
 
  

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）現代生活学科］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 菅野　元行

履修生7名中2名の回答に留まり（回答率28%）ましたが、総合的な満足度が
5.00（5.00が最高点）となりました。
回答していただいた方々と、自由記述欄に記載していただいた方に御礼申し
上げます。
自由記述欄を紹介します。
「学生（原文では生徒）の自主性を尊重し、先生は企業や他大学の方とのや
りとりやエコプロの準備などたくさんの事をして下さり、ありがとうござい
ました。とても助かりました。次年度もよろしくお願いします。」「みんな
で協力することの大切さに気づいた」

ゼミでは意欲が無いことには進みません。今年は学生に恵まれました。
ありがとうございました。来年度もがんばりましょう！

地域食料論演習 野津　喬

授業に対する総合評価が5.00であり、自由コメントにも「課題の発見・分析
力が身についた」、「プレゼン力が身についた」、「先生のアドバイスが的
確だった」とのコメントがあったことから、基本的な授業方針は継続してい
きたい。

ゼミナール 行実　洋一
全体的に高い評価の一方で、シラバスとの整合性や、授業の進め方でやや疑
念を呈されている部分もあった。もう一度授業を見直して、進め方等を検討
したい。

プロジェクト演習ａ 高橋　徹

アンケートのほとんどの項目で平均程度か上回っているが，一方で出席率の
低さが目立つ．グループワークのため，遅刻・欠席は大きな影響を与えてし
まうが，そこが実際に授業進行上でも問題になった．これは十分にチームメ
イクの時間を作れなかったことが原因であると考える．そういった時間を十
分な時間を用意したうえで，グループワークを進めやすくするための道具な
どを用意したい．

コミュニティ概論 須賀　由紀子

今、本当に各地各所で、人と人とのつながり、コミュニティが求められてい
ます。自分たちの地域の暮らしは自分たちで守る、地域自立社会づくりで
す。今回の授業で扱った内容は、実際に社会で起こっていることです。本ア
ンケートや授業時に書いていただいた振り返りシートには、コミュニティや
地域について、興味を持ったというコメントがたくさんありました。どうか
今後も、現代のコミュニティのあり方に問題意識を持ち続け、できることな
らば、身近な地域づくりに自分も参加しながら、学びを深めていただけると
嬉しいです。

フィールドリサーチａ
（環境・エネルギー）

菅野　元行

履修生20名中10名が回答し（回答率50%）、総合的な満足度が4.50（5.00が
最高点）となりました。昨年度に比べて、回答率（昨年度64%）は減少した
ものの、総合的な満足度（昨年度4.14）は増加しました。 
回答していただいた方々と、自由記述欄に記載していただいた方々に御礼申
し上げます。代表として数点掲載します。「環境に対する意識が高まっ
た。」「他の方の発表を通して色々な環境問題について学ぶことができ
た。」「自ら主体となって環境分野における問題点や疑問点の調査を進めた
ことによって、これまで以上に環境分野への意欲が高まりやまた主体的に物
事を考え事の大切さが分かった。」「グループ討論を通して、他者にわかり
やすく説明しようという意識が芽生え、発表技術も向上できたと思う。」
演習科目では、自分が何をしたいのか、どのような力を付けたいのかを考え
て、自発的に取り組み、必要に応じて教員に訊ねる積極性が必要となりま
す。（これらの意欲があれば前に進めます）
今後も履修生の力を伸ばすことを心がけます。

プロジェクト演習ｂ 菅野　元行

履修生7名中2名の回答に留まり（回答率28%）ましたが、総合的な満足度が
5.00（5.00が最高点）となりました。
回答していただいた方々と、自由記述欄に記載していただいた方に御礼申し
上げます。
自由記述欄を紹介します。
「リサイクルについての考えが深まりました」

来年度はファイナルプロジェクトでがんばりましょう！

プロジェクト演習ａ 菅野　元行 履修生は5名でしたが、回答者がいなかったためコメントもありません。

統計とモデリング 高橋　徹

個別に行っているアンケートでは特に後半部分については好評だった一方
で，理解に関わる評価が全体的に低かった．これは，おもしろいと思う反
面，その意義については理解されていなかったためだと考えられる．説明は
したつもりであったが，それが必ずしも理解しやすいものでははなかったと
反省している．より簡単な言葉での説明や理解度を確認しながら進める仕組
みを組み込んでいきたい．



［2018（後期）現代生活学科］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 野津　喬

授業に対する総合評価が5.00であり、自由コメントにも「自主的に発言する
力が身についた」、「みんなで協力して様々なプロジェクトに取り組め
た」、「卒論についてやりたい課題への理解が深まった」とのコメントが
あったことから、基本的な授業方針は継続していきたい。

女性社会論ｂ 野津　喬
授業に対する総合評価が4.57であり、自由コメントにも「これからについて
考える機会となった」とのコメントがあったことから、基本的な授業方針は
継続していきたい。

ビジネスプランニング 野津　喬

授業に対する総合評価が4.54であり、自由コメントにも「基礎的な企画提案
についての理解が深まった」、「人前で話すことに慣れた」、「グループ
ワークの力が身についた」、「将来について考える機会になった」、「わか
りやすい授業だった」とのコメントがあったことから、基本的な授業方針は
継続していきたい。

現代社会を読み解くｄ
(科学技術と社会)

菅野　元行

履修生44名中15名の回答に留まり（回答率34%）、総合的な満足度は4.33
（5.00が最高点）となりました。昨年度よりも授業内容は工夫し充実させた
つもりでしたが、回答率（昨年度46%）は減少したものの、総合的な満足度
（昨年度4.30）は微増しました。
回答していただいた方々と、自由記述欄に記載していただいた方々に御礼申
し上げます。代表として数点掲載します。「今注目されている資源エネル
ギーや再生可能エネルギーを含め、様々な発電のしくみやそのメリット・デ
メリットについても学べ大変有意義な内容だった。」「各地で行われている
色々な例を知ることによって視野が広がり、これまで以上にエネルギー分野
への興味が深まった。」「複雑なしくみについての内容でも、わかりやすい
動画やプリント資料を用いて解説してくださったので大変理解しやすく楽し
く学ぶことができた。」「ゲスト講義を通して実際の企業での取り組みにつ
いても知れ、様々な角度から学ぶことができたという点で、今後の役に立つ
内容でした。」「環境問題や発電の仕組みについて理解が深まった。」
今後も分かりやすい授業を心がけます。

社会責任論 倉持　一

今回も月曜日の１限でありながら多くの学生が欠席することなく授業に参加
し、真剣に取り組んでくれました。CSR（企業の社会的責任）の議論は基本
的には経営学の文脈で語られることが多く、現代生活学科の皆さんには初め
て耳にする単語、理論、概念も多かったと思います。しかし、CSRの基本構
造は、まさに現代社会における私達の生活に埋め込まれたものであり、応用
可能性は大きいと思います。この授業をもとに、他の科目の理解、社会分
析、就職活動などに活用してもらえれば幸いです。今回は、授業後半でやや
急ぎ足になった部分がありましたので、そこを修正しながら、今後も常に最
新の授業内容を提供していきたいと考えています。

自立生活論ｂ（消費者） 野津　喬

授業に対する総合評価が4.82であり、自由コメントにも「将来、生活するの
に役立つ知識を身につけられた」、「グループワークは苦手だと思っていた
が、この講義のグループワークはいつも楽しく活動できた」、「わかりやす
かった」とのコメントがあったことから、基本的な授業方針は継続していき
たい。

ゼミナール 高橋　徹

回答者数が少ないので必ずしも正確とは言えないが，出席率が全体平均から
するとやや低い．これはゼミナールの意義や何を得られるかが十分に説明で
きていなかったことや学生の需要に応えられていないところが原因であると
考える．今後は意義の説明に力を入れ，学生の声をもっと聞いていく．

グレートブックセミナ２ｂ 須賀　由紀子

良書の言葉を味わい、思考を深めてみる営みを、どうか続けていただければ
と願っています。若い時にはよくわからなかったことでも、年齢を重ねてい
くと、理解できるようになったりします。自分の経験だけでものをみるので
はなく、賢者の言葉に添いながら、ものの見方を深めてもらえればと思いま
す。

メディア生活経営論ｂ 行実　洋一
極めて高い評価をもらっているので、今後も現在の方向性を維持しつつ、よ
り一層、学生の興味関心を喚起できる授業を行っていきたい。



［2018（後期）現代生活学科］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

基礎メディア技術 河井　延晃

本授業は、受講数が増えたことでPC演習室2教室での同時開講でした。初期
はSAもいなかったためこの点で学生に少なからず迷惑をかけた点があったと
考えます。

まず、今後の改善点やポイントが低い点に着目します。双方向授業について
は3.33という数値で低くなっています。途中から、ゼミ生をSAとしてもう一
つの教室では立ってもらい、なるべく私も授業中に回るようにしましたが、
早い段階で対応を打つべきでした。

また、8週目までは教卓のPCが調子が悪く、ブルースクリーンなどのトラブ
ルが多発し最終的にはPCの故障と判断されました。情報センターにはトラブ
ル報告にはきちんと検証をしていただくように報告をおこないましたので今
後は改善されると考えます。

後半にかけてはこれらが改善したこともあり、課題提出には皆さん一定の評
価をされているようです（4.06）。

プロジェクト演習ｂ 野津　喬

授業に対する総合評価が4.92であり、自由コメントにも「自分たちが積極的
に活動できる場をたくさん設けてくれた」、「自主的に発言する力が身につ
いた」、「自分の課題を知ることができた」、「自分で資料を作り、プレゼ
ンする力が身についた」とのコメントがあったことから、基本的な授業方針
は継続していきたい。

プロジェクト演習ａ 河井　延晃
こちらの授業は演習授業ということもあり、最終発表でそのまま授業を終
わったことで、アンケート回答への周知ができていなかったと考えます。

プロジェクト演習ｂ 行実　洋一
基本的に高い評価をもらっているので、今後も現在の方向性を維持しつつプ
ロジェクトベースの授業を進めたい。

メディア生活学ｂ 河井　延晃

本授業は、前半は配布資料や新聞記事をもとに、AIやIoTをもとにした
industry 4.0やSociety5.0について講義を行いました。後半は指示した文献
を分担報告してもらいました。

各項目を見ると、６、授業スピード、７、説明のわかりやすさ、９、板書や
パワーポイント、10、言葉や声の聞き取りやすさなどは全て4を超えていま
す。一方で、８双方向授業などの工夫がされていたかどうかについては、
3.83で最低となっています。

これは、前半の講義授業をもう少し早く切り上げて、分担報告の際にもう少
し議論の時間を割くべきでしたし、割くことは可能でした。（分担報告初期
では質疑や報告が長引いたため、終盤タイトになると考えて進めましたが、
結果としては皆さんの段取りがよくなり、報告は早く終わってしまいまし
た。皆さんの質疑応答の時間は、もっと割り当て可能でした。）

上記は、すぐにでも対応・改善可能とかんがえられますので今後反映させて
ゆきたいと考えます。

現代生活学 須賀　由紀子
現代生活学の問いの本質は何か、問題意識を定めて、自分でアプローチして
いく、方向性と方法について考えるきっかけとなっていれば幸いです。今後
も、問いを続けていきましょう。

現代社会を読み解くｃ（文化と市場須賀　由紀子

日頃目にする商品やサービスの背景にある考え方やしくみについて、目を向
けることができたかと思います。現代の多様なニーズに対応して、企業はい
ろいろと工夫し、そのことが、豊かな暮らしづくりに寄与しているという見
方が得られると、日常の過ごし方も面白くなるのでは、と思います。

地域文化形成論 須賀　由紀子

地域創生にあたり、その地域ならではの固有価値を捉え、そこに関わる人た
ちが主体となってそれを活用して、有効価値にしていくことが大切です。地
域活性は、一過性のことではなく、取り組み続けていくことが大切です。そ
の理論的背景を学んでいただけたかと思います。

地域エネルギー論 菅野　元行

履修生68名中18名の回答に留まり（回答率26%）、総合的な満足度が4.33
（5.00が最高点）となりました。昨年度よりも授業内容は工夫し充実させた
つもりでしたが、回答率は激減し（昨年度41%）、総合的な満足度（昨年度
4.47）も低下したことは残念に思います。 
自由記述欄に記載していただいた方々に御礼申し上げます。代表として数点
掲載します。「プリントや動画などがあり分かりやすかった。」「地域エネ
ルギーについての新たな知識を身につけることができた。」 「自分の出身
地はどうなのかなと興味が湧いてきた。」 「再エネ事業についての理解が
深まった。」
今後も分かりやすい授業を心がけます。



［2018（後期）現代生活学科］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

グローバル社会 行実　洋一
全体的に高いポイントとなったことはありがたいが、相対的に見て「双方向
性」についての質問の点数があまり高くなかった。より一層、学生に質問を
投げかけ答えさせるような工夫をしていきたい。

プロジェクト演習ａ 野津　喬

授業に対する総合評価が4.93であり、自由コメントにも「プレゼン能力が上
がった」、「コミュニケーション能力が高まった」、「実践的な講義で成長
できた」、「課題発見・解決力が身についた」、「実際に現場で働いている
人との講義で、これ以上ない貴重な経験だった」、「講義の流れが良かっ
た」とのコメントがあったことから、基本的な授業方針は継続していきた
い。

ゼミナール 河井　延晃

本授業はゼミ形式でした。ゼミということで様々な人間関係など含めて大変
なことも多かったと思います。この点、早い段階で十分に気づくことができ
ずに対応できませんでした。

各評価についてみてみると、以下の項目は4を超えています。
５．シラバスの内容や到達目標と一致していましたか？
８．双方向授業（質問のしやすさ等を含む）等の工夫がされていましたか？
10．担当教員の声や言葉は、聞き取りやすかったですか？

しかし、最低項目として以下は3.7前後になっています。
６．各回の授業の進むスピードは適切でしたか？
７．説明はわかりやすかったですか？ 
９．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？ 

上記は、むしろ理解度などにかかわる重要な点であり、改善が必須です。
まず、扱う資料が難しかった点が考えられますので、もう少し短い新聞記事
や文献をゆっくり読むということを心がけたいと思います。これにより６の
スピードにもゆとりができ、７のわかりやすさの向上にもつながると考えま
す。

当初おこなったアンケート調査で、履修者は「広告」に関心が高いというこ
とですすめていましたが、ややご関心が変わっていたこともフィードバック
すべき点でした。

プロジェクト演習ｂ 河井　延晃

本授業は、前半は新しい情報ビジネス（AIやIoT）について講義をおこな
い、各自ビジネスプランニングや提案を行いました。とくに後半は提案に際
してIllustratorを使用し、A0ポスター発表をおこないました。

慣れない部分もあったと思いますが、全体評価として「15．総合的に判断し
てこの授業に満足しましたか？」は4.06となります。しかし、各項目を見て
みると改善すべき点はあります。

最低項目として、「Ⅱ、この授業の内容と方法について」のなかで、「授業
のスピードが適切かどうか(3.67)」となっております。これは前半（講義）
と後半（ポスター制作、発表）のどちらかわかりませんが、前半については
情報量を少し減らしてじっくり進めることが改善策になります。後半の制作
作業については、作業工程を小分けしすぎたことが逆によくなかった（手間
が増えた）ようにも思います。

また、本授業の内容を講義する授業（AIやIoT）が、その重要さの反面、全
く教育カリキュラムに組み込まれておらず、慣れていなかったこともあると
思います。極力、座学を別の講義授業で終えることで、本授業は純粋に「ビ
ジネスプランニング」の演習授業に特化できると考えます。これは、今後の
学科のカリキュラムなどを再検討させることもふくめて、あまり本授業に詰
め込みすぎないようにすることで改善が期待できると考えます。


生活産業史 野津　喬

授業に対する総合評価が4.69であり、自由コメントにも「生活産業（衣、
食、住、流通）の現状と課題について理解できた」、「グループワークでコ
ミュニケーション能力が高まった」、「論理的に考える力が身についた」、
「わかりやすい授業だった」、「講義の進め方が良い」とのコメントがあっ
たことから、基本的な授業方針は継続していきたい。
なお、「受講態度が悪い学生に対してもっと注意したほうが良いかもしれな
い」とのコメントが1件あった。受講態度の悪い学生に対しては現在でもそ
の都度、個別に注意を行っているが、大半の真面目な学生がより集中して講
義を受講できるよう、授業の進行に影響しない範囲で適切に対応していきた
い。

ゼミナール 須賀　由紀子
皆さんと地域の中に入り、地域で学び、市民の皆さんと一緒になりながら、
少しでもよい地域づくりに向けての取り組みに携われることに感謝していま
す。今後も、ともに学んでいきましょう。
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