授業であり、回答率は低
かったが、、「シラバスの内容や到達目標と一致していたか」「各回の授業
の進むスピードは適切だったか」「説明はわかりやすかったか」「双方向授
業等の工夫がなされていたか」「板書やパワーポイント、配布資料はわかり
やすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかったか」といった項
目で4.50~5.00の評価を得、さらに全体的な満足度も5.00という評価だっ
た。概ね授業の目的は達成できたと判断して良いと思う。課題としては、ア
ンケートの回答率を挙げるために告知に十分な期間を取ること、並びにさら
に専門的に学びたいと思うような意識づけをすることが挙げられる。

英文入門セミナー 土屋　結城

英文学科の専門教育への学びの入口となる授業だが、「シラバスの内容や到
達目標と一致していたか」「各回の授業の進むスピードは適切だったか」
「説明はわかりやすかったか」「板書やパワーポイント、配布資料はわかり
やすかったか」といった項目で4.40~4.80の評価を得た。概ね授業の目的は
達成できたと判断して良いと思う。さらに双方向性についても4.80と他の授
業に比して高い評価だったため、この方向性を継続したい。今後の改善点と
しては、グループワークやレポート準備の段階から積極的にコミュニケー
ションを取り、学生の作業に関わっていくようにする必要がある点と、学生
の関心を継続させるため、関連資料などを紹介するなどの工夫を図る必要が
ある点を挙げられる。

インテンシヴ・リーディングｂ 植野　達郎 三年生になっても英語をきちんと読むことを続けてほしいと思います。

イギリス文学・文化講義ｂ 大関　啓子

　ケルトというのぞき穴を通して、主に異界を中心に、ヨーロッパを駆け足
でその文化的な足跡を紹介しましたが、あまりに膨大な領域なので、今年も
時間切れになりました。でもよく聞いて、自分で体験してよいレポートも出
ました。パワーポイントをめくる速さは、今後考えます。

女性と英語圏文学ｂ 佐々木　真理
全体に高い評価となり、非常に嬉しく思います。この分野について興味を
持ってもらえたら何よりです。今後の課題は、事前事後学習の時間をもっと
増やしてもらえるように工夫することです。

英文入門セミナー 村上　まどか

プレゼンもあったのに、この授業の準備「なし」が３割ってことは、ありま
せんよね？　英文リーディングの予習をしなかったとしたら、嘆かわしいで
すが。英語の読み書きもですが、日本語の文章がうまく書けることは自分の
一生の武器になるのですから、こういう授業に力を入れてください。

近代イギリス文学・文化演習ｂ 土屋　結城

チャールズ・ディケンズ作の『クリスマス・キャロル』を読み、作品の読解
並びに19世紀のイギリスについての理解を深めることを目的とした授業であ
る。アンケートの結果では、「シラバスの内容や到達目標と一致していた
か」「各回の授業の進むスピードは適切だったか」「説明はわかりやすかっ
たか」「双方向授業等の工夫がなされていたか」「板書やパワーポイント、
配布資料はわかりやすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかっ
たか」といった項目で4.55~4.82の評価を得た。総合的な満足度も高く、概
ね、授業の内容や目的に関しての理解は得られたと思う。今後の課題として
は、双方向授業の工夫、事前事後学修をより充実させること、並びに学生の
関心を継続できるような工夫をすることが挙げられる。関連資料、書籍を積
極的に紹介するなどして学生の関心継続を図りたい。



［2018（後期）英文学科］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

卒論セミナーｂ 大関　啓子
　最終回で、アンケート回答をお願いしたのですが、１名だけの回答で、残
念です。全体数が少ないので、教員に回答者がわかってしまうと思ったの
か、今後に役立てたいと思います。

　この授業では、統語論や意味論をと呼ばれる分野を中心に扱い、ことばを
客観的に観察する、という姿勢を身につけました。各回、グループ発表の形
式をとり、文献は比較的読みやすい英文で書かれたものを用いました。比較
的読みやすい、と言っても、専門書なので、ただ担当があたっているページ
を読んだだけではなかなか理解できなかったと思います。ですが、わからな
い箇所を事前に研究室に質問しに来てくれたり、他の文献を調べて、自分た
ちなりに考えをまとめてくれました。難解な内容のところでも、よくついて
きてくれたと思っています。 
　毎回の授業でコメントシートを書いてもらいましたが、文献を読んで自分
では理解したつもりでも、人に説明するにはさらなる理解が必要であること
を実感した人が多くいました。うまく説明できなかったことを反省する人も
いましたが、内容をかみくだいて「自分のもの」にした上で人に伝えること
の重要性を実感したことは、ひとつの大きな収穫だと思っています。
　自分なりに理解をし、工夫しながら発表するグループが多かった一方で、
ただテキストに書いてあることを、「よくわからない箇所もあるけれどなん
となくまとめてみた」というような発表も見られました。 次回の箇所を理
解するためのヒントを得られそうな文献をもっと提示して、わからない箇所
を放っておかないように働きかける策をもっと練るべきだ、というのが反省
点として残ります。

　発表では（当然のことですが）内容に誤りがある、ということも散見され
ました。そういったときは修正や補足説明を次回の授業で詳しく行ったた
め、難解な内容ながら、アンケートでは、授業のわかりやすさを問う設問
で、「とてもよくあてはまる」が83.3%、「どちらかというとあてはまる」
が16.7%でした。最終試験の出来具合をみても、大事なところはきちんと理
解してもらえたように思います。ですが一方で、自己評価を問う設問で、A+
とした人はおらず、AとBが50%ずつでした。この要因のひとつには、ひょっ
とすると、自分が発表する回以外は予習時間をあまり取らず、発表を聞いて
教員の補足説明を理解する、という受け身の姿勢になりがちだったことが関
係しているかもしれません（実際、事前事後学習時間を問う設問では、あま
り時間をとらなかったという回答が多いようです）。これについては、発表
以外のタスクをもう少し増やし、メリハリをつける、といった改善点を今後
模索したいと思います。

Basic Grammar ｂ 土屋　結城

英語の基礎的な知識（文法、語彙など）とそれらの知識を活かして英語を活
用する能力の向上を目的とした授業であり、授業アンケートでは、「シラバ
スの内容や到達目標と一致していたか」「説明はわかりやすかったか」「双
方向授業等の工夫がされていたか」「板書や配布資料がわかりやすかった
か」、「担当教員の声や言葉が聞き取りやすかったか」といった項目で
4.50~4.68の評価を得た。この点で、授業の目的、内容に関して理解を得ら
れたと思う。一方で、学修時間や学生の成長実感については課題が残った。
さらに、新カリキュラム導入に伴う新授業であった点も踏まえると、今後の
課題として、授業内外での内容を充実させ、きめ細かな指導ができるように
問題集を積極的に紹介するなどの工夫をしていきたい。

卒論セミナーｂ 深瀬　有希子
残念ながら、回答者ゼロでした。しかし、みなさん、素晴らしい卒業論文を
完成することができ、大変に喜ばしく思っております。

Basic Reading ｂ 西野　方子

BBCの記事や短編小説といった、難しい課題に挑戦した授業だったと思いま
す。
小説はゆっくり読み、それに対して評論はパラグラフ単位で大意をとれるよ
うに情報をひろって読むことを意識した授業でしたが、評論も精読して細か
く解説をしていった方が理解しやすかったかもしれません。これからはより
わかりやすい説明を心がけたいと思います。
これからの大学生活でも難しいと感じる課題が出るかもしれませんが、その
度に新たなことを吸収し、充実した大学生活を送ってください。

英文入門セミナー 大関　啓子

　英文学科で４年間学ぶことへの導入として、やるべき沢山のことがあり、
どれをとりあげるか、毎回迷うところです。学年全体の予定以外に、つい欲
張って、いろいろ盛り込み、不消化になった部分もあると思います。またク
ラス担任としての学生生活についての注意も、余分と思う人もいたでしょ
う。ただ自分で考える習慣は、これからも持ち続けてください。

Introduction to TOEFL 深瀬　有希子

35人中、8人の受講者から回答をいただきました。ご協力をありがとうござ
います。本科目は2018年度から始まりました。受講生の英語習熟度を見極め
る段階もふくめ、担当者の方も試行錯誤しております。
より多くの学生さんに満足してもらえるように、改善に努めていきたいと思
います。留学についてご質問等あれば、お気軽にお尋ねください。

吉本　真由美英語学演習ｄ



［2018（後期）英文学科］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

英語学演習ｂ 村上　まどか

「難しかった」という声も上がりましたが、英文科３年生が地道に辞書を引
いて読んでから授業に臨めば、それほどではないはずです。今回、欠席が５
回、４回で総合得点が６０点に満たなかった人は（当然ですが）落としまし
た。欠席が多い人は、休むから分からなくなり、分からないとつまらないか
らまた休む、という悪循環だと思います。十分に予習をして出席する勉学態
度を身につけてください。



［2018（後期）英文学科］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

パラグラフ・ライティングｂ 志渡岡　理恵

　回答者が少なめだった。回答者に関してはばらつきがあるが、文法の復
習、パラグラフの構成についての説明、課題提出と添削をずっと繰り返した
ので、単調になってしまったのが反省点である。記述欄を見ると、「基礎力
がついた」「構成が理解できるようになった」などのコメントがあり、基本
的な力はある程度身についたと実感する受講生もいたようで、その点はよ
かった。

パラグラフ・ライティングｂ 島　高行

アンケートへの協力ありがとう。

評価は両極端ですが、参考します。
これからも英語で文章を書く練習を続けてください。

卒論セミナーｂ 村上　まどか
回答人数が少な目ではありますが、この科目に悪い評価があるはずはなく、
自分が興味あることについて視野を広げて物事を考えられる一助となったよ
うで、よかったと思います。

Basic Reading ｂ 大関　啓子

　始めは、和訳なしのリーディングや毎時間の英文だけの３分小テストに、
戸惑った人もいました。慣れるスピードは人それぞれですが、訳さず直接英
文を読む習慣はついたように思います。雑談のこと、英国文化をテーマにし
たテキストでしたので、ついつい説明ついでにしゃべっていました。ただど
こまでを雑談と考えるかは、人によって異なることも、考えてみてくださ
い。

英語圏の詩 島　高行

アンケートへの協力ありがとう。

大体満足してくれているようで少し安心しましたが、双方向性は講義という
こともあり、難しかったです。今後の課題とします。

中世イギリス文学・文化演習ｆ 大関　啓子

　少人数のクラスでしたが、今まで触れたことのない中世の英文学を体験
し、ロマンスというジャンルを楽しめたことは、よかったと思います。現代
英語の読みは、４年生なので、少々厳しく注意が、卒業しても、英語の注意
は忘れないでください。

アメリカ文学史ａ 稲垣　伸一

この授業では毎回授業の最後にコメントペーパーを提出してもらいました。
多くの学生さんが毎回たくさんのコメントを寄せてくれて、とてもそれを読
むことで楽しませていただきました。また、発展的な内容の質問も毎回あ
り、授業の内容を掘りさげて説明するのに役立ちました。この授業を通して
アメリカ文学のたくさんの作品に興味を持ってもらえればうれしいです。

アメリカ文学・文化講義ｄ 深瀬　有希子

68人中6人からのご回答でした。ご協力を有難うございました。授業の後半
部に関するスライド（パワポ）のマナバでの掲示が、予定よりも二日遅れて
失礼いたしました。しかしがながら、そもそも、これらのパワポは授業中に
すでに複数回、提示したものであり、新しいものではありません。むしろ、
授業中に配布した大部にわたる英語ハンドアウトや、パワポには書ききれな
い「人々の物語」に意味があること、ならびに、パワポを作成する上で参照
した指定参考書にも逐次、授業のなかで言及しておりました。よって、「向
上心」のある学生さんは、そうした資料を総合的に使用してより深い理解に
努められていたのではないかと期待しております。

卒論セミナーｂ 稲垣　伸一

多くの学生さんが熱心に卒業論文執筆に取り組んでくれました。そのため、
提出された論文ほ多くが非常によくできたものでした。対象について考え、
自分の考えをわかりやすい文章で表現するということは今後の人生でも必要
な場面があると思います。そんなときのために卒業論文を書いた経験が生き
ることを望んでいます。テーマに選んだアメリカの文学や文化についても、
今後、時には思い出してもらえればうれしいです。

現代イギリス文学・文化演習ｂ 志渡岡　理恵

　回答者が少なめだった。回答者に関しては、授業の理解度、満足度が高
く、よかったと思う。双方向の工夫の点のみ意見が分かれていたが、これ
は、発表者とそれに対するコメント担当者数名を決めていたからだろう。コ
メントの後に、担当以外の受講生にも意見を求めるようにすべきだった。
　記述欄に、階級やジェンダーへの理解が深まった、というコメントや、
「様々な解釈を知ることができて面白かった」、「当時の女性の強い生き方
を知ることが出来た」という感想が書かれていて、授業の目標が達成できた
ようで嬉しい。

近代アメリカ文学・文化演習ｄ 稲垣　伸一

毎回、グループによる発表と小説を原文で読むことを授業で行いましたが、
多くの学生さんがとても熱心に授業に取り組んでくれました。この小説の英
語には独特の難しさがあり、英語で読むことは大変だったと思いますが、が
んばって予習をしてくれた人が多かったと思います。これからも翻訳に頼る
だけでなく、英語で書かれた作品を自分の力で読むチャレンジを続けてほし
いと思います。
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卒論セミナーｂ 志渡岡　理恵
　回答者が少なめだった。回答者に関しては、すべての項目で授業への理解
度、満足度が高く、よかったと思う。アンケートへの回答をもっと促すべき
だった。

多読演習 吉本　真由美

　この授業では、英語の読書を楽しむこと・読書を習慣づけること・速読を
身に付けることを目標としました。こういった目標のため、授業時間のほと
んどを読書の時間に充てる、という回も多く取りました。初めは分量が短
く、簡単なものから読んでもらいましたが、授業の終わりには、全員がそれ
ぞれのペースでレベルアップし、分量が多く難しいものにもチャレンジでき
るようになりました。
　この授業では2回、グループ発表を行いましたが、履修者のみなさんのコ
メントを参照すると、この発表会の評判が良かったようです。グループの推
薦図書について、ビブリオバトルのような形式で発表してもらったため、他
グループの発表を聞くことで、興味の対象が増え、また、楽しみながら発表
する、というちょっとした遊び心や、人を魅了するプレゼンのスタイルにつ
いて学んだ人が多くいたのが、今回の発表会の一番の収穫でした。
　アンケートの回答を参照すると、授業のスピードやわかりやすさ、授業の
工夫に関する項目について、「とてもよくあてはまる」という回答と「どち
らかというとあてはまる」という回答を合計するといずれも100%でした。た
だ、「自身の成長が実感できたか」という問いに対して、「どちらともいえ
ない」と答えた人が20%ほどいました。授業を通して、多くの履修者が、自
分好みのジャンルの図書を見つけ、読書量を着々と増やしていましたが、中
には、「そもそも読書が好きでない」という人もいました。教員としては、
そういう学生こそ読書好きに変えたいところですが、「自分から進んで読み
たいと思う」よりも、「読まなければならないから読む」と感じている人も
まだいるのだと思います。このため、もっと幅広く様々なジャンルをみなさ
んに提示できるようにするべきだ、というのが、こちらの今後の課題として
残ります。
　今回の授業を通して、読書習慣がついた人がたくさんいたと思います。授
業が終わったら元どおり、とならないように、この習慣はぜひ続けていって
ほしいと思います。
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　この授業ではRobert Frostの詩を取り上げ、New Englandの自然をとおし
て描かれている精神や物語を考察しました。とりわけ詩の構造を音韻上の特
徴に注目しながら分析する作業に多くの時間を割きました。というのも、詩
は本来、文字を読むことによって視覚的に理解するものではなく、詠まれた
言葉を聞くことによって聴覚的に理解するものだからです。聴覚的理解のた
めには、詩行を構成する単語のひとつひとつ正確に発音し、どんな母音が使
われていて、どこにアクセントがあるのかを把握し、実際に音読してみなけ
れば始まりません。ですから、小説やエッセイを読む、しかも黙読するとい
う行為に慣れ親しんでいる皆さんにとっては、詩の音韻的分析はかなり難し
かったかも知れません。半期の授業をとおして、12篇の詩を実際にみなさん
に分析してもらい、その都度リアクションペーパーを書いてもらいました。
それをチェックしていると、回数を重ねるにつれて理解が深まっていったこ
とが確認できました。
　そういった音韻的分析による聴覚的理解に基づき、次は詩に描かれている
自然の風景を、象徴的、比喩的に解釈することで、そこに語られている精神
や物語を紡ぎ出してみました。象徴的、比喩的解釈とは「誰が、いつ、どこ
で、何を、どのように、した（しなかった）」を文字どおり明らかにするこ
とではありません。それらが何を喩えているかを明らかにすることです。仮
に「リンゴ」が描かれていたとして、それが文字どおり「果物のリンゴ」を
意味しているのではなく、例えば「故郷」を象徴しているといった具合に解
釈するわけです。12篇の詩について、やはり皆さんに実際に解釈してもらい
ましたが、この作業もなかなかしんどかったようです。
　以上のような詩の理解がどこまで皆さんひとりひとりに定着しているのか
を確認するために、学期末には2つの詩をテキストに、レポートを書いても
らいました。成績評価は8回のリアクションペーパーと学期末レポートで総
合評価しました。成績評価の方法は以下のとおりです。

①期末レポートの点数→100点×2＝200点（満点）

［課題の各詩についての評価］

+A=100点　A=85点　+B=80点　B=75点　−B=70点　C=65点　−C=60点　D=50~0
点

［評価の内訳］

1. 脚韻構造

2. 歌詞の音韻上の特徴

3. 歌詞の日本語訳

4. 歌詞の解釈（社会的、文化的意義）

5. 必要に応じた引用文献および参考文献の明示

○評価ルールⓐ：上記の1~5がすべて揃っていて75点

○評価ルールⓑ：上記の1~5が一つ欠けるにつけ5点マイナス

○評価ルールⓒ：その上で、上記2、3、4のそれぞれについて、記述内容の
精粗により5~10点を加点または減点

②授業レポートの点数→計8回で各回10点=合計80点（満点）

+A=10点　A=8.5点　B=7.5点　C=6.5点　D=5点

2.歌詞の音韻上の特徴

3.歌詞の解釈（社会的、文化的意義）

○評価ルールⓓ：上記の1~3がすべて揃っていて8.5点

○評価ルールⓔ：上記の1~3が一つ欠けるにつけ1点マイナス

○評価ルールⓕ：その上で、全体の出来ばえで1.5点を加点または減点

③得点→①：②＝6：4→①×0.3＋②×0.5=100点（満点）

④成績評価

+A：100~90点　A：89~80点　B：79~70点　C：69~60点　D：50~0点

アメリカ文学・文化講義ｂ 植野　達郎
「アメリカ、また日本の社会問題について考える力が身についた。」という
コメントを見て、この科目がきっかけになってこれからの日本、そしてアメ
リカの将来に目を向けることを続けることを願っています。

難波　雅紀近代アメリカ文学・文化演習ｂ
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イギリスの文化と社会 志渡岡　理恵

　100名の受講生のうち約半数が回答。
　前半でイギリスの成り立ち、後半でイギリスの女性の変化をとりあげた
が、記述欄をみると、「女性の視点から見るイギリスの捉え方について学ぶ
ことができ、とても興味深いと感じた」というコメントなど、特に女性のラ
イフスタイルの変化に興味を持った受講生が多かったようだ。
　この講義は、イギリスの文化と社会について、何かをきっかけに興味を
持ってもらうことを目標の一つとしているので、どうしても情報を詰め込み
すぎてしまう。もっとすっきり整理して分かりやすくする工夫が必要だと思
う。

現代アメリカ文学・文化演習ｆ 植野　達郎

「英文を訳す際に、どのように訳せばよいのかや文法によって訳し方の違い
など詳しく教えてくださったので楽しく学ぶことができました。また、前置
詞や主語、関係代名詞などもしっかり意識して読むことの大切さを学びまし
た。」というコメントを見て、授業の意図をきちんと受け止めた学生がいた
ことを嬉しく思います。

卒論セミナーｂ 佐々木　真理
全体に高い評価となり、非常に嬉しく思います。しかしながら、このアン
ケートに答えてくれた人が少なかったので、回答率を上げることが今後の課
題です。

英文入門セミナー 佐々木　真理
皆さんの回答より、この科目が目的としている、英文学科の専門分野への導
入と、プレゼンテーションの方法とレポートの書き方の復習が達成できたよ
うで嬉しく思います。一年間、お疲れ様でした。

近代イギリス文学・文化演習ｄ 島　高行

アンケートへの協力ありがとう。

基本的に満足してもらったようでよかったですが、もう少し双方向的な授業
にしたかったとわたしも思っています。

ことばと社会 ウンサーシュッツ，　ジャンカーラ
得られたフィードバックに基づき、授業の改善に努めたいと思っておりま
す。ことに授業の進め方・資料の工夫を検討します。
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