
 
  

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）人間社会学科　現代社会学科］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

英語コミュニケーションⅡＢ
山下　早代子,
ミラー，ブルース

大問Ⅱの授業の内容やシラバスについてはすべてプラス評価（中間値も含
む）で、マイナス評価はなかったので学生の満足は得られたであろうと思わ
れる。筆記体が書けるようになってよかったとするコメントが複数あった。
今後どんどん使って英語を自分のものにしていってほしい。

演習Ⅰ 織田　弥生

演習Iではディベートとレポートを通して，文献を探す，客観的データから
議論を組み立てる，パワーポイントを作成しプレゼンテーションをする，他
の人の発表・意見を批判的に聞く，討論する，といったアカデミックスキル
の習得を目指しました。自由記述では，ディベートをする力や文献を探す力
がついた，グループで協力して作業が出来た，などの意見があり，皆さんが
スキルを身につけることができたのであれば良かったと思います。これらの
スキルは2年生以降，卒論まで必ず役に立ちますので，今後もさらにスキル
アップを目指してください。授業の内容と方法についての評価に関しては，
資料のわかりやすさ以外は全て平均よりやや低い点であり，総合評価も平均
よりやや低めでした。授業内容，わかりやすい説明，声の聞き取りやすさ等
に工夫をしていきたいと思います。

演習ⅡＢ 高橋　美和

ほぼ全ての項目において平均値に近い結果となった。やや低かったのは、進
度（スピード）に関する問いだったが、授業の後半に複数の提出物が課され
たために、急かされる感覚があったかもしれない。実際には、ほぼ全員期限
を守れ、問題はなかったと思う。双方向であったかの問いについては、平均
を上回った。manaba等を通したフィードバックをできるだけ丁寧に行った結
果かと思う。レポートの書き方を学べた・レポートというものに向き合え
た、というコメント多数で、「課題はたいへんだったけれど身になった」と
いう感想をもってもらえたことがわかった。

社会学概論 原田　謙

成績評価の分布は＋Aが12.7%、Aが27.5%、Bが31.7%、Cが17.6%、不合格が
10.6%でした。授業のスピードや分かりやすさ、聞き取りやすさは4.4点を超
えており比較的高評価でした。ただし「さらに専門的に学びたいと思いまし
たか」という設問の評価が3.81点だったので、今後は「より専門的な議論へ
のつながり」も授業で触れていきたいと思います。

演習ⅢＢ 数野　昌三
　アンケート回答者が8名のみ。14名皆さんの声が聞きたかったです。
アッという間に今年度1年が過ぎ、最終学年はより一層短く感じることと思
います。卒業論文完成に向け、早期から計画を立て、進めていきましょう！

経営管理論 篠﨑　香織

　アクティブ科目を意識して、グループワークも取り入れ、チームごとに議
論する時間を取り入れました。今後はその割合を増やして、様々な意見を知
るとともに互いに影響を受け合えるようにしていきます。そうした活動を通
して理解を深めていけるように心がけます。

演習ⅢＢ 高橋　意智郎 回答者0名につきコメントすることができない。

英語コミュニケーションⅡＢ
阿佐美　敦子,
ライト，アレックス

多くの学生さんたちより、本科目に対して満足いただけている回答を得まし
たが、一方で十分に授業内容を理解できていない方も一割弱、いらしたよう
です。来期はより工夫し、全員に理解していただけるよう努めますが、履修
生には自学修の時間をしっかり取っていただきたと願っています。

演習Ⅰ 原田　謙

多くの学生が「自分成長を実感」してくれたようで、良かったです（4.55
点）。とくに、レジュメやレポートの書き方、ディベートの方法などを学ぶ
ことができた点が良かったようです。2年次以降の演習でも、今回学んだこ
とを活かしてください。

演習ⅡＢ 篠﨑　香織

今回は、各自テーマに沿ってしっかり調べたうえで発表する、基盤をしっか
りつくってそれをみんなに伝えることを重視し演習を実施しました。準備を
しっかりすれば発表も自信をもってできることを実感できた履修者がいるこ
とが確認できてよかったです。

社会心理学 織田　弥生

授業の内容と方法，総合評価とも，全て平均以上の評価でした。今後もこの
状態を維持したいと思います。自由記述では，日常生活に生かせる内容だっ
た，心理学の知識が深まった，説明がわかりやすかった，等の意見がよせら
れました。今後もわかりやすい説明を心がけたいと思います。100名を越え
る大人数の履修者でしたが，授業の内容と方法に関する項目の中で，「双方
向授業」の評価はほぼ平均点でした。人数が多くなると双方向授業は難しい
ですが，今後もresponで授業内容に関するクイズを出す，manabaで復習の小
テストを出す，などを継続したいと思います。



［2018（後期）人間社会学科　現代社会学科］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

「女性心理学」は実践女子大学人間社会学部の特色ある科目の1つです。青
年期の「自己開発」途上にある皆さんが、女性としてこれからの生涯をどの
ように生きるか・人を愛して・自身の人生を満足して過ごすこと、WHOの健
康の定義における「well-being」をその時、その時、どのように実現する
か、しかもそれを自分の力で・・・。そのことについて、ご一緒に考えてき
ました。 

　2018年度は前期末の時期から9月の後期開始時期に、医学部入試における
女子学生の得点配分における「(不適切な)操作」が伝統的に行われてきたこ
とが明るみに出て、社会的な議論が沸騰していた社会的背景がありました。
また、2018年度は前期に女子大学におけるLGBT学生の立場についての議論も
公的に為される背景をも有していました。
「女性心理学」の生きた・社会的な・時事としての課題を、受講生と担当教
員が熱く共有する年度となりました。
　常に受講生からのコメントは「新しく」「熱意に溢れて」、とても大学教
員冥利に尽きる貴重な時間をすごさせていただきました。全般的にみても、
提出された最終レポートよりも毎回のコメントシートでの考察の方に「見る
べきもの」が多かったと評価しています。 

　今年度も産婦人科専門医の先生をゲストにお招きして、、女性の心と身体
の全般的健康とライフプランを具体的に考える時間を持つことが出来まし
た。「女性心理学」は、公認心理師科目に移行して行くことを展望してお
り、この分野、即ち「医療と健康」の内容をさらに充実させていく予定で
す。受講生の産婦人科ドクターのゲスト講義に対する深い反響を今回も見せ
て頂き、この分野の情報をさらに充実させるニーズがあることを確信しまし
た。これからもさらに情報を豊富化して行きます。

　今期の授業で学んだこと、学ぶべき事項の価値を知った方は、ぜひこれか
らも、自分から広い視野をもって、学び続けてください。

　ところで授業アンケートの回答を呼びかけましたが、今回も回答者が少な
かったのが気がかりです。「するべきこと」として案内した筈なのです。今
回、回答してくださった学生諸姉には心から感謝いたします。(回答してく
ださった方がほぼ「この授業に満足した」と答えています。安堵しまし
た。)

演習ⅣＢ 駒谷　真美

ゼミの卒論活動については、履修生4年生11人全員が、提出期間初日に無事
卒論と概要の提出を済ませていた。その後冬休みも返上して「卒論発表会」
の準備に取り掛かっていた。アンケート回答期間は、発表会直前で、3年ゼ
ミと合同でランスルーを行い、その結果を踏まえて、11人全員が個別指導を
受けて、最終改善を行っていた。そのため、4年生はアンケート回答まで手
が回らなかったかもしれない。よって、アンケートの詳細について、統計的
な考察は差し控えたい。ただし、「卒論発表会」では4年生11人全員が、素
晴らしいプレゼンをしたことは明記したい。

行政法 金津　謙
貴重なご意見ありがとうございます。今後の授業進行に役立てたいと思いま
す。

調査・実験データ処理法 竹内　光悦

おつかれさま。自由回答の座席に関する課題は難しいですが、他のコメント
に関しては好意的なものが多く、今後の励みにしていきたいと思います。も
う少し予習復習時間を増やせればと思いますので、この辺りは工夫したいで
すね。満足度もおおむね高くて安心しました。調査系分析系ももう少し続
き、そして卒論につながりますので、一つひとつを忘れずに活用していきま
しょう。

演習ⅣＢ 松浦　常夫 卒論、ごくろうさま。

演習ⅣＢ 粟津　俊二 回答者数1なので、なんとも。。

演習ⅣＢ 谷内　篤博
授業評価の結果が高い水準にあり、学生より一定の評価は得られたもののと
思う。今後ともより一層の質的向上をはかっていきたい。

フューチャー・スキル実践 駒谷　真美

　アンケートは、最終回の講義の終了間際に時間を取って実施した。「アン
ケート回答率」は76.5％（34人中26人回答）であった。履修学生は、1年生
で初めて企業や大学とのPBLにグループで取り組んだ。課題解決のため、調
査や討論など授業外での自主活動も多かったが、最後まで真面目にかつ積極
的に取り組み、2つのプロジェクトをやり遂げた。その結果、100％の学生が
「自分の成長を実感」し、92.3%が「授業に満足」していた。
　この講義は、サバティカルで渡欧されている松下先生の代理で、駒谷が暫
定的に担当したのだが、全10項目において全体平均と当該区分平均を大きく
上回る評価を得たことは、教員としても今後の大いなる励みとなった。履修
期間中、学生たちが確実に自律的かつ主体的な意欲と態度を養っていくのを
見取れたことが、何よりの喜びであった。

竹内　美香女性心理学



［2018（後期）人間社会学科　現代社会学科］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

演習Ⅰ 竹内　光悦

おつかれさまでした。今回は二つの企画で進めていきましたがどうでした
か？コメントをみるとグループワークの重要性やプレゼン力がついたなどが
ありましたので、よかったかなと思います。２年生に上がっても知識や技能
をさらに磨いていきましょう。

人格心理学 竹内　美香

何度も何度も、授業評価アンケートへの呼びかけをしたのですが回答者が少
ないのが残念です。朝1番の授業ですので、履修人数も少なかったというこ
ともありますが。 

回答してくださった方、本当に貴重です。
ありがとうございました。 

回答者数は少ないのですが、内容の「理解」、科目内容の「目標一致」「講
義の速さ」と「説明のわかりやすさ」「満足度」など、今年も充分に高い評
価を頂きました。 

1限の授業を履修する時には、実際、学生さんにも「コストをかける」意識
はあるのだろうと思います。その中で履修をされた方々ですから、担当者は
いつも受講者の並々ならぬ熱心な受講態度に触れ、とても励まされました。
本来的な「人格心理学」に必要な内容と、時には大学院並みの詳細な学術研
究情報まで、紹介させていただくことが出来ました。受講生からの的確な、
また熱意あるコメントを毎回頂きましたので、少し専門的かと思う内容も、
講義担当者として臆することなく扱うことが出来ました。結果として、講義
内容を深めることも出来たと思っています。

「人格心理学」は心理学の中でも広いコンテンツにわたる分野です。今期の
授業回でも、まだまだ収まらなかった先行研究も数多あります。受講者の皆
さんからのコメントにも可能な限り回答できるよう取り組みました。受講生
からのコメントは今後の授業内容にも参考にさせて頂き、さらに内容を充実
させて行きたいと思っています。 
 
さらに学びましょう。

演習Ⅰ 斎藤　明
学習効果に関して、設問「この授業を通じて、自身の成長が実感できました
か？」に関して、平均評価値に比して、約0.5ポイント上回っている点から
も一定の学習効果をもたらし、目標が達成されていると考える。

英語コミュニケーションⅠ
山下　早代子,
グティエレズ，ティモシー

記述回答では、複数の学生が読解力が深まった、高まったとコメントしてく
れた。ほかに品詞の知識が身についた、日本語らしい訳を心がけられるよう
になった、筆記体について学べた、TOEICを頑張ろうと思えた、等ポジティ
ブな反応があったのは嬉しいことです。英語学習についてさらにチャレンジ
していただきたいと思います。

心理学実験実習Ⅱ 粟津　俊二
・全項目(学生自身の自己採点除く)の平均値が4.5程度以上であるため、授
業方法等に特に問題は無いと考えます。

演習ⅢＢ 竹内　美香

1年間の専門ゼミ、お疲れ様でした。 

ゼミ生の皆さんは、ご自身の頑張りに対して自信を持って評価できる取り組
みができましたか。 

後期は、前期に実施した「大学生までの家庭と親子の場面」についての調査
の解析報告から開始しました。解析も班メンバーで実によく協力して、かな
り精緻な報告まで完成させることが出来ていたと思います。ちょうどゼミ見
学に来ていた2年生から「3年生になるとあんなすごいことが出来るようにな
るのですね」という声が聞こえたほどです。
卒論準備の専門ゼミとしては、一応、「調査実施・解析・読み込み・報告」
までの手順とスキル獲得の目標は(ある程度)達成できたのではないかと思っ
ています。 
　後期の演習では、卒業研究を視野に入れたテーマで専門学術誌から論文を
収集して「抄読」レポート作成とプレゼンテーションをしました。
戸惑いながらも、全員が自力で課題に取り組めました。発表と質疑・議論も
少し出来て、なかなか有意義なゼミでした。

卒論執筆のために必要十分な調査データを収集するために必要な「仕掛けづ
くり」について、ゼミ生それぞれが、ある程度の見通しを持つことが出来た
でしょうか。 

卒業研究が開始されます。教員とゼミ生が協働して、「報告」「連絡」「相
談」を細かくして、着実に進めましょう。

心身共に健康に、勇気と自信をもって課題に取り組んでいきましょう。



［2018（後期）人間社会学科　現代社会学科］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

演習ⅢＢ 粟津　俊二

・全項目(学生自身の自己採点除く)の平均値が3.5程度以上であるため、授
業方法等に特に問題は無いと考えます。「板書やパワーポイント、配布資料
のわかりやすさ」が3.67で最も低かったですが、これは教員のことか、学生
の発表のことかわかりかねます。

経済学概論 角本　伸晃

一昨年の総合評価は2.98、昨年は3.29、今年は設問15（総合魔族度）で3.64
の評価を得ることが出来ました。全体平均から比べると低い評価ですが、数
式やグラフが出てきて難しい科目にもかかわらず、多くの学生は一生懸命理
解しようと努力してくれて、感謝いたします。 
しかしながら、経済学の重要な概念の１つである「乗数」や「割引現在価
値」などは小数の割り算の式が出てきて、どうしても数式や計算を避けて通
るわけに行きません。分かりやすい授業の工夫をしていきますが、学生の皆
さんも基礎的な計算力は必要なので、身に付けてもらえると、ありがたいで
す。

演習ⅢＢ 角本　伸晃
この授業の満足度（設問15）は5.0と非常に高い評価をいただきました。 
次年度は違うテキストを用いたり、企業との産学連携に取り組みたいと思い
ます。

演習ⅡＢ 高橋　意智郎

双方向型授業と配布資料については、特に力を入れているので、質問項目の
「8.双方向授業等の工夫がされていましたか？」、「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？」の評価はそれぞれ高く（4.43、
4.43）、狙い通りの結果となった。自由回答記述では、「人前で発表する力
が身に付いた」「プレゼンの資料の作り方やディベートのやり方がわかっ
た」などのコメントがあった。今後もこうした評価が得られる授業を試みた
い。

演習ⅣＢ 原田　謙
皆さん、2年間ありがとうございました。
後輩の参考になる卒論を書き上げてくれました。
演習で身につけたスキルを、卒業後も活かしてくれるとうれしいです。

広告・ＰＲ論 斎藤　明

本授業は、ゲストスピーカー（3名）の招聘を含めた産学連携方のアクティ
ブラーニング講義であり、全体としての満足度として、概ね平均値より高い
評価を獲得している、一方、多くの受講生が履修するため、どうしても双方
向型の授業形態には、限界も感じる。

演習ⅡＢ 高木　裕子

今期は新たな試みとして、これまでにない方法論と課題をもって、本演習を
致しました。実験的ではあったかもしれませんが、そこで皆様が何に気づ
き、何を学ばれ、専攻分野での専門内容に関しても、より具体的なイメージ
で意識化できるようになったのであればよかったです。次回は、より洗練さ
れた、わかりやすい課題で行っていきたいと思います。

演習ⅢＢ 原田　謙
授業の内容と方法に関する評価はすべて4.5点を超えているので、おおむね
満足してもらえたようです。自由記述では、今後の卒論や就活の不安も記載
されていましたが、次年度の演習で少しずつ前進していきましょう。

演習ⅢＢ 山下　早代子
ゼミ生のうちたった一人だけのリスポンスだったが、大枠授業に満足してく
れたと思われる回答だったので、嬉しく思う。さらに精進してほしい。

演習ⅣＢ 阿佐美　敦子
卒論締め切りの慌ただしさの中、回答をお願いすることができませんでし
た。しかしながら、ゼミ生の皆が各自、卒論研究に努力したことは確かであ
ります。来年度は回答できるようにいたします。

英語コミュニケーションⅡＢ
阿佐美　敦子,
マルチェフ，ミレン・アンゲロ
フ

回答数が少なく、学生の皆さんからの感想を正確に把握することができませ
んでした。来期は皆さんに回答を呼びかけます。

演習ⅢＢ 蒋　飛鴻
総合評価では全体平均の4.14に対して，この科目は4.75と高くなっており，
すべての項目においても平均をかなり上回っています。今後もよい講義を継
続できればと思います。

言語コミュニケーション教育論 高木　裕子

本科目が日本語教員資格科目であることや、とは言え「コミュニケーショ
ン」を広く知って、応用して頂く必要性があったことから、今期は内容を高
度化、拡大化させて、「教える」という所から少し離してみました。教室の
関係もあり、機器が古いものに対応できなかったり、ボードが使いにくかっ
たり、言葉を教えるというのには不向きな教室でした。授業時間が遅かった
ため、皆様の疲れも出ていたような気がします。次回は環境と教える条件を
うまく整えたいと思います。



［2018（後期）人間社会学科　現代社会学科］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

演習Ⅰ 高橋　美和

自由記述コメントを読むと「レポートの書き方・引用の仕方がよくわかっ
た」「ここで学んだことは今後の他の授業に応用できそう」「人前で話せる
ようになった」「自分の意見をきちんと書けるようになった」といったポジ
ティブな意見がほとんどであるにも関わらず、ほぼ全ての項目で平均値以下
という驚きの結果。回答をよくみると、多くの設問に極端に低い評価を与え
ている受講生が数名おり、このため全体評価が下がったことがわかった。一
部の受講生にとって課題がややハードルの高いものと受け取られたがゆえに
教員に反感を持ったというのが実情かと推測される。今後は、学生の実力の
ばらつき（得意・不得意）をよく見た上で、最終課題提出まで踏むべき段階
を調整しながら授業を運営していくよう心掛けたい。ただ、この授業程度の
リテラシーは大学生として必須であるため、レベルを下げるつもりはない。

演習Ⅰ 数野　昌三

  皆さん、3回同一テーマで掘り下げての発表、身につきましたか？テーマ
設定、問題点の把握・絞り、解決策を経て、パワーポイントおよびレジュメ
の作成、人前でのプレゼンテーションという流れで進めてきました。基礎ゼ
ミでの努力は、必ずや専門ゼミ選択に役立つことでしょう。

英語コミュニケーションⅠ
阿佐美　敦子,
シオティーノ，アン

多くの学生さんたちより、本科目に対して満足いただけている回答を得まし
たが、一方で十分に授業内容を理解できていない方も一割弱、いらしたよう
です。来期はより工夫し、全員に理解していただけるよう努めますが、履修
生には自学修の時間をしっかり取っていただきたと願っています。

演習ⅣＢ 高橋　意智郎 回答者0名につきコメントすることができない。

演習Ⅰ 神山　静香

 　自分で課題を見つけて答えを探求するという大学での学びに必要な力を
養うことを目的としてディベートやプレゼンテーションを実施しました。レ
ポートの作成や卒業論文を執筆するための基礎となる力を養うために、ディ
ベートの手法ややり方についての説明だけでなく、どのような力を養うため
にディベートやプレゼンテーションを行うのか、その目的について、もう少
し時間をかけて具体的に説明する必要があったと思います。この点は次年度
の改善点としたいと思います。

社会と統計 竹内　光悦
全体的な評価は想定よりもあまりよくなかったですが、自由回答の内容は好
意的な内容がほとんどでしたので、それらの良い点を伸ばしつつ、次年度も
進めていければと思います。

演習ⅣＢ 斎藤　明
年度当初から、研究と学習との関係性や違いなどを明確に意識付けを行い、
卒業論文の完成へと指導実施してきた。今後も当該事項に留意した授業設計
を実施する。

演習ⅡＢ 織田　弥生

演習IIBでは，3年生以降につながるようなアカデミックスキルの基礎の習得
を目指しました。具体的には文献を探す，レジュメを作成し発表する，調査
項目を作る，データを取り，結果をまとめる，パワーポイントで結果をプレ
ゼンテーションする，発表に対して質問する，といったスキルです。授業の
内容と方法，総合評価とも，全て平均以上の評価でした。欠席も少なく，皆
さん積極的に授業に臨んでいただいたと思います。自由記述ではレジュメの
作り方，パワーポイントの使い方，プレゼンテーションの仕方が学べたとい
う意見が寄せられました。来年度以降の専門ゼミにも是非役立てて頂ければ
と思います。今後もアカデミックスキルの基礎を身につけられるよう，工夫
していきたいと思います。

管理会計論 蒋　飛鴻
総合評価では全体平均の4.14に対して，この科目は4.55と高くなっており，
すべての項目においても平均をかなり上回っています。今後もよい講義を継
続できればと思います。

心理学統計法 粟津　俊二
・全項目(学生自身の自己採点除く)の平均値が4.0程度以上であるため、授
業方法等に特に問題は無いと考えます。

演習ⅣＢ 数野　昌三

　アンケート回答者5名のみ。皆さんの声が聞きたかったです。卒論提出を
終え、締切日が確定している事柄については逆算せず、可能な限り早く取り
組み、計画的に進めることを学び、発表に関しては3回、限られた7分間とい
う時間の中で人前でわかりやすく説明することの難しさを理解できたことと
思います。あっという間の2年間でした！

ダイバーシティ論 山根　純佳
予習復習時間にバラツキがあったので統一されるように課題の出し方を工夫
したい

演習ⅣＢ 高橋　美和

3名のみの回答であり、平均値との比較からのコメントは不能。進度（の速
さ？遅さ？）と説明のわかりやすさの点でやや不満としている回答があった
が、正直なところ徒労感を禁じ得ない。一人一人異なる卒業論文執筆進度に
合わせた具体的な指導・励まし・援助に心をくだいていたつもりである。



［2018（後期）人間社会学科　現代社会学科］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

社会文化事業論 高木　裕子 お忙しいでしょうが、次回は回答お願いします。

演習ⅢＢ 高木　裕子
いよいよ卒業を迎える4年次に向けて、グレードアップできるよう、学びを
深めて参りましょう。

演習ⅢＢ 谷内　篤博
全体的に学生の満足度が高く、意義のある演習であったと評価できる。次年
度はさらなる質的向上を目指していきたい。

社会ネットワーク論 干川　剛史

　この授業は28名受講しているが回答者10名なので、回答に偏りがあること
が危惧されることを前提にコメントします。 
　当該区分平均と比べて、この授の平均は、「10.教員の声と言葉の聞き取
りやすさ」以外のすべての項目で上回っているので、発声に注意するように
心がけたい。

演習ⅢＢ 織田　弥生

演習IIIBではプレ卒論に取り組みました。具体的には，文献を探し，研究計
画を立て，刺激や質問紙を作成し，実際にデータを取り，入力・解析をし，
卒論と同様のレイアウトでレポート作成を行いました。授業評価の内容は，
授業の内容と方法，総合評価とも，全て平均以上の評価でした。少しハード
な内容だったかもしれませんが，卒業論文を書く際に必ず役に立つと思いま
す。これからも，研究の面白さを伝えられるように授業をしていきたいと思
います。

消費者心理学 斎藤　明

本授業は、講義形式であるが、全体としての満足度（トップボックス２つの
合計）として、90%以上と概ね高い評価を獲得している、一方、多くの受講
生が履修するため、どうしても双方向型の授業形態には、限界も感じる。今
後は、当該事項に留意して、授業設計に取り組みたいと考える。

社会調査実習Ⅱ 竹内　光悦
おつかれさまでした。全体を通じて、みなさんよく頑張ったと思います。今
回の経験をぜひ卒論等にも活かしていきましょう。

演習ⅢＢ 神山　静香

　教員からの指示が十分でなく回答数が少ないため、全体の評価とは言えな
いかもしれませんが、授業を通じた成長が実感できたとの項目で肯定的な評
価が得られたことを大変嬉しく思います。それぞれが意欲的に課題に取り組
んでくれたと思います。今後とも一人ひとりと十分なコミュニケーションを
とりながら指導を行っていきたいと思います。

演習ⅢＢ 高橋　美和

すべての項目で平均かそれ以上であった。特に、「この分野に興味をもち、
さらに学びたい」という項目の回答が高かったことは嬉しい限りである。カ
ンボジア研修を実施したこともあってか「異文化への興味が深まった」とい
うコメントもあった。卒業研究につなげていけるよう、十分な指導をしてい
きたい。

演習ⅢＢ 駒谷　真美

　「アンケート回答率」が26.7％（15人中4人回答）であった。今回は講義
中にアンケート回答の時間を割かず、学生の自主性に任せた。3年生は、卒
論計画書を作成し、インタビュー等の調査を開始したばかりで、アンケート
回答まで手が回らなかったかもしれない。よって、結果の詳細について統計
的な考察は差し控えたい。 
　4人の回答であるが、10項目において全体平均と当該区分平均を上回る評
価を得たことは、有り難い。特に「理解度」「自己成長」「専門的学び希
望」「自己採点」「授業満足度」について、学生自身が肯定的評価をし、実
感してくれていることが何よりも嬉しい。

演習ⅣＢ 山根　純佳 欠席回数が多い学生もいたので，出席を促すように努力したい

英語コミュニケーションⅠ
山下　早代子,
マルチェフ，ミレン・アンゲロ
フ

記述回答では、品詞・表現・発音について理解が深まった、問題の解き方の
理解が深まった、読解のコツがわかった、英語の知識が身についた、単語の
意味から分かりやすく説明してくれた、マイクを回して答えるのは最初いや
だと思ったが眠くなったりせず常に危機感を持って学習に取り組めた、と
いった感想が書かれていた。たくさんの学びがある授業であったと思ってく
れたら嬉しい。

異文化理解 阿佐美　敦子,山下　早代子

本科目の履修を通じ、9割を超える方々から自身の成長を感じるという感想
をいただき、とても嬉しく存じます。来期もより一層の努力をし、皆さんに
満足していただけるよう努めます。(阿佐美）
ほとんどの項目についてプラスの評価が多かったことは、皆さんの満足にも
つながっていると思います。異文化理解について興味を持って下さったこと
を嬉しく思います。今後も興味を持ち続けていただきたいと思います。（山
下）



［2018（後期）人間社会学科　現代社会学科］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

人間教育学概論 広井　多鶴子
教員の声が聞き取りやすかったかという設問が、3.96とやや低かった。配布
資料の説明を急ぎすぎているのかもしれない。より分かりやすくなるよう工
夫していきたい。

演習ⅣＢ 蒋　飛鴻

11問この授業を通じて、自身の成長が実感できましたか
13問この科目（系・分野）をさらに専門的に学びたいと思いましたか
14問あなたのこの授業に対する自己採点（成績評価）は何ですか

以上の3問にについては，受講生の自己評価がかなり控えめで，もっと自信
をもってほしいです。

社会と統計 竹内　光悦

全体的な評価は想定よりも低かったですが、自由回答項目ではポジティブ意
見がほとんどでした。受講生でも個人差があると思いますが、多くの受講生
の習熟度が高まるようにしたいと思います。そのためにも不明点は早めに質
問してください。

演習ⅢＢ 山根　純佳
予習復習時間にバラツキがあったので，統一されるように課題の出し方を工
夫したい

地域経済論 角本　伸晃
経済分野は数式やグラフが出てくるので学生にとって難しい科目にもかかわ
らず、地域経済論では設問15（この授業の満足度）が3.90と高い評価をいた
だき、感謝いたします

国際企業論 高橋　意智郎

双方向型授業と配布資料については、特に力を入れているので、質問項目の
「8.双方向授業等の工夫がされていましたか？」、「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？」の評価はそれぞれ高く（4.50、
4.00）、狙い通りの結果となった。今後もこうした評価が得られる授業を試
みたい。

演習ⅢＢ 阿佐美　敦子
終了時は大変慌ただしく、1名の回答を得るのみとなってしまいました。
結果として、皆の感想を知ることができず、申し訳なく存じます。来期は回
答を促すようにいたします。

英語コミュニケーションⅠ
阿佐美　敦子,
ミラー，ブルース

本科目の履修を通じて、自己の成長を感じられたという方が多くいらしたこ
とは、担当者として大変嬉しいです。来期も、さらに多くの皆さんに同様に
思っていただけるよう努めます。

経営学概論 篠﨑　香織
履修者の関心に寄せるとともに必要な概念の理解が深まるように心がけてい
きます。

演習ⅣＢ 山下　早代子
たった一人だけのレスだったが、特に大問Ⅱは授業そのものにたいする評価
で、そこがすべて５の評価を得られたのは回答してくれた学生の満足度がわ
かり嬉しく思う。

キャリア・マネジメント論 谷内　篤博
授業内容が難しいためか、全体的に評価があまり良くない。スピードが速す
ぎるのと、解説が難しいのが大きな要因と思われる。次年度は1年生科目に
なるため、よりやさしく、わかりやすい授業を心がけたいと思う。

演習ⅡＢ 山根　純佳
予習復習時間の回答にバラツキがあったので，統一されるように改善をした
い

演習ⅢＢ 竹内　光悦

回答者数が伸び悩むため、なんともですが、回答者の評価はとても高く、安
心しました。来年度はいよいよ４年生ですが、３年生のときの経験を踏まえ
てさらに悔いのない１年間、そして精進していきましょう。もちろんこれか
らもいろいろと質問してください。

教育社会学 広井　多鶴子
受講者数が少なかったので、文献を読んで発表する授業にした。評価が良
かったのは、専門的な文献をまとまって読んだことが自信につながったため
ではないかと思われる。

地域社会学 高橋　美和

ほぼ全ての項目において平均以上であった。コメントによれば、東南アジア
諸社会に興味をもってもらえたようで、その点よかった。一方、授業冒頭の
「前回の振り返り」について、「毎回の復習時間がやや長く、それが全体の
進度（の遅さ）に影響したかも」というコメントがあった。毎回、遅刻者が
多かったため、そうした学生に対する配慮が過ぎたかもしれない。ただ、全
体として、予定していた授業内容はカバーできていたことは申し添えたい。

演習ⅣＢ 広井　多鶴子
回答者が３名と少なかったが、大問Ⅲの数値が高かったことから、卒論の執
筆に対して満足感があるのではないかと思う。



［2018（後期）人間社会学科　現代社会学科］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

現代企業論 高橋　意智郎

双方向型授業と配布資料については、特に力を入れているので、質問項目の
「8.双方向授業等の工夫がされていましたか？」、「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？」の評価はそれぞれ高く（4.05、
4.32）、狙い通りの結果となった。自由回答記述では、「企業の仕組みが理
解できた」などのコメントがあった。今後もこうした評価が得られる授業を
試みたい。

演習Ⅰ 広井　多鶴子

自由記述では、「プレゼンの仕方やレポートの書き方が分かった」「ディ
ベートをしたことがいい経験になった」といった記述が多かったが、その割
には評価はあまりよくなかった。説明が分かりにくいようだったので、工夫
していきたい。

情報ネットワーク 駒谷　真美

　アンケートは、最終回の講義の終了間際に時間を取って実施した。「アン
ケート回答率」が57.7％（26人中15人回答）であった。 5時限目にもかかわ
らず、履修学生の多くが真摯に取り組んでくれた。「情報セキュリティ」を
扱った最新の内容とスタイルであったが、学生たちは戸惑うことなく、柔軟
に適応してくれた。 
　その結果、総合的に、全10項目において全体平均と当該区分平均を大きく
上回る評価を得たことは、教員として、最先端の講義内容を教えるやりがい
を大いに感じた。ネットの功績と脅威に興味関心を高めながら積極的に学
び、課題を自ら発掘し、グループ発表を最後までやり遂げてくれた学生たち
に感謝したい。

教育心理学 織田　弥生

授業の内容と方法，総合評価とも，全て平均以上の評価でした。今後もこの
状態を維持したいと思います。自由記述では，学習・記憶・発達等，教育心
理学についてよくわかった，実生活に役立てたい，等の意見がありました。
今後もわかりやすい説明を心がけたいと思います。授業の内容と方法に関す
る項目の中で，「双方向授業」の評価も平均を上回りました。人数が多くな
ると双方向授業は難しいですが，今後もresponで授業内容に関するクイズを
出す，manabaで復習の小テストを出す，などを継続したいと思います。

応用心理学 松浦　常夫 ５限にも関わらず出席していただき、ありがとう。

演習ⅣＢ 竹内　光悦
回答者が 0 人のため、コメントができません。とりあえず次年度は回答す
るようにさらに強めに指導していきたいと思います。

コミュニケーション概論 高木　裕子

1年必修、後期授業であったので、前期での「学び」が伸長していると期待
し、学習内容は少し変えた。しかし、自身の体調のこともあり、計画通りに
進められなかった。また、例年のごとく、大人数でのクラスで、教室活動は
限られ、機器等の問題も改善されないままだったため、全員が同じように満
足し、授業内容が十分に理解できたかと言えば難しかっただろう。広く全員
が内容を理解し、わかった・使えた、そうだったのかと納得させるまでは、
時間も環境も双方の条件も整わなかった。わかりやすさとわかるとの間には
幾つかの学びでの壁があるので、これがうまく乗り越えられるよう、改善し
ていきたい。

国際経済論 高橋　意智郎

双方向型授業と配布資料については、特に力を入れているので、質問項目の
「8.双方向授業等の工夫がされていましたか？」、「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？」の評価はそれぞれ高く（4.07、
4.33）、狙い通りの結果となった。自由回答記述では、「国際的なお金の流
れが理解できた」「グループワークに楽しく取り組めた」などのコメントが
あった。今後はいっそう、グループワークを工夫するようにしたい。

演習Ⅰ 粟津　俊二
全項目(学生自身の自己採点除く)の平均値が4.0程度以上であるため、授業
方法等に特に問題は無いと考えます。

原価計算論 蒋　飛鴻
総合評価では全体平均の4.14に対して，この科目は4.45と高くなっており，
すべての項目においても平均をかなり上回っています。今後もよい講義を継
続できればと思います。

演習ⅡＢ 角本　伸晃
設問13（さらに専門的に学びたいか）で3.25と非常に低い評価となりまし
た。学生が興味を引くテーマや重要と思う内容に改善していきたいと思いま
す。
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全員が卒業論文を提出することができました。 

　まずは安心し、頑張った一人ひとりに担当教員としても感謝申し上げたい
と思います。回答者が少ないのが気になりますが、最終の発表会では十分な
仕上がりを見せて頂きましたので、それぞれが「卒業論文」を自分のものに
出来たのだろうと、安心しました。 

　さて、「卒論」は個々人の大きな課題であり、自力で解決することに直面
する集大成としての「修行の場」でもあったはずです。 
　課題に直面して、その課題を打開する主体は自分であり、誰も替わること
はできません。しかし卒業論文の取り組みのよいところは、そのような苦し
い時にも、けっして孤独になるのではなく、教員やゼミの仲間に呼びかける
ことができる、そのような人的財産を持っていることも知ったはずです。 

　社会人として責任ある仕事をする時も同じです。

「抱え込む」ことが責任を果たすことではなく、周囲の関係者に「報告」
「連絡」「相談」することが、つまり、責任を果たす、役割を果たすという
ことなのです。その過程で「自分がするべきこと」「自分の到達目標」に向
かい合うのが「健康なワークスタイル」の実現につながるのではないでしょ
うか。

　今年度も、卒業論文執筆の大切な時期に「体調を崩しています」と報告す
る人が多かったのですが、指導担当者としては非常に心配しました。日頃か
ら健康の基礎を持っておくことも、人生の様々な局面で出遭う「チャンス」
を確実に自分のものにするための大切な条件だと思います。

　規則正しい生活、特に睡眠時間の確保、毎日の「食習慣」をおろそかにし
ないこと、そして仕事のスケジュール管理を、習得してください。それが、
よき人生の獲得・実現に何よりも必要な原則であろうと思います。

　教員・学生、お互いに、「祝福」を受けるに値する「自分」になる努力
を、これからも続けましょう!!

演習Ⅰ 金津　謙
貴重なご意見ありがとうございます。今後の授業進行に役立てたいと思いま
す。

簿記論Ⅱ 蒋　飛鴻
全体科目平均の4.14に対してこの科目の平均が4.22となっています。今後も
双方向授業において工夫していきたいと思います。

メディア社会論 駒谷　真美

　アンケートは、最終回の講義の終了間際に時間を取って実施した。「アン
ケート回答率」が46.6％（88人中41人回答）であった。履修学生は、5時限
目でかなり疲れている状態にもかかわらず、15回の講義と6回のリフレク
ションシートと2回の課題レポートについて、最後まで真面目にかつ積極的
に取り組んでくれた。特に、アドミュージアム東京のフィールドワークと冬
休みの災害報道レポートを課題にしたが、果敢に参加してくれた。 
　その結果、大人数の講義で、10項目において全体平均と当該区分平均を大
きく上回る評価を得たことは、大変喜ばしく、今後の励みとしたい。

演習ⅢＢ 篠﨑　香織
回答率が悪いので授業時間中に授業評価をするようにします。
演習で養った力はすぐには実感できるものではないので、学んだことを実生
活の中で活かす意識をしていって欲しいです。

商法概論 神山　静香

回答者のうち半数近くが、履修理由として授業内容に興味があったからと回
答し、半数以上がさらに専門的に学びたいかとの項目で肯定的な回答をして
おり、授業時のレスポンによるアンケートでも積極的にコメントを記入して
くれた学生が多く、積極的な姿勢で授業に臨んでいた学生も多かったように
思います。改善点としては、説明のわかりやすさの項目では回答者の約70％
が肯定的な評価でしたが、授業の理解度の点で回答者の約20％が「時々理解
できなかった」と回答しているため、次年度は、この点を改善点としたいと
思います。レスポンによるアンケートやリアクションペーパー等で受講者の
理解度や興味・関心等を確認しながら、資料や配布レジュメに反映させ、わ
かりやすいものに改善していくとともに、法律の専門用語などについて、で
きるだけ平易な言葉を使用して、わかりやすい説明を心掛けたいと思いま
す。また、予習・復習時間等が少ないため、様々な法律問題について考えて
もらうための予習・復習課題等も検討したいと思います。

演習ⅡＢ 広井　多鶴子

自由記述では「レポートの書き方が分かった」「成長を感じることができ
た」といったコメントが多かったが、そう感じなかった人も４分の１ほどい
たようだ。授業のスピードがとくに低い数値だったので、授業の進度が問題
だったのかもしれない。

演習ⅡＢ 松浦　常夫 興味を持っていただき、ありがとう。

竹内　美香演習ⅣＢ
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グローバル・スタディーズ 神山　静香

教員からの指示が十分でなかったため回答数が少なく、全体の評価とは言え
ないかもしれませんが、回答者の半数以上が履修理由として授業内容や教員
への興味を挙げていることや、この授業を通して自身の成長が実感できたか
との質問に対して、80％以上の受講者が肯定的な回答をしており、積極的な
姿勢で授業に臨んでいた学生も多かったように思います。殆どの項目で肯定
的な評価が得られたため、次年度も同様の評価を得られよう心掛けていきた
いと思います。配布資料やレジュメのわかりやすさの点で改善すべき点があ
ると思いますので、この点を次年度の改善点として、レスポンやリアクショ
ンペーパー等で受講者の理解度や興味・関心等を確認しながら、資料や配布
レジュメに反映させ、わかりやすいものにしていきたいと思います。また、
予習・復習等を行って授業に臨んでもらいたいと思いますので、予習・復習
のために課題等も検討したいと思います。

演習ⅣＢ 角本　伸晃

卒論の提出が終わった後に、授業アンケートの期間となったので、1人しか
回答をしてくれていませんでした。しかし、この授業の満足度（設問15）は
4.0と高い評価をいただきました。
社会人になってから卒論の作成で身につけたスキルが活かせると思いますの
で、卒業後の活躍を期待します。

演習ⅡＢ 数野　昌三
　演習ⅡＢ期間中に専門ゼミが決定し、慌ただしく時が経っていきました。
レジュメを作成し、パワーポイントを含め各々3回の発表、掘り下げて調査
することの大切さを理解できたと思います。専門ゼミでファイト！

現代日本経済論 角本　伸晃

内容が日本経済の多岐にわたり、すべての回で興味を持続させることは難し
かったようです。しかし、卒業してから長い人生の中で必ず必要となる内容
を盛り込んだつもりなので、テキストは捨てずに将来の必要なときに役立て
てもらえると、うれしいです 


演習ⅣＢ 高木　裕子
ご自身の成長も実感されながら、より専門的に学びを深めたいとお考えにな
られたことは、将来に向けたご自身の真の力になると信じております。これ
からも多方面に関心や意識を向けて、学び続けていってください。

演習ⅣＢ 神山　静香

　教員からの指示が十分でなく回答が少ないため、全体の評価とは言えない
かもしれませんが、全ての項目での肯定的な評価とコメントに感謝いたしま
す。自発的・積極的に学ぶことへの意欲が生まれたとのコメントがあり大変
嬉しく思います。全員が自発的、意欲的に卒業論文の執筆に取り組むよう、
一人ひとりとコミュニケーションをとり、各自の興味や関心を十分に理解し
ながら指導を行っていきたいと思います。

演習ⅢＢ 斎藤　明
年度当初から、専門研究に関する基礎理論の理解・習得への意識付けを行
い、専門研究への土台つくりに留意し運営してきた。一方で、産学連携を含
めた履修者協働による協働力向上にも取り組んできた。

都市フィールドワーク 原田　謙

総合的な満足度が4.67点であり、説明のわかりやすさも4.78点であり、この
授業を通じて自分の成長も実感してもらえたようです。「質的調査」のデー
タ分析を初めて体験した学生も多かったようですので、ゼミや卒論で、今回
学んだ方法論を活かしてください。

英語コミュニケーションⅡＢ
山下　早代子,
シオティーノ，アン

筆記コメントを読むと、読解力が身についた、文章を読み解く力がついた、
英語を効率よく読めるようになった、TOEICのコツを掴むことができた、
TOEICの点数を上げることができた、等英語授業をプラスにとらえてくれて
いることがわかる。英語のコツを掴むことと少しの努力をすれば難しいと
思っていた英語もあなたのものになります。今後も励んでほしいと思いま
す。

心理学概説 松浦　常夫 授業がざわついて残念でした。

演習ⅢＢ 広井　多鶴子
演習Ⅲでは、「卒論を進めることができた」「プレゼンの練習になった」と
いった感想が寄せられたが、自分の力がついたと思えるように工夫していき
たい。

女性と労働 山根　純佳
Q２予習復習時間Q4理解度の回答にバラツキがあったので，統一されるよう
改善を重ねたい

法律学 数野　昌三

　「法律」と聞くと、法学部以外では堅苦しく自分たちとは縁遠い存在とイ
メージする学生がほとんどです。しかし、条文解釈は難しいものの、自分た
ちの身近に存在し、日常生活上必須であることが理解できたことは、今後、
法律を学ぶうえで重要なことと思います。
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演習ⅣＢ 篠﨑　香織

回答率が悪いので授業時間中に授業評価をするようにします。
演習ⅣBは卒業論文の執筆がメインなので、個別対応が多かったため、授業
の進め方がアンケート項目と一致しにくいかと思います。
卒業論文は、個人の関心に合わせて取り組んでもらいましたが、進捗、内容
の深掘りの程度は、個人の頑張りも大きく影響していました。

演習ⅢＢ 松浦　常夫 楽しく授業ができました。

社会調査方法論 原田　謙

成績評価の分布は＋Aが12.8%、Aが38.3%、Bが28.7%、Cが13.8%、不合格が
6.4％でした。分布としては、皆さんの「自己評価」に近いですね。説明や
配布資料のわかりやすさや、声の聞き取りやすさは4.6点を超えており、比
較的高評価だったようです。今回学んだ方法論を、社会調査実習や卒業研究
でぜひ活かしてください。
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