
 
  

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）生活環境学科］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

色彩設計演習ａ 槙　　　究

全体的には、全科目の平均評定値に近い値の回答でした。
その中で、説明の分かりやすさが、若干低めでした。
次年度は、わかりにくい所を報告するシステム作り、解説メモの参照、予
習・復習の在り方などについて考え、この項目の改善を目指します。

住居デザイン論 橘　弘志

授業に対する評価は、全体の平均とほぼ同等という結果となった。スライド
等は用いていないため、全体に板書が多くなり、進みが早いと感じる学生も
いたようである。なるべく体感しながら理解する内容を多くしているが、知
識を学ぶだけでなく、それらを応用して自分でも住居を考えていくようなプ
ロセスも含めていきたい。

生活環境学セミナー 高田　典夫

この授業で身につけて欲しかったこと・・・
・本を読むことを習慣化する
・知らないことを知りたいと思う好奇心
・幅広い人的ネットワーク
・締切の意味
・人を使うこと、人に使われること
さて、どの程度身についたかな？

情報アメニティ論 尾崎　博和
本授業の狙いは、人間の環境適応を中心により快適で安全な生活をデザイ
ン・創造する術を考究していくことです。
より役に立つ、古くて新しい話題を提供していきます。

テキスタイル管理実験 牛腸　ヒロミ
全体に問題のない回答が得られていますが、アンケートの回収率が33％と低
いので、全体がそう思っているのかが疑問です。今後は回収率をあげて、皆
さんが感じていることを理解したいと思います。

消費科学 大川　知子

アンケートのご協力、ありがとうございました。

早いもので、いよいよ、最終学年の授業でしたが、流石に4年生。試験が無
い代わりに課題も多かったですが、みなさん、主体的に学んで頂いたので、
こちらも進め易かったです。

社会性の強い内容もありましたが、卒業後、どの道に進まれても、一生活者
として重要になって来るテーマだと思います。是非、社会のいろいろなこと
に関心の目を向けて、成長を続けて下さい。

生活環境学演習 川上　梅
授業内容が3年次からの研究室配属に関わる内容ですので、全員出席状況が
良好で、真剣に授業に参加していました。毎回レポートを提出することで、
情報を整理し、まとめる力も身に付いたことと思います。

生活環境学演習 牛腸　ヒロミ
可もなく不可もないアンケート結果でした。/当該分野に興味を持つ学生が
少なかったのが残念です。

生活環境学セミナー 牛腸　ヒロミ
回答率が30％強と低く、勉強を十分にしている人が回答しているので、良好
な評価が得られている。残り70％の受講者の反応が知りたい。回答率をあげ
るように努力をすべきか。

デザイン基礎演習ｂ 高田　典夫

受講人数が多い演習のため、個別の指導が行き渡らないこともあるかもしれ
ませんが、わからないことなどがあったら、積極的に質問等をしてくださ
い。人に教えると、より理解を深めることもありますので、早く終わった人
は、友人にアドバイスしてあげるのもいいかもしれません。

住環境・設備学 川西　縫衣子

本授業の狙いは、環境設備学の知見を深め2級建築士の問題に回答できる知
識を身つけることでした。授業では、初めて聞く専門用語や数式などがたく
さん出てきて大変だったと思いますが、アンケート結果やテストの点数から
分析すると理解度は良好で本授業の目標は概ね達成できていると感じます。
お伝えしたい内容が多かったために授業の進みが早くなりがちだった部分が
あったと思います。今後は内容を精査してもう少し説明に時間をかけていき
たいと思います。

生活環境学セミナー 佐藤　健

3年次のゼミは、前期は、他大学との合同ゼミ合宿での発表に向けた実験
データ整理と後期は、国際学会に挑戦する学生さんの実験計画の調整を行い
ました。個々の課題ではありませんが、共同して作業をするにはコミュニ
ケーション能力が必要であることが理解できればと思います。

基礎造形演習 塚原　　肇
本年度から開講した授業です。
これから内容を充実させたいので、
意見や感想をください。



［2018（後期）生活環境学科］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

デザインワークショップ 高田　典夫

この授業でやったことは、即効性のあるものではありませんが、何年か経っ
て、仕事をするようになったときに改めて復習をすると、その効果が出てく
るのではないかと思います。回答数が少なくて、残念ですが、提出物をみる
と、よく理解してくれていると思います。

繊維高分子材料学 加藤木　秀章
生活環境で多くの製品に高分子材料が使われています．実際の製品にふれて
みると，繊維高分子材料の特性についてより理解できると思います．

生活環境学演習 塚原　　肇
プロダクトデザインの世界を理解できましたか。
とっても重要で面白い世界です。
多くの学生が興味を持ってくれることを望みます。

教育課程論 清田　夏代
　アンケート結果については，渋谷で開講している同じ授業２科目と比べて
低めの評価となっていたため，履修生の学科等に鑑みて授業運営の方法を改
善していきたいと考える。

生活環境学セミナー 加藤木　秀章
授業時，疑問に思ったことやわからないことについて積極的に質問等する
と，理解しやすくなります．

生活環境学セミナー 槙　　　究
全般的に高い評価でしたが、自分達でプロジェクトを定め、積極的に取り組
んだ結果だと思います。

生活環境学演習 高田　典夫

授業時間中の反応からも感じましたが、熱心に関心を持って授業に臨んでく
れた学生が多かったと思います。自分のことをどのように表現するか、とい
うのは、ある意味、生き方の問題と言ってもいいかもしれません。これを
きっかけに、たくましく自分を表現する術を身につけてください。

アパレル生産 大川　知子

アンケートは、多くの方たちからの声を聞くことが出来、ご協力、ありがと
うございました。

今年のみなさんは、総じて大変熱心に取り組んで頂き、こちらも嬉しかった
です。今回を期に、アパレル分野を志望していない方たちも、3年次以降、
何か受講してみて下さい。

デザイン基礎演習ｂ 高田　典夫

受講人数が多い演習のため、個別の指導が行き渡らないこともあるかもしれ
ませんが、わからないことなどがあったら、積極的に質問等をしてくださ
い。人に教えると、より理解を深めることもありますので、早く終わった人
は、友人にアドバイスしてあげるのもいいかもしれません。

テキスタイル材料学 加藤木　秀章
日々の予習・復習が必要になります．授業を欠席した場合，重要な箇所につ
いてわかりにくいことがあります．授業後，質問等に来てください．

建築構造 橘　弘志

建築構造は毎回の授業の積み重ねになるため、基本的に復習をきっちりと行
うことで理解ができるような組み立てとしている。各回授業の冒頭に行う再
テストで復習の確認を行っているが、及第点に達しない場合には、再度該当
箇所の復習を行ってから再テストに臨むような形にした。授業後まで時間が
延びることになるが、分からないときはどんどん質問を受け付けていたの
で、そこで少しずつ理解が進んでくれることを期待した。



［2018（後期）生活環境学科］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

まず、レポート課題提出結果についてコメントします。 
① 皆さんが課題対象とした生活空間の割合は、個人生活空間49%、共同生活
空間27%、１R住居17%、生理衛生空間7%、住居全体0%で、昨年とほぼ同じ順
位でした。自分がコーディネーター兼クライアントになれる自室（個人生活
空間）を対象にした人が多いようです。他者の立場になって考えなければな
らない「共同生活空間」を対象にする人が増えて欲しいと願っています。 
② インテリアコーディネートの分析考察項目は、課題要項では２項目以上
でしたが、全項目を実践すると「より望ましいインテリアコーディネート」
になるはずなので、今後に役立ててください。今年度の割合は、家具33%、
照明27%、寝装寝具16%、ウィンドートリートメント6%、住宅設備機器8%、内
装材5%、建具2%、インテリアオーナメント2%、キッチン用品1%、造作部品0%
でした。照明を項目にした人が、普通の人と同じように「見栄え」や「価
格」で判断し、講義した「色温度種別」や「明るさ（lm：ルーメン）」や
「消費電力(W)」等の客観的視点での比較考察が欠けている人が多かったの
で注意してください。 
③ レポートのみでの評価は、A＋評価2%、A評価8%、B評価41%、C評価17%、D
評価23%、未提出11%という結果でした。A評価とC評価が減り、B評価が増え
ています。また、未提出が増えているのが気になります。 


アンケート結果について、次のようにコメントします。

①「成長の実感の記述」と「自由記述」に10点のコメントがありました。ほ
とんど好評価のコメントでしたが、１点だけ「仕上表の書き方の模範解答が
欲しかった」とのコメントがありました。ワークシート12の右下に記載して
おいたのですが、「厚みや下地も記載する。巾木は高さも記載する」点に注
意してください。

②「あなた自身について」の項目で「予習復習時間」が、当該区分平均や全
体平均より多く、昨年より多くなっていて良い傾向ですが、まだ1時間未満
なので、ワークシート等での積極的取組みを期待します。

③「この授業の内容と方法について」の各項目は、ほとんど当該区分平均や
全体平均より良く、且つ昨年より良くなっているので、改善の必要は無いと
考えます。

④「全体について」の「総合満足度」は、当該区分平均や全体平均より高
く、且つ昨年より高くなっていて良かったのですが、「成長実感度」が当該
区分平均や全体平均より僅かに低く、昨年より低くなっているのが気になり
ます。昨年までは高かったので、何が原因なのか考えてみます。

生理学 山崎　和彦

試験問題は、従来は記述式であったが、今回は穴埋め式とした。設問そのも
のも容易であり、成績「＋A」が大量に生じて困るかもと予想したが、実際
はその逆であった。だいたい３割ほどの学生が理解不能のようである。しか
しレベルを下げると、上位群が「これでは大学教育とはいえない」といった
不満を抱くだろう。どうしたものか。

生活環境学演習 加藤木　秀章
生活環境の「衣」「モノ」「住」の重要性について理解すると，他の授業内
容もわかりやすくなると思います．

色彩設計演習ｂ 槙　　　究

全体的な学びの意欲等の評価は平均より高め、分かりやすさ等は低めという
結果でした。
解説メモの充実も考えますが、コンピューターを使用して演習を進めていく
ので、そこへの慣れが必要ということと思うので、時間外での利用などもで
きる体制づくりも考えてみます。

ＩＣＴ基礎演習 佐藤　健
いくつかの専門的なデバイスで演習をしました。もっと時間をかけて望めば
もっと成果は高かったと思います。

人間工学 佐藤　健
生活環境学科の専門科目の中で比較的自由度が効くので、小テストをたくさ
ん行いました。日頃から不安全な行動を取らない行動が成績にも影響してき
ました。

生活環境学セミナー 川上　梅
授業中に授業評価を実施しなかったため、回答者１名（11.1％）であること
を反省している。

生理人類学実験 山崎　和彦
実験には参加し、レポートは提出しない、あるいは提出が遅れるといった状
況が続いた。こうした傾向は年々強くなっている。明らかに学生気質が変わ
りつつある。理由を知りたい。対策を知りたい。

山口　照也インテリアコーディネート論



［2018（後期）生活環境学科］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

マーケティング論 大川　知子

アンケートのご協力、ありがとうございました。

1名の方からは、説明や板書に「あまり満足していない」とのコメントがあ
り、出来る限りの工夫をしては来ましたが、今後、改善します。

冬場の朝早い授業で大変だったと思いますが、就職活動も始まるタイミング
ですので、今回を期に、生活のリズムも付けられると良いですね。

マーケティングは、今後の人生のあらゆる場面において役立つと期待してい
ます。良き学びを続けて下さい。

消費生活学 杉本　公枝

学生の８割以上が、シラバスの内容や到達目標と一致しているとの肯定的な
評価で、自由回答にも、「消費者の持つ様々な権利などの知識が増えた」
「消費者として日ごろから問題点に目を向けておこうと感じた」等記載がみ
られました。しかし、授業の説明やパワーポイント、配布資料に対する評価
が全体平均及び当課平均を下回っていました。今後は双方向授業を心掛け、
学生の理解度を高めるために資料を工夫したいと思っています。

アパレルデザイン実習ａ 川上　梅

「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の平均値は4.75である
が、説明のわかりやすさに関する「説明はわかりやすかったですか？」は
4.38、「板書やパワーポイント、配布資料はわかりやすかったですか？」は
4.25と下がるため、より分かりやすい授業を工夫したい。

建築デザイン論 高田　典夫

毎回のレポート、ご苦労様でした。一言で「建築デザイン」と言ってもいろ
いろな視点があることが理解できたと思います。また、あまり関心がなかっ
た分野を知ることができて、新たな興味が沸いたかもしれません。これを
きっかけに、芋づる式に好奇心を逞しく知識を増やしてくれることを望みま
す。

生活環境学セミナー 山崎　和彦

ゼミ生全員が揃ったことは年間通じて３度ほどか。ゼミ生歓迎登山に誰も参
加せず、体育祭に参加せず、ゼミ合宿も成立せず、クリスマス会もなし、新
年会への欠席者多数。我がゼミ始まって以来の最も低調な１年であった。そ
うなると４年次の卒業研究活動も低調となるのだろうか。何とも恐ろしい。

生活環境科学 牛腸　ヒロミ

3年生、4年生が受講しているためか、3回以上の欠席が40％弱と多いのが気
にかかる。90％以上がまあまあ理解できたようだったので安心した。この授
業を通して成長が実感できたり、この科目をさらに専門的に学びたい、総合
的に判断してこの授業に満足した人が90～100％を示しているのが、嬉し
かった。今後もよりよい授業を目指して努力したい。

マルチメディアデザイン演習 山崎　和彦

①全員にクリアファイルを渡し、自身の作品をこれに格納し大切に扱うべし
と告げたが、これを実行した者は半数ほどである。残念であった。②事前に
幾度も予告しておいた筈の、静止画（組写真）、および動画の提出を行わな
い学生がいた。その理由は「忙しかったから」。いろいろ残念であった。

ファッション企画論 川上　梅

「総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の平均は4.10と決して高
くないが、この原因として、「説明はわかりやすかったですか？」（平均
3.50）の評価の低さが考えられる。次年度は簡潔な内容の授業を行うように
心がけたいと思う。

生活環境基礎ｃ 牛腸　ヒロミ
予習復習時間が1時間未満で、理解度もあまりよくないので、次回から、も
う少し課題を多くして勉強時間を増やすようにします。

生活環境学演習 山崎　和彦
我がゼミの特徴がお分かりいただけたものと思う。３年になると専門性が深
まるが、遊ぶ分は共通ゆえ、お茶など飲みにいらっしゃるがよい。

生活環境学演習 佐藤　健
3年次のゼミ内容よりもコンピテンシーやジェネリックスキルについて理解
が増えればいいかと思います。

生活環境学セミナー 塚原　　肇
前期は椅子作り、後期はロゴのデザインでした。
2019年度の卒業制作に応用してください。



［2018（後期）生活環境学科］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

ファッションビジネスの世界 大川　知子

アンケートのご協力、ありがとうございました。

「あまり満足していない」以下の項目にコメントはありませんでしたが、
「どちらとも言えない」に数名の声のあった板書等は、今後、更に改善しま
す。

受講生が例年よりも多く、また、縦長の教室で受講しづらい面もあったかも
しれませんが、みなさん、熱心に取り組んで頂きました。

今回を期に、ファッション分野にあまり興味が無かった方たちも、来年度、
更に新しい分野も受講してみて下さい。

色彩学 槙　　　究

分かりやすさ等、平均評定値を下回ったので、改善方法について考えてみま
す。
なお、色彩研究の成果をベースに解説し、演習を入れていますが、もう少
し、自分達で対象を捉えることが可能な演習を取り入れることも考えてみた
いと思います。

アパレルデザイン実習ａ 川上　梅

総合的に判断してこの授業に満足しましたか？」の平均値は4.57（別クラス
4.75）であるが、同じ授業内容の別の少人数クラスと比較すると、回答率
（別クラス88.9％に対して36.8％）を始めとして、説明のわかりやすさに関
する評価が大きく低下する。「説明はわかりやすかったですか？」は
3.86(別クラス4.38)、「板書やパワーポイント、配布資料はわかりやすかっ
たですか？」は3.71(別クラス4.25)である。より分かりやすい授業の工夫と
共に、人数が多い場合には、特に理解度の個人差が大きくなることに配慮し
た授業を心がけたい。

プロダクトデザイン演習 塚原　　肇

授業の内容は理解できましたか。
今後のプロダクトデザインの基礎となる演習ですから
しっかりと理解してください。
分からないことや疑問があればいつでも相談にのります。

栄養学 於保　祐子
体内での栄養素の働きについて講義しました。短い時間で広い範囲でしたの
で、概要の講義となりました。声がマイクに乗ってない事があったようで
す。来年度以降気をつけます。

生活環境学セミナー 大川　知子

アンケートのご協力、ありがとうございました。

みなさんとこの1年間、様々な活動をご一緒出来ました。どの課題にも、一
生懸命取り組んで頂いたことに感謝しています。同時に、何か気が付いたこ
とがあれば、遠慮なく、直接声を掛けて下さい。

来年はいよいよ、卒業研究が中心となりますが、今年度のようにひとつひと
つ頑張っていきましょう。

生活機器設計演習 塚原　　肇
課題は楽しめましたか。
身の回りの材料を使って生活に役立つ道具を作る演習でした。
これからは家庭でいろいろ応用してください。



［2018（後期）生活環境学科］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

まず、レポート課題提出結果についてコメントします。 
① 皆さんが課題対象とした空間の割合は、共同生活空間39%、個人生活空間
33%、１R住居21%、生理衛生空間5%、住居全体3%で、昨年よりLDK等の共同生
活空間を対象にした人が増えているのが本年度の特徴で、共同生活空間を課
題対象にすると我がままな判断ではなく客観的な判断が必要になるので良い
傾向です。 
② インテリアデザインの分析考察項目の割合は、あかり14%、窓10%、出入
口10%、床10%、家具9%、屋内環境・設備9%、素材色彩8%、ファブリックス
8%、寸法7%、行為6%、壁5%、心理4%、かたち1%、天井1%、架構1%です。割
合、順位とも昨年までと大きく変わってきています。昨年まで人気だった家
具・素材色彩・心理が低くなって、窓・出入口・屋内環境設備が高くなって
います。建築デザインに興味を持った人が増えたのだろうと想像します。 
③ レポートのみでの評価は、A＋評価1%、A評価8%、B評価35%、C評価23%、D
評価20%、未提出4%という結果でした。昨年と平均点は変わっていないので
すが、A評価とB評価が減り、D評価が増えているのが気になります。D評価
は、課題要項を守っていなかったり、客観性がなく感想文に近いレポートで
す。評価には関係していませんが、デザイン的思考よりコーディネート的思
考のレポートが増えてきているようです。原点から考え、「本質を見抜く
力」を養って欲しいと願っています。 


アンケート結果について、次のようにコメントします。

① 「成長の実感の記述」と「自由記述」に２２点のコメントがありまし
た。好評価のコメントが２０、「つまらなかった」のコメントが１、改善希
望として「プリントを減らしてほしい」というコメントが１つありました。
配布プリントについては、授業内でのアンケートで「復習に役立つ」「メモ
がとりやすい」「スクリーンが見えにくい時に便利」と好評価も多かったの
で、上手に活用してください。

② 「あなた自身について」の項目で「予習復習時間」は昨年より多くなっ
ており、当該区分平均や全体平均より多いのに、「理解度」が低くなってい
ます。理解度の到達目標を高く設定し過ぎているのかもしれませんが、予習
復習時間が多くなっているのは良い傾向です。

③ 「この授業の内容と方法について」の「授業スピード」「説明の分かり
やすさ」「聞き取りやすさ」は、昨年より良くなっています。「 シラバス
との一致」「双方向授業の工夫」「板書・パワポ・配布資料の分かりやす
さ」が昨年より低く、当該区分平均や全体平均より低くなってしまいまし
た。これはワークシートをやらない人が増えた事が原因と考えられます。
ワークシートの位置付けを変える予定です。

④ 「全体について」の「総合満足度」は、昨年より高くなり、当該区分平
均とほぼ同じになっています。「成長実感度」が昨年より低くなってしま
い、当該区分平均より低いです。ワークシートを含めた予習復習をシッカリ
行い、自信を持って取り組んで欲しいです。

福祉住環境論 橘　弘志

全体に平均的あるいは少し上という評価となった。ふだん福祉には馴染みの
ない学生にとって、新たな知識が得られ、理解が深まったというコメントが
見受けられた。福祉の世界はどんどん変化し続けているので、なるべく新し
い話題を入れながら授業を構成していきたい。

テキスタイル材料実験 加藤木　秀章
レポート作成時の考察などをしっかりとまとめると理解が深まります．授業
前後，図書館利用や文献調査したりすると，より授業内容が分かりやすくな
ります．

生活環境学演習 大川　知子

今年度の2年生の方たちは、出席率も高く、熱心に参画して頂いたと思いま
す。

いよいよ、4月からゼミがスタートしますが、それぞれの研究室で、それぞ
れの能力を更に伸ばしていって下さい。

山口　照也インテリアデザイン論
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