
 
  

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）美学美術史学科］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

卒論ゼミｂ 駒田　亜紀子

卒論ゼミは、一人ひとり異なる課題に取り組むため、それぞれの課題にもっ
とも適した指導をカスタマイズして行う必要があります。そのため、課題に
よっては、非常に難しく感じることがあったかもしれません。それでも、皆
さん一人ひとりが着実に努力を重ね、成長を実感できたのはとてもよかった
と思います。これからも自身をもってがんばってください。

西洋近代美術史特講ｂ 六人部　昭典
回答結果は概ね順調だが、「６」の授業スピードの評価が低い。工夫してい
るつもりだが、結果に結びついていない。授業内容の量を減らすことなどに
より、学生一人一人が十分に理解することを優先したいと思う。

仏教美術史特講ｂ 武笠　　朗

よりわかりやすい説明を心がけ、授業の双方向性を高めるべく工夫をしたい
と考えます。例えば課題レポートへのコメントに十分な時間を割くなど。今
回はレポート課題が少しむずかしかったことを反省しています。改善したい
と思います。皆さんには、配付資料をもとに自分のノートをしっかりと作る
ことを求めます。

仏教美術史演習ｂ 武笠　　朗

今回はアンケートの時間が取れなくて回答数が少ないのでみなさんの感想が
見えませんが、一応コメントします。研究発表の際に、事前の個人指導、発
表後のコメントに十分な時間をかけたいと思います。皆さんは、発表をただ
漫然と聴くのではなく、発表内容を十分に理解し、発表の仕方等を自身の発
表に活かすべく、真剣に聴くことを求めたいと思います。

美学特講ｂ 椎原　伸博

今回の授業では、ワークショップを二回行いました。つまり、シュルレアリ
スムの詩とシミュレーショニズムの自画像作成の二回なのですが、それがシ
ラバスの順番に上手く対応できていなかったため、少し混乱させてしまった
かもしれません。また、本来行うべきであった学外見学を行うことが出来
ず、最後の関係性の美学に関する授業は課題で対応せざるをえませんでし
た。設問５が低い点となっているのは、そのためかと思います。今後の授業
運営では改善していくことにします。今回行うことが出来なかった、学外の
建築調査ですが、外苑前から表参道、そして本学までの建築群を見て歩くよ
ていでした。それは8〜90年代のポストモダン建築と、2000年以降の建築を
確認することで、近代主義の理想と現実を確認する作業となる予定でした。
今回の講義ではモダンアートが都市で展開していることを再確認することを
目標としていました。それは、美術だけでなく、ファッション、都市計画、
建築、映像など横断的なものであることを意識しましょう。講義は終わりま
したが、日々進化している渋谷の街の変化について、美的な視点から考察し
実感することで、本講義の内容は深まると思います。

卒論ゼミｂ 六人部　昭典
回答数が多くはないが、卒論指導は、概ね順調に進んだといえる。回答数が
増えれば、より詳しい状態が把握できるので、次年度にはアンケート回答の
指示を工夫したいと思う。

入門演習 加藤　陽子

質問２「週あたりの予習復習時間（レポート課題等含む）」について
　毎週課題を出していたのにもかかわらず、「30分未満」、「なし」という
解答がそれぞれ２６％もあった。今後はもっと課題を出して継続的に学習す
る習慣をつけられるよう促したい。 

質問４「あなたはこの授業をどれくらいの割合で理解できましたか？」に対
し、「時々理解できなかった」と答えた割合が16％おり、質問７「説明はわ
かりやすかったですか？」にも「どちらかといえばあてはまらない」と答え
た割合が同数いた。一部（各3名）の学生にとっては理解が難しかったよう
なので、今後はリアクションペーパーなどで理解度を測りながら、理解しや
すい講義を心がけたい。

質問１１「この授業を通じて、自身の成長が実感できましたか？」について
は約7割の学生が成長を実感できていたと答えていた。この割合を高めるよ
う工夫したい。

教員独自質問で教科書が役立ったかどうか聞いたが、結果はあまりよくない
ものだったので、相談の上改善したい。また、添削や修正の仕方についても
聞いたが、75％が現状のようにまず教師が修正することを望んでいた。現状
を維持しつつ、自己修正、あるいは学生同士のピア修正ができるようになる
よう指導していきたい。



［2018（後期）美学美術史学科］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

絵画実習ｂ 織田　涼子

【授業の取り組みについて】
本実習は、学外での制作活動・モデル実習・刃物を使用した制作など、課題
作品の制作を通して、美術科教員として注意すべき事項を学ぶ。受講生は積
極的且つ丁寧に制作し、大変素晴らしい仕上がりであった。特に現代錦絵を
イメージした木版画の作品は、皆それぞれに丁寧でこだわりを感じる制作が
できていた。
【アンケートについて】
受講者10名中３名が回答。そのうち2名は「十分に理解できた」、1名は「ま
あまあ理解できた」と回答している。「双方向授業等の工夫」については3
名とも「よく当てはまる」とあり、実習中の質問のしやすさ、配布資料につ
いては概ね満足しているようだ。制作後の感想は「色彩感覚が磨かれた」
「水彩絵具の水分量や摺る際の力加減など、技術が身についた。」という声
がああり、受講生が課題の内容をよく把握し、表現方法を理解できたことを
示している。また、本年度は制作進度によって宿題の提示方法を変えた。そ
のことにより学習者は「事前・事後学修」への取り組みやすくなったのでは
ないか。
【講評会などについて】
実習内で受講生同士の作品を鑑賞し、制作の意図や効果的な表現について
様々な意見を交換した。他者の意見から、自身の作品のよさや実習を通して
成長したことを実感できたのではないか。学んだことを生かして、今後も制
作を楽しんでもらえれば幸いである。

中国美術史演習ｂ 宮崎　法子

演習では、いっしょに旅行に行ったり、また卒業生との交流会もすることが
出来て、有意義だったと思うのですが、誰もアンケートに回答してくれてい
なかったとこに驚きました。今後は、授業中に回答の時間を設けたいと思い
ます。

文献研究ｅ 横山　奈那

本授業で読んだ文献は、①語学力、②読解力、③現代アートの知識、これら
３点が揃わないと内容を理解することが難しいものでした。そのうえ、文献
の難易度が高く、また受講者には馴染みの薄い芸術作品を扱っていたため、
理解度がやや低い傾向にありました。授業では特に①②に重点を置き、③に
関しては画像や映像で作品を紹介しました。実物を鑑賞するとより文献の内
容理解が深まりますので、作品を鑑賞する機会を作ってみてください。

西洋近代美術史演習ｂ 六人部　昭典
アンケート結果を見ると、授業は全体的に順調に進んだと思う。学生一人ひ
とりの関心や作品の着眼点を膨らませて、卒論につなげたい。

思想史研究ａ 中村　友代

慣れないギリシア語の地名や人名が多く出てきて大変だったと思いますが、
熱心に授業を受けてくれた学生が多く、とても嬉しかったです。美学・美術
史を学ぶ中で、これからもギリシア神話に触れる機会は多々あると思います
ので、折に触れて授業を思い出して頂ければ幸いです。最後に、定期試験で
地図問題を出題しましたが、誤って細部が分かりづらい地図を出してしまい
ました。このため、今回はギリシア本土が正しく塗れていた場合は正解と致
しました。正しくはクレタ島も領土に含まれますので、これを機に覚えてお
いてください。

絵画実習ｃ 織田　涼子

墨絵の模写及び日本画制作の合計３課題について、実習授業内の取り組みを
見ていると6名とも完成まで粘り強く制作を進めていた。アンケートは実施
できなかったが、15週目の講評会で受講者全員と話した限りでは、それぞれ
が工夫を凝らして作品を仕上げ、初めての日本画制作に丁寧に取り組んだこ
とがわかった。だた、各自のペース配分に対する指導不足や欠席などの影響
で、制作時間が足りなくなってしまったことは残念である。制作進度に個人
差が出た際の指導方法については今後検討していきたい。

日本美術史演習ｂ 仲町　啓子
次回からはアンケートへの参加をさらに促して、より多くの学生さんからの
意見を聞きたいと思います。



［2018（後期）美学美術史学科］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

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。 

中国美術史特講ｂ 宮崎　法子

試験結果は、２年生と３，４年生で大きく差が出ました。２年生には、授業
内容が難しかったようです。全体に授業内容を減らして、考え方が身につく
ようにリアクションペーパーなどを増やしたいと思います。なお、アンケー
トへ回答者が少なかったので、今後、アンケートの時間を授業中に確保しま
す。

卒論ゼミｂ 児島　　薫

設問が卒論ゼミについてあてはまらないものもあって答えにくかったと思い
ます。みなさんのテーマがばらばらなので、どうしても個別指導が多くなっ
てしまうのですが、最後に発表の時間を作れてよかったと思っています。よ
くがんばってとても立派な卒論を書いてくれました。

卒論ゼミｂ 仲町　啓子 次回にはアンケートを出すようにもっとしっかりと促すことにします。

卒論ゼミｂ 織田　涼子

絵画ゼミの３名は、卒業制作と制作研究報告書の完成を目指し、意欲的に絵
画制作と文章作成に取り組んだ。制作では、前期の課題を克服して、理想の
絵を目指して卒業制作を楽しめるようになり、アクリル画や油彩画の完成作
品を学内で展示するため、全員で協力して「卒業制作展覧会ー追求ー」を成
功させたことは素晴らしかった。展覧会を通して学内外の来場者から幅広く
意見や感想をもらうことができ、自身の成果を実感できたのではないか。ま
た、制作の意図を端的に言葉で示すことは難しいが「卒論ゼミb」で制作中
の課題を検証し、時間をかけて文章にまとめることで、他者へ説明する力を
身につけられたのではないか。アンケートにも「文章を突き詰めて書いたこ
とは初めてだったが、構成の留意点が理解でき、読み手に伝わりやすい文章
の書き方を考えられるようになった。」という感想があり、絵画制作の研究
報告書作成を通して文章作成の力が徐々に得られたことがわかる。自分の行
動や考えを説明するために、伝え方を粘り強く考え、大学で4年間学んだ
「文章で伝える力」を発揮できたと思う。

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、「エクセルやワードが
苦手なので、前期に引き続きとても役に立ちました。」、「パソコンに慣れ
た。タイピングが確実に速くなった。」、「苦手なはずのパソコンがもっと
学んで得意になりたいと思えるようになった。」、「Power PointやWord、
Excelの便利な機能を知り、活用できるようになった。」、「前期からさら
にそれぞれの機能について理解が深まった。」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。



［2018（後期）美学美術史学科］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

仏教美術史入門ｂ 武笠　　朗
よりわかりやすい説明を心がけ、授業の双方向性を高めるべく工夫をしたい
と考えます。ただ、その前にまずは覚えてもらうことが多いので、皆さんに
は復習時間を増やして、理解を深める努力を求めたいと思います。

日本近代美術史演習ｂ 児島　　薫

双方向というより、もっと学生さんからアクティブな発言を期待したいの
で、人数が多いのでなかなか難しいのですが、グループ討議の時間などを
もっとゆっくり作ることができたらよかったと反省します。来年度はゼミに
進んで、一層活発に研究課題を自ら見つけて取り組んでほしいと思います。

絵画入門ｂ 織田　涼子

【アンケートについて】
19名中8名が回答。回答率が半分以下であるが、総合的な満足度が4.75、
「自分の成長が実感できた」は4.38と高く、自分の作品に対して満足感や達
成感が得られたことがわかる。授業の方法に関しては「説明のわかりやす
さ」や「双方向授業等の工夫」が4.62、「板書や配布資料のわかりやすさ」
が4.50と全体平均よりは高かった。
　制作後の感想には、「全体的に楽しかった」「仕掛け絵本の制作方法が理
解できた」意見があり、意欲的に制作に取り組んだ様子がうかがえる。 
【制作について】 
　前半の描写課題（石膏デッサン・静物着彩・友人のクロッキー）では、モ
チーフの構成や人物のポーズを考えて制作するなど、絵画入門aの経験を生
かして発展的に取り組むことができていた。陰影法を修得できた人も多く、
立体的に対象を捉える力が向上した。 
　後半の仕掛け絵本制作は、自由度の高い課題であるため、負担は大きい
が、テーマの設定や絵画材料への理解度が高く、モダンテクニックの技法を
駆使して表現方法にこだわる様子が素晴らしいと感じた。今年度は製本の仕
方を説明する時間が取れず申し訳なく思うが、各自が工夫して良い作品に仕
上がっていた。もし、今後製本をする機会があれば、表紙の厚紙とページを
張り合わせる際は、本を閉じた状態で糊付け位置を調整することが望ましい
ので、ぜひ挑戦して欲しい。
　その他、美術科教員免許の取得希望者は、絵画入門で習得した制作方法を
踏まえ、各自でモティーフを工夫し、継続的に素描などに取り組んで欲し
い。

西洋近代美術史入門ｂ 六人部　昭典
アンケート結果を見ると、授業は概ね順調に進められたといえる。ただ、
「授業スピード」の項目は改善が必要。受講者の大半が１年次生であること
を踏まえ、量の削減や、ノートのとりかたの指示等を考えたい。

卒論ゼミｂ 宮崎　法子
卒論それぞれ頑張りました。今後も、自信をもって、卒論執筆を通じて身に
つけたことを生かし、学び続けてください。ただ、授業評価アンケートの回
答をしてもらえなくて、残念でした。

西洋美術史演習ｂ 駒田　亜紀子

演習は、４年次のゼミ配属には必須となる科目ですが、西洋美術史以外のゼ
ミを希望する学生さんにも、それぞれに、応用可能な内容を含んでいます。
ここで学んだ調査の手法や課題探求の方法を、４年次の卒業論文作成に活か
してください。

美学演習ｂ 椎原　伸博

Q11-15が高得点であり、授業の成果がでていることは頼もしく思いました。
新年度は卒業論文を書き上げる年になりますので、気を引き締めて演習で学
んだ成果を糧として精進していく必要があります。
さて、今演習では、執拗に手書きにこだわりました。情報をネットで検索
し、カット＆ペーストしていくのは、合理的で効率もあがります。しかし、
その分情報を消化し切れていないのに、何か出来ているような気になってし
まいがちです。今回の演習で手書きにこだわったのは、そういった情報を手
で書くことで、身体化する、生々しい感覚を意識しながら、課題に取り込む
ことを目指しました。それは、芸術作品や美について考察する際に自分の
「感性」に意識的になることの訓練でもあったのです。「美学」という学問
が1750年にバウムガルテンによって成立したとき、それが感性の学であった
こと、そして、そういった問題意識の重要性が現在高まっていることを、意
識して卒業論文に取りかかりましょう。

日本美術史特講ｂ 仲町　啓子
今回の授業内容は、学部生にとってはやや難しすぎたかもしれません。それ
がアンケート結果にも反映されているようです。２、3年生に相応しい内容
になるように心がけます。

日本美術史入門ｂ 仲町　啓子
次回からは小レポート課題などによって、さらにきめ細かな指導を心がける
つもりです。
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入門演習 加藤　陽子

質問２の「週あたりの予習復習時間（レポート課題等含む）」に対し、ほぼ
毎週課題を出していたのにもかかわらず、「30分未満」、「なし」という解
答がそれぞれ35％、30％もあった。今後はもっと課題を出して継続的に学習
する習慣をつけられるよう促したい。

質問４「あなたはこの授業をどれくらいの割合で理解できましたか？」に対
して「時々理解できなかった」と答えた割合が20％（４人）あった。理解度
を上げるよう、説明や配布資料の内容、教える順番や重要項目を反復する回
数などを工夫したい。


質問６「各回の授業の進むスピードは適切でしたか」について、「どちらか
といえばあてはまらない」と答えた割合が20％（４人）いた。速くて不適切
なのか、遅くて不適切なのかはこの結果からは不明であるが、リアクション
ペーパーなどで進度についても確認しつつ授業を進めていきたい。

教員独自質問において尋ねた「教科書が役立ったか」という問いには、約７
割の学生が好意的な回答を示していた。別クラスの反応も含めて検討した
い。また、提出課題を修正する方法については、全ての回答者が何らかの形
で教師の修正が入ることを望んでいた。これを踏まえて今後の修正のあり方
を検討したい。

卒論ゼミｂ 武笠　　朗
今回は結局履修者が2名となり、かつ学生の履修態度が良好だったため、か
なり充実した双方向授業になったかと思います。次年度は大人数となります
が、その際どこまで双方向性を維持できるかが課題となります。

日本近代美術史特講ｂ 児島　　薫

今期の授業はテーマを設定して皆さんに考えてもらいたい内容でした。した
がって明確な正解があるものでもなく、日本の近代の複雑な状況を知っても
らい、同時代の一見似たような主題の作品でも異なる立場で描かれていたこ
とを考えてもらうことが大事でした。その意味でやや難しい内容で、達成感
が薄かったかもしれません。大教室の大人数授業なので双方向のやりとりが
難しいのですが、もう少しディスカッションできるように考えていきたいと
思います。

卒論ゼミｂ 椎原　伸博

三名の解答しかありませんでしたが、皆さん自分の成長を確認できていまし
た。卒業論文を作成する長丁場、しっかりとプランをたてて、自分の書きた
いことをまとめ上げたことは、社会人になっても基礎的な力となっていると
思います。卒業論文を書き上げたことを誇りに思ってください。その自信を
胸にして今後の人生を切り開いていってください。

西洋美術史入門ｂ 駒田　亜紀子

西洋美術史入門ｂは、入門aに比べて、皆さんにもなじみのある作家や作品
が多く、とりくみやすかったと思います。ここで学んだ基礎的な内容を、今
後の授業での応用や美術館の自主的な見学などに結び付けて言ってほしいと
思います。

日本近代美術史入門ｂ 児島　　薫

初めて見る作品が多かったと思います。興味を持ってもらえるように努力し
ましたが、実作品を見るのが一番の近道です。一度宿題に出しましたがまた
自分で東京国立近代美術館にキャンパスメンバーズを利用して行ってくださ
い。「ぐるっとぱす」もどんどん活用してください。大教室なので双方向授
業についてはもう少し改善の余地がありました。
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【アンケートについて】20名中11名が回答。「双方向授業等の工夫」と「板
書や配布資料のわかりやすさ」は4.27と全体より高く、「自分の成長が実感
できた」は3.91と当該区分の平均よりは高い傾向である。授業の進行に関す
る満足度や予習復習の取り組みに関しては回答が分かれ、制作時間の適切さ
については例年よりも意見が割れた。ただ、制作時間の適切さについては
様々な意見があり、制作時間の工夫が求められた。実際に材料を使う実習は
時間がかかり、教職に必要な知識やを習得するためには準備や片付けを含め
た時間が重要であるが、90分間の実習では負担が大きいようであった。今後
は課題の効果的な提示方法を見直し、授業全体のバランスを検討していきた
い。
　制作後の感想には「様々な作品作りを通して、今まで知らなかった技法や
作り方が理解できた」や「課題をこなしていく中で、デッサンなど準備の仕
方の基礎が身についた。」「デッサンを描く力が身についた。」という意見
があり、意欲的に制作に取り組む姿勢が素晴らしく、絵画制作に関する基礎
的な理解を深めたことがうかがえる。

【制作について】

　前半の描写課題（石膏デッサン・静物着彩・友人のクロッキー）では、モ
チーフの構成や人物のポーズを考えて制作するなど、絵画入門aの経験を生
かして発展的に取り組むことができていた。陰影法を修得できた人も多く、
立体的に対象を捉える力が向上した。

　後半の仕掛け絵本制作は、自由度の高い課題であるため、負担は大きい
が、「絵本作成が楽しかった。」という意見もあり、個性豊かな作品が多く
生まれ、達成感が強かったのではないかと思う。特に絵画材料への関心や技
術が高く、絵本のページを繊細な描写で仕上げる様子が素晴らしいと感じ
た。今年度は製本の仕方を説明する時間が取れず申し訳なく思うが、各自が
工夫して良い作品に仕上がっていた。もし、今後製本をする機会があれば、
表紙の厚紙とページを張り合わせる際は、本を閉じた状態で糊付け位置を調
整することが望ましいので、ぜひ挑戦して欲しい。その他、美術科教員免許
の取得希望者は、絵画入門で習得した制作方法を踏まえ、各自でモティーフ
を工夫し、継続的に素描などに取り組んで欲しい。

美学入門ｂ 椎原　伸博

美学入門aの皆さんの理解度は低かったのですが、少しずつ改善できていま
した。レジュメの配布をわざと一週遅らせるのは、自分でノートをとること
を実践して欲しいからですが、なかなか浸透できていなかったようです。
さて、後期の授業は学会、研修旅行、私の手術と休講を三回もせざるを得な
かったので、皆さんにご迷惑をおかけしたことをお詫びします。そのため、
補講を試験直前に三回連続で行わざるを得なかったことも申し訳なく思って
おります。その反面、集中的に試験前に復習が出来て、それが試験の成績に
反映していたかもしれません。どちらにせよ、難しい哲学的問題を理解する
のは大変だったでしょう。後期は、前期にあまり活用できなかった教科書
を、グループ学習を行うことで、活用することができました。授業アンケー
トにも、カントやヘーゲルについて理解を深めることが出来たとありました
が、それはグループ学習の成果が大きかったのかもしれません。一方、この
グループ学習の際に、前提条件となる宿題を忘れている学生も少なからずい
ました。事前学修の習慣をもっとつけて、2年生からの特講に臨んでくださ
い。

中国美術史入門ｂ 宮崎　法子

期末試験の結果は、平均点80.7点で、中央値は、86点、つまり半数が86点以
上だったことになります。90点以上の学生さんがとても多く、満点も何人も
いました。準備さえすれば、易しい試験問題だったと思います。残念なが
ら、おまけしても、合格点に達しない学生さんもいました。授業内容は年々
少なくしていますが、時代の特徴を作品を通じて把握できたと感じられるよ
うにするには、もっと内容を減らした方がいいのか、考えてみたいと思いま
す。

織田　涼子絵画入門ｂ
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