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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）食生活科学科 食物科学専攻］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

ライフステージ栄養学ａ 於保　祐子
ライフステージごとの身体の特徴と栄養について概説しました。要点をまと
められるようにしました。プリント等は来年度以降も改善して、わかりやす
い授業を心がけたいと思います。

公衆栄養学実習ａ 森川　希

履修者の学習状況、授業内容・方法等は、管理栄養士専攻専門科目区分内で
平均的な得点でした。
蓄尿による食塩摂取量の測定や、食事調査、地域の健康増進計画の調査な
ど、実践的な内容については好評価でした。
昨年までの実習で、質問紙調査の結果をまとめる作業時間が足りなかった反
省をふまえ、今年度は時間数を増やし、集計やグラフ作成の手順をひとつひ
とつ確認してからの各自作業という流れに変更しました。それもあってか、
学生の皆さんのレポートの質はかなり上昇したと感じます。今後も実践的な
授業をめざして改善を重ねていきたいと思います。
アンケート結果の集計は時間が足りなかった様子でしたので、次年度は作業
時間を見直す予定です。

生化学実験 中村　彰男

「生化学実験」は内容が難しかったと思います。実習と実験の違いは基本的
に実験は解説を行いません。安全に自分達で納得がいくまで与えられたテー
マを行うだけです。結果もまちまちだと思います。「実習」は必ず手順通り
に行えば出来ます。「調理実習」がそうだと思います。カレーライスのプロ
トコールを与えられて、ビーフシチューができたら怒られるでしょ！だから
「調理実験」とはいわないと思います！でも実験はどのような結果になるか
は、やってみないとわからないんです。だから本当は各自が納得がいくまで
繰り返しできる実験時間が必要です。でも、限られた時間での実験でしたの
で、皆さんには納得がいくまでできなかった部分もたくさんあったと思いま
す。また、私は皆さんに興味を持って楽しんで学べる様に努力したつもりで
すが、それが十分に伝わらなかったかも知れません。その為、多くの反省点
が私にはあります。来年度からは３時間続きに変更されます。今後はこのア
ンケートをもとに実験の組みかてかたを再検討し改善して行きたいと考えて
います。

バイオテクノロジー概論 阿尻　貞三
電気泳動デモの結果が良くなかったのは反省してます。ゲルの調整に問題が
あったと思ってます。次回改良します。

健康管理論 佐々木　渓円

予習・復習時間が少ない人が多いですが、授業内で実施したグループ課題に
は多くの人が積極的に取り組んでいました。社会医学系科目の導入として
は、健康課題について考えることに慣れてもらえれば良いと思います。新年
度から公衆衛生学で深く学びますので、健康管理論の復習をしてから臨むと
良いと思います。

臨床栄養学実習ａ 松島　照彦,佐々木　渓円
知識と実際を繋げて実感できるようになって良かったです。資料がわかりに
くいところがあった様で、改善します。

食品学実験ｂ 杉山　靖正
アンケートより総合的に判断してこの授業に満足したことが窺えます。今
後、履修者が増えることを期待するとともに、多くの学生に当該分野の魅力
を伝えていきたいと思います。

食事摂取基準論 長谷川　めぐみ 栄養士としてのスキルを身につけることに留意して講義をすすめます。

公衆栄養学ａ 森川　希

履修者の学習状況、授業内容・方法等は、管理栄養士専攻専門科目区分内で
平均的な得点でした。「この授業をどれくらいの割合で理解できましたか」
の問いに対しては90%以上が「まあまあ理解できた」「ほぼ理解できた」と
回答されていました。今後は「充分に理解できた」と回答できる人を増やす
ことを目指したいと思います。
授業の理解度を上げるためには、授業の予習復習も重要になります。
今年度は、1時間以上予習・復習を行う人が例年より多かった一方で、予
習・復習「なし」の回答も見受けられ、個人差が大きい傾向にありました。
授業は、教科書をある程度読んできている前提で進めています。教科書を予
め読み込んでおくことで、教員が説明している内容が教科書と同じ内容なの
か、付加的な情報なのかといったことがすぐにわかります。その中から、必
要な情報を判断して効率的にノートに取っていければ、余裕をもって説明を
聞くことができ、より理解が深まると思います。ぜひ予習の時間を確保しま
しょう。

臨床医学概論 松島　照彦

授業は少し難しかったかもしれませんが体と疾患が分かって貰えたようで
す。早かったようなのでもう少しゆっくりするようにします。宿題は時間が
掛かったけれど役に立ったという声が多くて良かったです。他の科目も授業
が終わったら過去問を解いておきましょう。



［2018（後期）食生活科学科 食物科学専攻］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

栄養疫学実習 森川　希

毎年、「難しい内容だった」との感想コメントを多くいただく科目です。今
年度も同様でしたが、質問項目「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」と回答した人の割合は10%で、
毎年減ってきています。
疫学指標の計算は、手順そのものよりも指標の意味を理解することが最終目
標です。全員がもれなく理解できる授業を目指して、今後も課題や配布資料
の内容をバージョンアップしていきたいと思います。。

基礎調理１ 佐藤　幸子

基礎調理１は、基本的な食事づくりのための基礎技術の習得です。自分自身
が成長できたとほぼ全員が回答していることは、日常生活において食事作り
を意識できたと授業の習熟度が高いと感じます。これからは「継続は力な
り」というように、日々の生活の中で、自分の食事作りを進めてください。
期待しています。

食品加工学ｂ 秋田　修

回答率が約57％と低いものの、ほぼ全ての評価項目において平均と同程度か
やや高い評価であったので、本授業に対する受講者の満足度はまずまずで
あったと判断しました。回答のなかった学生は講義への不満は特になかった
ものと理解します。毎回、講義内容に関連する国試問題を練習問題として出
題しmanabaに解答とその解説を掲載したことにより、他の科目でのmanaba利
用率より高い結果となっています。練習問題で構成された成績評価試験では
平均点が75点とやや物足りない結果でした。国試での「食べ物と健康」分野
の得点が低いようですので、今後もわかりやすい授業となるよう努めます。

特別講義ｂ
井部　明広,澤山　茂,
杉山　靖正

国家試験の問題集を主に授業を進めたため、自覚のある人とない人の差が出
ました。自分のためであることをよく理解してください。

健康管理論 佐々木　渓円

予習・復習時間が少ない人が多いですが、授業内で実施したグループ課題に
は多くの人が積極的に取り組んでいました。社会医学系科目の導入として
は、健康課題について考えることに慣れてもらえれば良いと思います。新年
度から公衆衛生学で深く学びますので、健康管理論の復習をしてから臨むと
良いと思います。

食品分析学 杉山　靖正
予習復習をしている学生が少ないとのことですので、今後は積極的に授業外
学習に取り組む課題を課す工夫をしたいと思います。

特別講義ｄ 森川　希,佐々木　渓円

皆さん、15回とても熱心に勉強していました。いただいたコメントを参考に
して、来年度もより分かりやすい授業、勉強したくなる授業運営をします。
皆さんは、4年間の学生生活が終わりますね。一生懸命仕事をするのも大切
ですが、身体的・精神的・社会的に健康であるためには仕事だけではなく、
適度な休息や友人達との交流も大切ということを学んだと思います。国試を
合格するためではなく、自分や周囲の人の生活のために、半年間で復習した
内容を活かしてください（佐々木渓円）

生化学ｂ 中村　彰男

生化学ｂは「生化学a」「基礎栄養学」をベースに更に分子メカニズムにま
で踏み込んで解説しました。講義の冒頭にも話しをしましたが、覚える科目
ではなく理解する科目として分かり易く講義する事に努めました。分子メカ
ニズムに関しては理解を通じて、４年生の国試対策に役立てると信じていま
す。皆さんが試験を頑張ってくれたので、一人の脱落者もなく平均点もかな
り高得点でした。４年生になったときにもう一度、総合演習aで国試対策と
してやり直しましょう。１年間、難しい「生化学」を頑張って履修し、お疲
れさまでした。

臨床栄養管理学各論 髙橋　加代子

この授業は、具体的な病態に踏み込んだ内容になり、前期の臨床栄養学総論
の授業を理解した前提で進行していきます。授業の中で、何度も前期に戻し
ながら説明していますが、反応が薄い時が多く、再度繰り返してはいます
が、「この授業における週あたりの予習復習（レポート課題等含む）はどれ
くらいか」の質問に１３人もの学生が「まったくあてはまらない」との回答
でした。
　国家資格である管理栄養士の知識として必須であり、その必要性を含めて
理解できるように授業を改善していきたいと思います。

生化学ｂ 中村　彰男

生化学ｂは「生化学a」「基礎栄養学」をベースに更に分子メカニズムにま
で踏み込んで解説しました。講義の冒頭にも話しをしましたが、覚える科目
ではなく理解する科目として分かり易く講義する事に努めました。分子メカ
ニズムに関しては理解を通じて、４年生の国試対策に役立てると信じていま
す。皆さんが試験を頑張ってくれたので、一人の脱落者もなく平均点もかな
り高得点でした。４年生になったときにもう一度、総合演習aで国試対策と
してやり直しましょう。１年間、難しい「生化学」を頑張って履修し、お疲
れさまでした。

食品学実験ａ 奈良　一寛
実験を通して、さらに専門性を活かす学びをしたいという意欲がみられるよ
うな内容に充実させていきたい。



［2018（後期）食生活科学科 食物科学専攻］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

栄養教育総論 辛島　順子

「栄養教育総論」では、実際に栄養教育を行うさまざまな場や栄養教育を行
うための基礎的な知識や態度、スキルについて学びました。
2年次からの専門科目でさらに具体的な内容を学ぶ際に、この科目で学んだ
内容を思い出し、より深い学びにつなげてください。
配布資料やパワーポイントについては、科目の特性上文字数が多くなります
が、見やすさに配慮して改善していきます。

道徳教育指導論（栄養） 山田　佳子

栄養士や栄養教諭などを目指す皆さんに、学校教育で食育は重要な教育活動
であることを実感してほしいと思い講義をしました。また、道徳の授業の進
め方、特別活動等の他に時間での進め方等が理解できるように努めました。
不十分な面もあったかと反省していますが、今後の実習や進路先で生かして
もらえれば嬉しいです。皆さんの真面目で、創造的な態度に感心しました。
私も反省を生かし、講義内容の工夫をしていきます。

栄養教育論実習ｂ 辛島　順子

実習では、2年次に学修したライフステージに応じた栄養教育について、実
際の栄養教育の場面における計画立案や教育の実施・展開をグループワーク
を通して学びました。
アンケートの得点から、今後も実習の内容は継続していきたいと考えていま
す。また、グループワークやプレゼンテーションを通して、学ぶ機会が多く
あるというコメントがありましたので、これらの学びをより深めることがで
きるように工夫をしていきます。

栄養教育各論ｂ 辛島　順子

「栄養教育各論b」では、ライフステージ別の栄養教育を中心に学びまし
た。 
3年次の「栄養教育論実習ｂ」においては、「栄養教育各論ｂ」で学んだ内
容を中心に実習を行います。これらの学びを総合して、病院や保健所で実施
する臨地実習でさらに理解を深めていきます。 
科目の特性上、講義で使用する1枚当たりのスライドの文字数が多くなりま
すが、内容を再度検討し、改善していきます。

臨床栄養学ｂ 松島　照彦

皆さんが管理栄養士になったときに必要なことをいろいろ伝えようと思う
と、内容が多くなってしまったようです。少し絞っていきたいと思います。
宿題は多いですが「勉強になって良かった」という声があるので,頑張って
やっていきましょう。記述はヤマを出しているのですから、丸暗記では役に
立たないので、正解を覚えるのでは無く、自分でまとめていくことが大切で
す。

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。
また、授業を進めるに当たり、教員が「ねらい」として意図した点を的確に
とらえた上での意見があり、意欲的な姿勢が見られたことを実感している。

以上の受講生の姿勢を踏まえた上で、学生からはPC操作上の「作業時間の充
実」や「Excelについてはもう少し説明なども欲しかった」との意見もあ
り、内容的な充実や学生自身の活動から学びに広げる工夫が、今後の課題と
考えている。

最後に過去の学生の課題の好例や他の学生の課題作品などを紹介したことに
ついては、自身の振り返りに生かしている受講生が多かった為、この点は今
後も継続していきたいと考えている。

特別講義ｃ 辛島　順子

特別講義Cでは、これまでの4年間で学んだ内容のうち、栄養食事指導や栄養
管理、栄養教育についてを重点的に学修する内容としました。これらは、今
後社会で管理栄養士として活動する上で、職域に関わらず、重要な内容とな
ります。
アンケートの得点は、同様の科目と比較して平均以上となっているため、今
後も授業の内容は継続するとともに、「課題や小テストにより、勉強時間の
確保や勉強する習慣につながった。」という意見があったため、この点はさ
らに工夫してよりよいものを目指していきたいと考えています。



［2018（後期）食生活科学科 食物科学専攻］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、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38～49％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
ト制度は、とてもよかった』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。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。 
　授業の進むスピードについて、自由記入欄に『やや遅く感じた』『遅かっ
た』『遅いと思う時もあった』との意見が3件ありました。パソコンスキル
の高い人は、遅く感じたのだと思います。次年度から、パソコンスキルに合
わせた課題（授業内）の提供を検討します。

　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。

公衆衛生学ｂ 佐々木　渓円

皆さんが入力してくれた個別コメントも参考にして、より理解しやすい授業
運営をしていきます。復習時間が少ない人が多かったですが、2年生は実験
実習のレポートが多く、優先順位をつけた結果だと思います。前期よりも少
し難しくした定期試験も、全員が合格基準をクリアする知識をつけていま
す。今年度からは、最低限の復習ができるボリュームの教科書にしましたの
で、3年生で履修する関連科目のときに復習をしてみましょう。

食品衛生学実験 井部　明広
実験の意味を理解し考えてくれた人と、そうでない人がいることをレポート
を見ると分かります。考えて知ることは何事にも通用することです。

食品衛生学ｂ 井部　明広
管理栄養士にとっても食品衛生は大事な授業です。ヒトの命を預かるという
意識を持ってもらえれば、もっと興味がわいたと思います。

食品学ａ 奈良　一寛
授業の理解度を向上させるためにも、予習の課題設定について検討していき
たい。  

特別講義ａ 於保　祐子,中村　彰男
人体の構造と機能その働きについて、苦手なところを中心に要点を絞って講
義しました。4年間のまとめとして実力アップに役立つことを祈念します。

児童・生徒栄養教育論（２） 白尾　美佳
3年次の最初に比べて教材作成、指導案もかけるようになったかと思いま
す。栄養教育実習にむけて頑張りましょう。
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