
 
  

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）教職課程］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

教育課程論 清田　夏代
アンケート結果については概ね納得している。今後もこうした結果が得られ
るよう，引き続き努力していきたい。

教育方法・技術論 宮脇　郁

　わかりやすい授業を心がけていますが、中程度の評価でしたので、これを
もっと高めていきたいです（設問7）。双方向性が比較的高かったのはよ
かったです（設問8）。課題へのフィードバックをできるだけ丁寧に行うこ
とを心がけた効果かもしれません。
　この授業の大きな特徴として、模擬授業を行うことが挙げられます。模擬
授業の準備は大変だったと思いますが、自由記述の回答によると、とても役
に立ったとのことでした。今後も継続していきたいと思います。
　自分自身が成長できたかという問い（設問11）の回答はそれほど高くあり
ませんが、教える方の立場からすると、成長の様子が大いに見られたと思い
ます。今後の教職過程での学習につなげていってほしいです。

国語科教育法（４） 渡邊　重人

昨年度の結果を踏まえ、小論文指導では授業時間外での学習に取り組んでも
らいました。ただし、Ⅰ2の予習復習時間は1.03hと微増であったので、事前
説明や課題の事前配布による改善を試みます。また、次年度の課題として
は、皆さんが実践する時間を確保すること、自己採点（成績評価）を高める
こととし、この点についても改善する予定でいます。

国語科教育法（１） 渡邊　重人

昨年度と同じく授業の理解度・自己採点がやや低めの評価となりました。学
習指導要領の移行期であるため、学習内容が増えたことも影響していると考
えます。この点が、授業の進度についても影響が出てしまったようです。学
習内容を削減することは難しいため、プリント等の配布資料を見直すことで
対応します。さらに、授業の理解度・自己採点を高めるべく、学習内容を実
践する場を設ける予定です。

介護支援基礎論 柏崎　秀子

　内容と方法の各項目が平均を下回っており、同科目の他クラスとは異なる
結果であったため、その理由を探り、今後の改善に活かしたいと思います。
コメントからは、穴埋め形式の資料を使用したことが、全体的な理解よりも
個々の語句を埋めて資料を完成させる方に、多くの注意が向かうことにつな
がってしまったのかもしれないと推測しました。ノート取りの負担が軽くな
るようにと穴埋め形式にしたのですが、予想しなかった反応となったため、
再考が必要だと思いました。今後は、このクラスの学生の几帳面な特徴を理
解して、要旨を掴むことが大事か細部の語句を押さえることが重要か、各課
題でより明確に伝えてから活動を行うようにしようと思います。また、扱う
内容を取捨選択して、時間的に余裕が持てるようにしていきたいと思いま
す。
　さらに、この授業の目的のひとつに、来年度の学外体験にむけた社会人と
しての態度の育成があるのですが、そのような他の授業とは異なる観点が加
味されていることが、なかなか伝わらなかったようで、よりきめ細かく授業
の目的を伝えていきたいと思いました。
　なお、コメントには、各障害に対して以前に持っていた抵抗感が授業に
よって減ったことや、グループ活動の際に教員から常に声掛けがあって楽し
く学べたこと、現場教員による特別講義や高齢者疑似体験などの諸活動が印
象深かったことなど、授業目標が達成できたり授業の取り組みを肯定的に捉
えたりしている学生もいることがわかり、喜ばしく感じました。そのような
認識が増えるよう工夫を重ねていきたいと思いました。

教育相談 櫻井　成美

授業アンケートの結果から、授業への満足度や理解度は概ね高いことが明ら
かになりました。授業中も、予習や授業内課題等にしっかり取り組み、関心
を持って授業に参加している学生さんが多かったです。

強いて言えば、昨年度同様、コメントペーパーの記入に関して、感想の記載
は多いものの、質問や疑問があまり出ませんでした。授業を理解するだけで
なく、そこからさらに発展させて知りたいと思ったことや、疑問に思うこと
などを意識するようにしていくと、さらに学びが深まります（ただし、今年
度は授業内で紹介した参考図書の貸し出しや閲覧が多かったようなので、授
業後もテーマに関心を持ち学びを深めてくれた学生さんが多かったように感
じています）。今後の授業でも、疑問点や問題点を提起し学びを深める展開
を工夫していきたいと考えています。

自由記述欄に書いていただいた、今後取り上げてほしい内容やテーマについ
ては、今後の授業に反映させていきます。ありがとうございました。

教職入門 小林　茂子
グループワークの方法をさらに改善したいと思います。
また、レジュメなどもわかりやすさを考えて説明したいと思います。

教職実践演習（中・高） 菅沢　茂
履修者6名中、回答ゼロでしたが、参加姿勢や理解度は良好であり、参加者
全員が演習資料の作成や発表に積極的にかかわり、授業の目的は十分に達成
されたと思います。



［2018（後期）教職課程］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

教職研究ｂ 山田　佳子
教育課題について、関心をもち、自分の意見を言えるように15時間を進めて
きました。アンケートを書く時間がなかったようですが、この時間に学んだ
ことを今後の進路に生かしてほしいと思います。

教育方法・技術論 宮脇　郁

　わかりやすい授業を心がけていますが、中程度の評価でしたので、これを
もっと高めていきたいです（設問7）。双方向性が比較的高かったのはよ
かったです（設問8）。課題へのフィードバックをできるだけ丁寧に行うこ
とを心がけた効果かもしれません。
　この授業の大きな特徴として、模擬授業を行うことが挙げられます。模擬
授業の準備は大変だったと思いますが、自由記述の回答によると、とても役
に立ったとのことでした。今後も継続していきたいと思います。
　自分自身が成長できたかという問い（設問11）の回答はそれほど高くあり
ませんが、教える方の立場からすると、成長の様子が大いに見られたと思い
ます。今後の教職過程での学習につなげていってほしいです。

教職実践演習（中・高） 清田　夏代
　アンケート結果については概ね納得している。今後もこうした評価を得ら
れるよう，引き続き努力していきたい。

英語科教育法（１） 中山　誠一 今後は授業の内容にさらに興味を持ってもらえるよう努力していきたい。

英語科教育法（３） 津田　ひろみ

後期は英吾教育についてつっこんだ内容だったので難しかったと思います
が、毎回のレポートなど頑張りました！回を追うごとに、話し合い、模擬授
業、レポートの内容に成長していく様子がみえて頼もしく感じました。5分
間アクティビティではお互いに学ぶことが多かったと思います。実習に向け
て英語の勉強、日本語文章力をますます磨くなど準備を続けてください。何
か困ったことがあれば、連絡くださいね！

英語教育学講義 砂田　緑

全体の満足度は概ね良い結果となったように思います。今後の課題として2
点挙げると、予習復習の時間が少ないことと、説明が分かりにくい部分が
あったことです。授業外に取り組む課題を増やして、授業の内容をより充実
させるよう工夫していきたいと思います。専門的な内容（特に研究の結果や
意義を説明する部分）は説明が複雑になりがちだったため、より簡潔に理解
しやすい説明を心掛けたいと思います。

介護支援基礎論 柏崎　秀子

  内容と方法に関して平均前後であり、全体的にも自己成長の実感が高かっ
たことから、基本的には良好だったと思われます。資料のわかりやすさや聞
き取りやすさについて、担当者の対応が肯定的でしたので、今後も同様の工
夫をしていこうと思います。一方、進むスピードについては、もう少し時間
的な余裕を持つようにした方がよいと感じました。特に、最後の「簡単な復
習」は何も見ないでも即回答できる想定でしたが、ここもそれなりの時間を
配分するようにしようと思います。コメントでは、授業によって様々な障害
について理解できたり、回を重ねる毎に理解が深まった等があり、目標が達
成できたようで喜ばしく感じました。

教職入門 小林　茂子 グループワークの方法をさらに改善したいと思います。

教育課程論 清田　夏代
アンケート結果については概ね納得している。今後もこうした結果が得られ
るよう，引き続き努力していきたい。

教育課程論 菅沢　茂

本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教育課程の意義とは何か
について簡潔に答えられ、もし一校を任せられたとしたら自分はどんな学校
をつくり、どんな生徒をつくるかを考えられることでした。分析結果を見る
と、2名の回答ですが参加姿勢や理解度は概ね良好であり、本授業の目的は
達していたといえます。毎回の授業で3分間スピーチをいれ、こちらが用意
した課題についてグループ討論と発表を行いましたが、途中から遅刻や欠席
が増え十分な時間が取れませんでした。今後は考え議論する授業展開となる
ようさらに工夫します。

教職実践演習（中・高） 菅沢　茂
履修者10名中、2名の回答でしたが、分析結果を見ると、参加姿勢や理解度
は良好であり、参加者全員が演習資料の作成や発表に積極的にかかわり活気
のある授業展開となりました。授業の目的は十分に達成されたと思います。

教育方法・技術論 宮脇　郁

　わかりやすい授業を心がけていますが、中程度の評価でしたので、これを
もっと高めていきたいです（設問7）。双方向性が比較的高かったのはよ
かったです（設問8）。課題へのフィードバックをできるだけ丁寧に行うこ
とを心がけた効果かもしれません。
　この授業の大きな特徴として、模擬授業を行うことが挙げられます。模擬
授業の準備は大変だったと思いますが、自由記述の回答によると、とても役
に立ったとのことでした。今後も継続していきたいと思います。
　自分自身が成長できたかという問い（設問11）の回答はそれほど高くあり
ませんが、教える方の立場からすると、成長の様子が大いに見られたと思い
ます。今後の教職過程での学習につなげていってほしいです。



［2018（後期）教職課程］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

教育制度（栄養） 清田　夏代
　アンケート結果については概ね納得している。履修していた学生について
は遅刻欠席がほとんどなく，授業への参加態度も大変良かったと評価してい
る。

教育方法・技術論（栄養） 柏崎　秀子

　内容と方法の各項目がどれも平均点以上でしたので、この進め方が受け入
れられていたとわかりました。特に、説明の分かりやすさ、双方向性の工
夫、聞きやすさで高い値で、学生も授業内容をよく理解したうえで積極的に
取り組んでくれたのだと認識しています。
　この授業は模擬授業を計画して実施するという大きなテーマのもと、初め
ての教師側の経験をする内容でしたので、学生は試行錯誤しながら大変だっ
たことと推測しますが、自己成長の実感も高い値だったことから、一連の取
り組みで、学生自身も手応えを感じることができたとわかり、嬉しく思いま
す。
　次年度は、さらに専門的な内容を学びますので、この科目の学習を活かし
て、学生がさらに学習を深めていくことを願っています。

教育原理（栄養） 菅沢　茂

履修者11名中、回答ゼロでしたが、参加姿勢や理解度は概ね良好であり、こ
の授業の目的はほぼ達成できたと考えます。グループ討論と発表の形式、3
分間スピーチの時間区分の設定など、さらに改善していきたいと思います。
配布資料が多かったので、簡素化と分かりやすさに心掛けます。

教職実践演習（栄養） 清田　夏代,白尾　美佳
　アンケート結果については概ね納得している。今後もこうした結果が得ら
れるよう，引き続き努力していきたい。

教育課程論（栄養） 清田　夏代
　アンケート結果については概ね納得している。履修していた学生について
は遅刻欠席がほとんどなく，授業への参加態度も大変良かったと評価してい
る。

介護支援基礎論 柏崎　秀子

　内容と方法の各項目が平均に近い値であったことから、基本的にはこの進
め方でよさそうだが、全体的にもう一歩、工夫が望まれていることがわかり
ました。伝えたい内容はたくさんあるのですが、重要度を考慮して内容の絞
り込みを行い、よりわかりやすくなるよう、資料の提示や進め方の工夫をし
たいと思います。また、コメントで、福祉や介護についてよく理解できた
り、来年の学外体験に活かせるなどの記述があったことや、自己成長の実感
が高かったこと等から、授業の目標が達成できたようで喜ばしく感じまし
た。

教育課程論 菅沢　茂

本授業のねらいは、15回の授業の終了後、皆さんが教育課程の意義とは何か
について簡潔に答えられ、もし一校を任せられたとしたら自分はどんな学校
をつくり、どんな生徒をつくるかを考えられることでした。分析結果を見る
と、29名中3名の回答でしたが、参加姿勢や理解度は皆さん大変良好で活気
のある授業となり、本授業の目的は達していたと考えます。毎回の授業で3
分間スピーチをいれ、こちらが用意した課題についてグループ討論と発表を
行いましたが、十分な時間が取れませんでした。今後は授業展開に工夫し
て、考え議論する授業展開となるようさらに工夫します。

教職入門 小林　茂子 グループワークの方法をさらに改善したいと思います。



［2018（後期）教職課程］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

　本授業は，教職課程において「理論に基づいた授業の設計・実施・改善
を，ICTを用いて実践できること」を目標に，学習指導案の作成，模擬授業
の実施，ICTの活用を具体的な課題としていました。 

(1) 教育効果の向上を目的として実施した工夫や取り組み等 

　本授業では教育効果の向上のため，以下のような工夫や取り組みを行って
いました。 

　・グループワーク：「同僚と話すように」という状況・目標を設定した上
でペアワークを導入しました。導入により，他者の作成物を見る機会を得た
り，他者と相互に評価し合う機会を得たりすることで，自分の制作物を客観
的に見る力を得ることに加え，建設的な議論を行う力を得ることを狙いまし
た。 

　・大福帳の活用：15回分をA4で１枚にまとめ，毎回の書き込みに教員がコ
メントを返すとともに，匿名性に配慮した上で，必要に応じ内容を授業冒頭
で全体共有しました。大福帳の導入により，授業の楽しさ・内容理解・教員
との信頼関係の３点を向上させる効果を狙いました。 


　・電子黒板の体験：１回分の授業の中で，電子黒板と通常の黒板の両方を
同時に体験してもらいました。体験により，二種の黒板に少しでも慣れ，教
具の特徴を活かした使い分けの力を促進させる効果を狙いました。
　・その他の工夫：模擬授業の導入，指導案と授業の改善チェックシートの
活用，タイマーでの時間管理

(2) 学生の要望に対する対応（フィードバック）等

　本授業では，対面や大福帳から学生の要望を随時得ることで，即時もしく
は次回授業までに対応しました。

(3) 学生からの授業評価

　【みなさんへ】半期おつかれさまでした。リフレクション・シートの記述
から，おおむね授業に満足してもらえて，成長も実感してもらえたように感
じました。授業が役に立てれば何よりです。作成した学習指導案や模擬授業
の経験やIDの理論と，今後の実習等での学びをぜひ組み合わせてがんばって
ください。

教職入門 小林　茂子 グループワークの方法をさらに改善したいと思います。

初等教科教育法（算数） 渡辺　敏 算数の指導方法についての学びが深まるよう授業改善に心がけます。

道徳の指導法 渡辺　敏 道徳の指導法の理解が深まるよう授業改善に心がけます。

教育実習指導（小学校） 南雲　成二,渡辺　敏

☆教育実習での学びが深まるよう、授業改善に心がけます。
（渡辺敏）
☆「教育実習指導（小学校）前期15回」を主担当とする南雲からです。第6
期生のみなさん、実に真摯になに事も他人事とぜず、真摯に取り組んでくれ
て、とても嬉しく思います。いつでも・どこでも・なにがあろうと常に「こ
ども一人一人」のことを中心に考え。思い。行動しようとする態度が、一番
素晴らしいです。教育実習もよくがんばりました。7人の専攻生のみなさん
に大きな拍手を贈らせていただきます。

初等教科教育法（生活） 渡辺　敏 生活科の指導方法の理解が深まるよう、授業改善に心がけます。

教育方法・技術 南雲　成二

11名の１年生が常に真剣に学習に取り組んでくれて、感激でした。「教育方
法・技術」は小学校学習指導要領に書かれている「13教科」の教科教育法を
履修しつつ、小学校の現場実践との往復学習をしながら進めたい内容構成と
なっています。しかし、本学の単位履修上、どうしても１年生後期にしか時
間がとれず6年目を迎えました。内容構成を国語科教育と深く関連させなが
ら、他教科につながり・つえる・つかいこなせる教育方法の学習と、教育技
術獲得の学習にしたいと努力してきたつもりです。皆さんは、大学１年生の
後期という段階でも、よく努力し、『わかる・できる・つかえる・もっとや
りたくなる学習づくり』の方法と技術を体験を通して「つかもう！理解しよ
う！」と取り組んでくれました。この努力は、「教育実習」や「学習支援
員」で発揮されていくと確信しています。

柄本　健太郎教育方法・技術論



［2018（後期）教職課程］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

初等教科教育法（体育） 島﨑　あかね

幼小コースは人数が少ない中での授業のため、演習（実技）授業は自ら体験
的に学ぶことが主となり、模擬授業として実際に行うことができない点が不
十分だったと思いますが、それぞれが担当して作成した指導案を発表し合
い、実技授業のイメージを膨らませることに役立てることができたのではな
いかと思います。
教科書がなく、子どもたちのできる・できないがはっきりとしやすい科目で
ある「体育」は、授業をどのように展開し、子どもたちと一緒に学ぶことが
できるかを考えることが必要です。実習も含め機会あるごとに積極的に取り
組み、より学びを深めていきましょう。

初等教科教育法（国語） 南雲　成二

実践女子大学生活文化学科の幼児保育専攻に幼小コース（小学校一種免許と
幼稚園一種免許を取得しつつ、主に公立小学校の教師としての仕事に就こう
する専攻）が生まれてあなたたちが8期生となります。すでに小学校教育現
場にたっている先輩方が27名（2019．3卒業第5期生までを含めて）います。
日々の小学校生活で最も授業数が多いのが「国語科」です。もちろん言語生
活（学習言語活動）の中心は日本語です。幼稚園教育要領「ことば」をス
タートラインに、小学１年生から6年生までの「国語科の学習目的と単元構
成の仕組み」について学んできました。こてからはいよいよ「学習づくり＝
授業づくり」での創意工夫が勝負になります。
後期15回の学習を基盤として今後ますます「ことばの学習室づくり」「言語
教育の実践力」を磨いていってください。期待しています。それと深く関連
させながら「英語学習」も「中国語学習」も「他の言語の学習のこと」も視
野に入れて小学校教育を展望していってください。

生徒・進路指導論 宮田　利幸

　授業内容を理解され、ご自分の成長へとつなげられたこと、なによりで
す。皆さん方と自由に生徒・進路指導について語り合える時間がもっととれ
れば良かったと思っています。皆さん方全員からは、「育ての心」が感じら
れ、素晴らしいと思いました。
　これからも、自信をもって研鑽に励まれ、素敵な教職生活を送られること
を心より願っています。

教職実践演習（中・高） 菅沢　茂
履修者数9名中、回答者がゼロでした。 
考え議論する授業展開とし、より分かりやすい説明の点で、次年度に向けて
改善したいと思います。

教育方法・技術論 宮脇　郁

　わかりやすい授業を心がけていますが、中程度の評価でしたので、これを
もっと高めていきたいです（設問7）。双方向性が比較的高かったのはよ
かったです（設問8）。課題へのフィードバックをできるだけ丁寧に行うこ
とを心がけた効果かもしれません。
　この授業の大きな特徴として、模擬授業を行うことが挙げられます。模擬
授業の準備は大変だったと思いますが、自由記述の回答によると、とても役
に立ったとのことでした。今後も継続していきたいと思います。
　自分自身が成長できたかという問い（設問11）の回答はそれほど高くあり
ませんが、教える方の立場からすると、成長の様子が大いに見られたと思い
ます。今後の教職過程での学習につなげていってほしいです。

子どもと英語ｂ 津田　ひろみ

教職科目、それも専門でない英語の教授法を１年生で履修するのは大変だた
と思います。でも、ときどき１年生であることを忘れてしまうほど、皆さん
の頑張りは素晴らしいものでした！5分間アクティビティはどれも工夫され
て面白かったです。模擬授業は前期と比べると大きな成長がみられました！
後期に小学校英語に携わる外部講師の方に来ていただけなかったのが皆さ
ん、残念だったことと思います。ごめんなさい。
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