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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）生活文化学科］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

音楽 越山　沙千子

　半期お疲れさまでした。そしてありがとうございました。毎週楽しみで、
私自身も皆さんから多くのことを学ばせていただきました。
　アンケートではこの授業を高く評価していただいてありがたく思っていま
す。90分の中でやることが多く、振り返りが十分にできなかった部分もあ
り、今後スムーズな進行と説明の工夫が必要だと感じています。授業は教科
書をベースに進めてきましたので、教科書でダウンロードできる動画も参考
にしながら、子どもと音・音楽のかかわりについて理解を深め、保育活動に
生かしてほしいと思っています。
　今後も困ったことがありましたら、いつでも研究室にいらしてください。

保育・教職実践演習（幼稚園） 井口　眞美,南雲　成二

☆今回は、3グループに分かれて、実際の保育・教育現場での実習を行いま
した。4年生最後のグループワークということで、みなさん、これまでの学
びを存分に活かしてよい発表ができていたと思います。今後も実践力の研鑽
に励んでください。（井口眞美）
☆２／15（２回担当の南雲より）
　幼保コースと幼小コースに皆さんに共通にお届けしたかった事、保幼小連
携・接続・一貫で一番大切にしたいこと、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭
として一番大切にして欲しいこと等を講義の中心にしました。生化学検査研
究所勤務2年、小学校教員35年、大学教員6年間の経験と体験の中から紡いで
きたことを基にお話させていただきました。さあ、いよいよこれから、あな
たたちが主人公です。一歩一歩大切に歩んで行ってください。もちろん子ど
もたちや同僚・先輩方とともに。（南雲成二）

家庭経営論２ 高橋　桂子

今年度は家庭経営論１は知識型、家庭経営論２は視聴覚教材を用いたアク
ティブ・ラーニング（AL）型に変更しました。家庭経営論２は、シラバス通
りに進まなかったですね。初めての形式とはいえ、反省点です。「ビデオを
見て、多様な生き方や考え方があるということに気付かされた。」「付箋に
意見を書いて周囲の人とまとめる授業が良かったと思う」などAL型を支持す
る意見も頂きました。皆さんの声、どのように考えているのかなどよくわか
り、私も勉強になります。来年度はさらにAL型を取り入れます。

基礎演習１ 南雲　成二

基礎演習１、１０４名という大所帯にも関わらず、いつも集中して学習に参
加・参画してもうらうことができて、とても嬉しかったです。
「演習」としての構成が充分でなかったことを反省しています。それにして
も、みなさんの「課題レポート」や「色紙大自己紹介カード作成」「フィー
ルドワーク体験から学ぶシリーズのパワポ制作」、出し惜しみをしない真摯
な態度に元気、やる気、根気をいただきました。

保育方法論 松田　純子

　今回の授業アンケートでは、理解度については平均84.5%で全体平均76.7%
を上回る結果となりました。この授業を通じて自身の成長が感じられたかの
5段階評価では、全体平均4.07ポイントに対して4.59ポイント、この科目を
さらに専門的に学びたいかの評価では、全体平均3.82ポイントに対して4.62
ポイント、また総合的な授業の満足度については、全体平均4.14ポイントに
対して4.62ポイントと、いずれも全体平均よりも高い結果になっています。
履修生の皆さんの授業態度も真面目で、それがこのような評価につながった
のだろうと思います。
　本授業の課題は、予習復習の時間の少なさです。週当たりの予習復習時間
が1時間以上の人は全体の10％という結果でした。授業内容に関連してさら
に応用・探索的な課題に取り組むことで、最終の論述試験の解答内容は各自
もっと深まったのではないかと思います。レポート課題の設定頻度等につい
て再考したいと思います。

心理学研究法２ 中山　友則,作田　由衣子

この授業は内容が少しとっつきにくく、計算などの課題も多かったので、負
担に感じた人もいるかもしれません。最終課題もなかなか難しかったようで
す。何度かお話ししたように、他の科目と比べても統計は特に授業時間外の
自主学習がとても大事です。ぜひ今後も積極的に統計の本を読んでみてくだ
さい。

臨床心理学２ 五味　美奈子

本科目では様々な心理療法、心理検査の紹介をさせていただきました。授業
時にもお伝えしましたが、すべての心理療法、心理検査を紹介することは非
常に困難です。図書館に多くの文献がありますので各自、興味があるものを
調べるなどして学びを深めてほしいと思います。

生活心理概論 作田　由衣子
研究・調査手法について理解が深まったなどのコメントが多く見られまし
た。ぜひ今後の卒論などに生かしてもらえればと思います。

ゼミナール 細江　容子

　ゼミナールであり、個々の学生の興味・関心に基づき、調べる、書く、話
す、発表する等の活動を通して授業の内容を深めていく工夫を行った。
ディープラーニング手法等を改善するなどして、ゼミの課題に対し、学生の
理解がさらに深まるように心がけていきたい。



［2018（後期）生活文化学科］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

保育表現技術ａ（音楽表現） 越山　沙千子

　1年間お疲れさまでした。皆さんの意欲的に取り組み続ける姿勢に、私自
身も刺激を受け、多くの学びがありました。総合評価が4.83と高かった点
は、伝えたかったことを皆さんに受け止めていただけたのではないかと思
い、ホッとしています。
　一方で、アンケートではシラバスや授業スピードに関して「どちらともい
えない」を選択している方がいるように、短時間にやることが多く、コード
のように時間のかかる課題もありますからシラバス通りに進まなかったり、
ついていくのに大変な部分もあったのではないかと思います。重要な内容を
より分かりやすく伝えられるように工夫したいと思います。
　皆さん一人ひとりが成長できていますので、授業が終わっても継続して取
り組んでいただきたいと思います。1年間で学んだことを生かして、自分の
力で弾き歌いに取り組めるようになってほしいと思います。困ったことがあ
りましたら、いつでも研究室にいらしてください。

臨床発達心理学２ 五味　美奈子

本科目では「臨床発達心理学Ⅰ」をベースに様々な障害について紹介しまし
た。障害によって配慮する点は異なりますが、基本的には子どもを尊重する
姿勢、個を理解する姿勢はすべてのお子さんに共通するものです。自分なり
の「子ども観」はどのようなものか改めて考えてみるとよいと思います。

ゼミナール 南雲　成二

「生活文化学科幼児保育・初等教育専攻第３学年（幼小コース第６期生）」
として、常に主体的に自立的にゼミナールに参加してくれて、南雲としては
とても満足しています。幼小コースの３年生ゼミは、小学校４週間の教育実
習・幼稚園２週間の教育実習と真剣に取り組みつつ、卒論の準備、小学校教
員採用試験準備に追われましたね。限られた時間を効果的に使いながら、自
己研鑽を深めてくれたメンバーに感謝しています。４年生、お互いに顔晴り
ましょう！！

子ども理解とカウンセリング 塚原　拓馬
当科目については回答者率が低かったので、次年度以降については、
積極的に回答を求めていきたい。

保育・教育指導の基礎
松田　純子,井口　眞美,
渡辺　敏,大澤　朋子

前期には、初めての幼稚園見学に行きました。
緊張もあったと思いますが、子どもたちの可愛らしさを感じて帰ってきてく
れたようで、教員としても嬉しいです。
来年度の「保育・教育指導の実際」では、保育者の子どもへの関わり方等に
着目して観察をしたり、自作の保育教材を披露したりして、実践力を向上さ
せます。頑張りましょう。

家族と生涯発達各論ａ
（乳幼児・児童期）

長崎　勤
家族と発達の問題についてのトピックスを入れたためにシラバス通りに進ま
なかった面がありますが、現代の様々な家族と発達の問題に関心を持っても
らえればと思います。

保育実習指導２ 松田　純子,大澤　朋子

　本授業では、4年次保育実習2の事前事後指導を行いました。保育実習2
は、保育実習2a（保育園）と保育実習2b（児童福祉施設）に分かれているた
め、各実習ごとの指導の時間を多く取りました。また実習時期の違いもあ
り、後期授業のスケジュールは不定期で、各自で進めていく部分も多かった
かと思います。それでも最後の実習を無事に終え、総仕上げの実習報告会に
臨む様子は、さすがに4年生という印象を受けました。各自が4年間の学びを
通して培った理想の保育者像を胸に、それぞれの進路で頑張ってください。

社会福祉論 大澤　朋子 双方向型が意識されるような授業をこころがけます。

ゼミナール 塩川　宏郷

英語の医学論文に親しむ目的で抄読会を行い、一定の効果はみられたと思わ
れる。卒業研究にむけてテーマをしぼり、それぞれのテーマに沿って文献を
検索し熟読することも行った。学生の取り組みは熱心であった。

生活デザイン入門 細江　容子,小野瀬　裕子

講義内容に関連する課題によく取り組み、今後の人口減少社会による家庭や
地域の変化と改善に関してよく情報収集を行い、自分の生活に引き寄せて具
体的な考察をしていました。今後も自分の家庭や職場で、地域の活性化に積
極的に取り組んでいただきたいと期待しています。小野瀬

家族と生涯発達総論 細江　容子

 　全体として学生は熱心な授業態度であった。人数の大幅に多いクラスで
なかったため課題に対する議論を行う等の時間を設けることが出来た。講義
に用いたディープアクティブラーニング手法等さらに改善するなどして、講
義内容に対して学生の理解がされに深まるように心がけていきたい。 



［2018（後期）生活文化学科］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

保育原理２ 松田　純子

　今回の授業アンケートでは、理解度については82.4%で全体平均76.7%を上
回っています。この科目をさらに専門的に学びたいかの評価では、全体平均
3.82ポイントに対して4.55ポイントと高くなっています。また、総合的な授
業の満足度についての評価は4.53で、これも全体平均4.14より高くなってい
ます。「保育原理」は、受講生の皆さんの専門の基礎となる科目です。引き
続き、授業内容に関心を持って学び続けてほしいと思います。
　週あたりの予習復習時間が1時間以上の人は10％という結果でした。予習
復習時間の少なさは、前期「保育原理１」の課題でしたが、「保育原理２」
でも課題として残りました。これが試験の結果にも表れていたように思いま
す。一夜漬けの試験勉強では知識や理解が定着しません。分かっているつも
りでも、理解が十分でないと、自分の言葉で説明しようとしても上手く説明
できないでしょう。予習復習を習慣化して知識や理解を確実にするために、
予習復習の内容をもっと具体的に伝え、その成果を自分自身が実感できるよ
うに授業内でもっと小テストなどを実施できたらよかったかもしれません。

男女共同参画社会と生活 細江　容子

　全体として学生は熱心な授業態度であった。人数の多いクラスであった
が、課題に対する議論を行う等の時間を設けるなどして講義を実施した。興
味・関心をもって課題に取り組み、書く、話す、発表する等の活動を通して
授業の内容を深めていく工夫を行った。さらに、
ディープラーニング手法等を改善するなどして、講義内容に対し学生の理解
がさらに深まるように心がけていきたい。 

ゼミナール 高橋　桂子

「色々な論文を通して新たな価値観、見解、社会の問題を見つめ直すことが
できた。」これぞまさに、私が専門とする生活経営学の視点です。日常生活
をどうすれば、もっと自由にもっと快適に過ごせるのか、自分、家族、友人
や世代からみよう、それぞれの意見には背景がありますから、最もなもの。
それがなぜ、ぶつかり合うのか、どこが着地点だろうか、など、検討してい
くのが生活経営学。引き続き頑張っていきましょう。

ゼミナール 長崎　勤 各自の課題を良く達成できたと思います。

生涯発達心理学演習ｂ 塚原　拓馬
当科目は回答者率が低かったため、次年度以降については、
積極的に回答を求めていきたい。

生活心理研究計画法 長崎　勤 各自の課題を良く達成できたと思います。

生涯発達心理学演習ｂ 塚原　拓馬
一定以上の満足度評価を頂いたと思われる。
演習のためやや学習時間が不足するテーマも生じる可能性があり、
バランスを図りながら運営していきたい。

認知心理学ａ 作田　由衣子
総合して、認知心理学という分野についての理解が深まったなどのコメント
が多く見られました。これを機に、より専門的な内容についても興味を持っ
てもらえればと思います。

健康科学論ｃ（現代医療の課題） 塩川　宏郷
前半は小児の精神疾患、後半は司法精神医学について講義と演習形式で行い
ました。学生の取り組みは積極的でよい内容になったと思います。

保育表現技術ｄ（言語表現） 浅見　均
紙芝居、絵本、読み聞かせ、劇活動、素話、手袋を使った教材づくりなど実
戦的な内容が好評のようでしたので今後も体験型の授業展開をしていこうと
考えております。

音楽 越山　沙千子

　半期お疲れさまでした。そしてありがとうございました。毎週楽しみで、
私自身も皆さんから多くのことを学ばせていただきました。
　アンケートではこの授業を高く評価していただいてありがたく思っていま
す。一方で、反省点として90分の中でやることが多く、振り返りが十分にで
きなかった部分もあります。アンケ―トの「予習復習時間」では「1時間未
満」の方もいますので、事前事後の課題を通して、学びをさらに深められる
ように工夫したいと思います。
　授業は教科書をベースに進めてきましたので、教科書でダウンロードでき
る動画も参考にしながら、子どもと音・音楽のかかわりについて理解を深
め、保育活動に生かしてほしいと思っています。
　今後も困ったことがありましたら、いつでも研究室にいらしてください。

保育・教育指導の実際
井口　眞美,渡辺　敏,
大澤　朋子,山下　晶子

後期の幼稚園見学実習では、自作のエプロンシアターを披露しました。この
経験を活かし、自作の保育教材を増やし、実習で活用しましょう。
こどもまつりでは、仲間と協力して昔遊びの場を地域の子どもたちに提供し
ました。共同作業の大切さ、面白さ、大変さに気づいたことと思います。



［2018（後期）生活文化学科］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

ゼミナール 島﨑　あかね

今年度からゼミナールが始まり手探りの状態でしたが、幼保・心理ともそれ
ぞれの良さを生かしながら協力し合って、各自の卒業論文のテーマを考えら
れるようになったと思います。
1人ひとりが情報を収集し、それを共有しながら、各自のテーマをより深く
学んでいくことができるように、引き続き進めていきたいと思います。

幼児教育法 井口　眞美,長谷川　恭子
後期は模擬保育に重点を置きました。実際の子どもや保育を想定しながら進
めることは大変だったと思いますが、この経験は、必ず、本実習のイメージ
つくりに役立ちます。

保育表現技術ｄ（言語表現） 浅見　均
紙芝居、絵本、読み聞かせ、劇活動、素話、手袋を使った教材づくりなど実
戦的な内容が好評のようでしたので今後も体験型の授業展開をしていこうと
考えております。

ゼミナール 松田　純子

　３年次ゼミナールでは、前期は文献学習を、後期は子どもの遊び場企画
（常磐際）と卒業研究への導入学習を行いました。卒業研究は、個人個人で
テーマを決めて進めていくものではありますが、仲間の研究の内容や進め方
にヒントをもらったり、学びを得たりすることが多々あるはずです。お互い
に協力し合い、切磋琢磨して卒業論文を仕上げていきましょう。

生活経済論 高橋　桂子

今年度は昨年度より焦点を絞り、３冊を完璧に講義したつもりでしたが、皆
さんからは「難しい」「スピードが適切でない」と厳しい評価を頂きまし
た。なぜこの科目が必修になっているのか、なぜこの科目を履修するのかと
いった動機付けが不十分だったかもしれません。次年度は「難しかったけ
ど、成長できた」「この科目は重要」と思ってもらえるように進めます。
「自分にとっては 難しい内容が多かったのですが、この授業を通して、経
済に関心を持つことができました。」「実生活に置き換えて例に出してくだ
さるのでとても理解し易かった。」という声に励まされます。

児童家庭福祉論 大澤　朋子 双方向型が意識されるような授業をこころがけます。

ゼミナール 作田　由衣子

一人からしか回答がありませんでしたが、とても満足してもらえたようでよ
かったです。ゼミの時間は週1回ですが、それ以外の時間に実験や調査の準
備をしたり、分析をしたりという自主的な勉強や活動が必要です。もし一人
で考えてもわからないことがあれば、ゼミの時間外でもぜひ積極的に質問や
相談に来てもらえればと思います。

生涯発達心理学ｂ 塚原　拓馬
総合的には一定以上の満足度の評価を頂いたと思われます。
大人数のため相互性については今後も工夫を重ねていきたいと思う。

ゼミナール 塚原　拓馬 よりアクティブなゼミナールを試みたい。

保育学演習 松田　純子

　今回の授業アンケートでは、理解度については86.4%で全体平均76.7%を上
回る結果となりました。回答者全員がこの授業を通じて「自己の成長が実感
できた」と回答してくれています。また、総合的な授業の満足度についての
評価は4.79で、全体平均4.14より高くなっています。この結果から見ても、
受講生の皆さんが大変関心を持って授業に参加してくれたことが分かりま
す。
　プレゼンテーションやディスカッションはとても有意義だったように感じ
ますが、週あたりの予習復習時間が1時間未満の人が90％以上という結果
で、予習復習にもう少し時間をかけたら、さらにプレゼンテーションやディ
スカッションの内容が深まったのではないかと思います。次年度の改善点と
して、予習復習の内容をもっと具体的に伝えるようにしたいと思います。

健康科学概論 塩川　宏郷

健康についての考え方、健康を守るしくみについて講義を行った。医学的な
内容が多いため詰め込みがたの学習になる感は否めない。トピックスをし
ぼって関心がもてる内容にしていこうと考える。試験についても、授業を
しっかりと聞いていれば回答ができる内容である。記述式については、自分
で考え自分の言葉で答える能力を重視した。
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児童教育法
津田　ひろみ,南雲　成二,
渡辺　敏

☆皆さんとご一緒できたのは３回だけでしたが、そこに小学校外国語科目の
エッセンスを詰め込もうと頑張りました。皆さんも大変だったと思います。
でも、最後の模擬授業では、ポイントを掴んでそれぞれのアイディアを詰め
込んだ素晴らしい発表が見られ、とても嬉しく思いました。実習を控え、英
語のことで何か困ったことがあれば、どうぞ遠慮なく連絡くださいね。（津
田）
☆「児童教育法」（前期主担当南雲から）
前期15回で一番願ったことは、「学級担任力・学年担任力・教科領域担任力
そして学校担任力の育成」でした。小学校教師であれば、担任としての願
い・思い・決意を「学級・学年経営案」に書きまとめる作業を通して、教師
力を鍛えていくことが大切です。チーム力の育成も地域に開かれたカリキュ
ラムデザイン力も、授業評価・改善力も皆つながっています。第7期生9名、
よく努力してくれたと思います。来年度はいよいよ「教育実習（小学校４週
間）（幼稚園２週間）」が待っています。自分を信じ、先輩方のお力をおか
りしつつ、精一杯取り組んでみましょう。適性はそのプロセスで発見され、
磨かれ、鍛えられ個性的な輝きを発揮しだします。

家庭経営ｃ（育児・介護） 高橋　桂子

今年度は前半が育児、後半を介護に設定したシラバスでしたが、育児と介護
は人が行うサービスであること、各種保険制度があること、育児に関する社
会制度と介護に関するものは比較した方が理解しやすいと考えたことなどか
ら、うまく峻別できなかったかもしれません。来年度はもう少し整理して講
義します。

ゼミナール 井口　眞美

保育教材の作成、保育園見学、常磐祭でのイベント、小児科の壁面作り等、
忙しい一年だったかと思います。でも、メンバーみんなで協力する場面が多
かったことで、きずなも深まり、よいゼミになったと思っています。
来年度は、卒業論文の作成が中心となります。自分の課題を明確にして頑張
りましょう。

教職実践演習（幼・小） 井口　眞美,南雲　成二

☆短時間ではありましたが、地域の子育て支援の方のお話をうかがいまし
た。地域には、たくさんの方々が子育てを支えてくださっている実態を知っ
てもらえたらと思います。（井口眞美　先生）
☆来年度の4月、学級担任・教科担任。学校担任として子ども（学び手）た
ちや保護者の皆さん、関連機関の方々の前に立った時、即実践できる（つか
える・つかいこなせる）教師としての支援力・指導力・表現力を総点検し、
補強し、自分に自信をつけることが最大目的の「教職実践演習」でした。幼
小コース第５期生10名の皆さんは、その力（担任力・教師力＝人間力）を
しっかりと学びなおし、4月からの実践力として再点検できたと思います。

心理調査・検査法２ 長崎　勤,島崎　敢 アンケート結果を参考に次年度に生かしたいと思います

保育実習指導１ 松田　純子,大澤　朋子

　本授業では、3年次の保育実習1a（保育園）と保育実習1b（児童福祉施
設）の二つの実習の事前事後指導を通年に亘り行いました。
　保育実習1a（保育園）は初めての実習で、緊張度も高かったかと思います
が、各自が真剣に事前準備に取り組んだ結果、特に大きな問題もなく、全員
が無事に実習を終えることができました。ほっとすると同時に、一つの実習
を経験し、少しの自信と見通しを持つことができたのではないでしょうか。
　保育実習1b（児童福祉施設）では、実習時期も実習施設の種別も異なる
中、事前準備も保育園実習とは違った不安があったかと思います。しかし、
仲間の実習経験にも学びながら、自身の実習をやり遂げ、経験を語り振り返
る経験を経て、各人大きな成長があったように感じます。
　いよいよ最終年次の4年生です。まずは幼稚園実習。そして最後の保育実
習。自己課題を明確にし、十分な準備をして臨みましょう。

言語心理学 長崎　勤
言語心理学についてのトピックスを入れたためにシラバス通りに進まなかっ
た面がありますが、言語の諸側面に関心を持ってもらえればと思います。

教育制度論 田中　正浩


平均を下回る評価の項目もあり、今後の反省点としたい。これまで以上に双
方向の授業になるように努め、板書や配付資料においても受講生の目線で工
夫をしていきたい。最終的には、受講生の講義内容への理解度が高まり、関
連教科の学習にも資することができるように、改善していきたい。 

生活文化史２ 細江　容子

　全体として学生は熱心な授業態度であった。人数の多いクラスであった
が、課題に対する議論を行う等の時間を設けるなどして講義を実施した。興
味・関心をもって課題に取り組み、書く、話す、発表する等の活動を通して
授業の内容を深めていく工夫を行った。さらに、
ディープラーニング手法等を改善するなどして、講義内容に対し学生の理解
がさらに深まるように心がけていきたい。 

ゼミナール 渡辺　敏 ゼミナールでの学びが深まるよう、授業改善に心がけます。
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保育表現技術ａ（音楽表現） 越山　沙千子

　1年間お疲れさまでした。総合評価は4.73と高かったので、伝えたいこと
は皆さんに伝わったかなと思い、ホッとしています。しかし、後期の課題で
負担に感じた方も多かったと思いますし、コードネームも難しかったと思い
ます。負担に感じていたり、難しいと感じているだろうなということが、ア
ンケートの「内容と方法」の結果にも表れていると感じました。
　音楽は日々の積み重ねと繰り返しが大切です。コードネームは2年の「音
楽」でも取り上げますので、その際に理解が今よりも深まっていただけるよ
うに、説明や課題を工夫したいと思います。
　皆さん一人ひとりが成長できていますので、授業が終わっても継続して取
り組んでいただきたいと思います。1年間で学んだことを生かして、自分の
力で弾き歌いに取り組めるようになってほしいと思います。困ったことがあ
りましたら、いつでも研究室にいらしてください。

フィールドワーク１
高橋　桂子,作田　由衣子,
笹川　啓一,塩川　宏郷

せっかく訪問しても、学生からの質問や情報収集姿勢がいまひとつ物足りな
い印象があった。事前学習が十分でないために訪問先でうまく質問したり問
題解決にあたれないと思われるので、事前の情報収集を綿密に行う必要があ
る。事後の学習は比較的よくできて発表もまとまりのある内容であった。

国際理解と発達支援 長崎　勤
各自の課題を良く達成できたと思います。自ら考え、問題を立て、解決す
る、練習が良くできたのではないでしょうか。
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