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平成２６年度前期授業実施報告書集計結果

項　　　目
Item

Listening中心 13

Speaking中心 8

Reading中心 8

Writing中心 7

総合英語（Integrated） 7

その他 1

11回 3

12回 0

13回 3

14回 25

15回 64

16回 6

0回 61

1回 24

2回 13

3回 3

0回 89

1回 4

2回 8

毎回実施した 85

11回以上実施した 7

6～10回実施した 0

1～5回実施した 6

実施しなかった 3

授業へのモチベーションを高めるため、ＤＶＤとＣＤの教
材をひんぱんに用いた

発音させる機会とグループによる対話練習など、実践練
習を豊富に取り入れた。また文法については、授業で説
明した内容と連動する練習問題を宿題として課すことで、
例文の中で理解させるように努めた。

興味を惹くため、授業最後で英語の歌を歌った。

毎回小テストを行い，その次の回に詳しい答え合わせを
行った．

・授業の初めにその時間の目的、目標を明示する・学生
が質問しやすいように、実習中に進捗状況を確認しなが
ら机間巡視する・出席状況、レポート提出状況が各自確
認できるよう、iコラボを利用する・発表のテーマを自由と
し、学生に興味のあるものについて調べてもらうことによ
り学習意欲を高める

授業中学生が積極的に会話と練習の発表をした。

Ⅰ．授業のタイプ（英語授業のみ回答）
      Class Type (For English Classes Only)

Ⅲ－１．授業実施回数（半角数字）
         （補講を含む）
           Number of classes held

Ⅲ－２．休講回数
           Number of cancelled classes

Ⅲ－３．補講回数
           Number of make-up classes

Ⅳ－１．授業の実施状況【出席確認】
           Taking Attendance

Ⅳ－３．授業の実施状況【創意工夫】
           Originality and Ingenuity

回　　　　答
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項　　　目
Item

回　　　　答

授業で取り上げた内容をより深めるレポートを提出課題
としました。

自製テキストの使用・小テストの活用

第１回目に数学の学び方が高校とは違うことを説明し高
校で既習ではあるが重要視されていなかった内容で大学
では重要なことの復習から説明を始めた。

講義内容に基づき、調査研究を実施させた。
調査結果をプレゼンテーションにより発表させることで、
自主的な参加を促すと共に情報処理において必要な技
能である「調べる」、「まとめる」、「伝える」能力の育成を
図った。

授業を円滑に行うため、パワーポイントでスライドを作成
し、授業内容をまとめた。教科書以外の範囲は参考資料
や補足をスライドおよび配布プリントで示した。また、理解
度を高めるため、重要なポイントについては、次回授業の
冒頭に復習の時間を設けた。

　体験的に学ぶことができるように，コミュニケーション
ゲーム，ロールプレイ等演習を多く取り入れた。

10回ほどは、学生が自主的に取り組むような課題を設定
した。

通常の練習問題に加えて，学生にペアを組ませ，リスニ
ング，スピーキングの基礎的な練習と暗唱を組み合わせ
た。

演習を行う

配布資料

①授業内容の理解度と自主学習意欲を高めるために、
パソコン授業を導入しました。自分の経験を生かして、
日・英語との異同に着目して難しい中国語文法を分かり
やすく説明し、異文化に興味を持たせるよう努力してきま
した。②「聴く・話す・読む・書く・訳す」のバランスを考慮
し、反復練習により自らチャレンジしたい気持ちを引き出
し、話せる・使える自信をつけさせたと思います。③中間
試験ではグループ発表を初めて導入し、生徒達は積極的
に発表内容等を工夫する姿がとても印象的でした。

毎回授業の開始時に小テストを行い、前回の授業の理解
を確認するととともに、学生に対して復習の必要性を自覚
させるようにした。

グループを設定し、各グループで自主的な活動を促した

毎回できる限り時間内に課題を与え、各自の解答に添削
を行った。

・講義プリントをあらかじめ配布し、講義はパワーポイント
を用い、理解が得られやすいようにできるかぎり図を用い
た。・歯科医療との関わりを紹介しつつ、歯科基礎医学に
関心がもてるように行った。・前年度の反省を元に作製し
たパワーポイントを使用し、ハンドアウト用に印刷して配
布した。講義中に質問したり、例題を解いて説明した。・
ノートを取りやすいよう、カラーチョークを用い、ゆっくり板
書した。講義内容のプリントを配布した。参考書を貸し出
した。

口頭発表させたりして工夫している。
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項　　　目
Item

回　　　　答

部分的にであれ作品原文を翻訳で読ませ、興味を持って
もらえるように心がけた。

テキストの内容を深く理解することに重点を置き、単なる
英語学習に終わらないように心がけた。毎回、意見や疑
問などを書いたコメントカードを提出させ、コメントカードで
出された質問については、次の授業の始めに回答するな
ど、双方向性の授業を行った。

授業では，学生の英文速読力を伸ばすことを目的とし
た。まず第２回授業時に学生各自の速読力（１分間に読
める単語数）を測定した。期末試験時までにクラス平均が
150語以上になるよう目標を設定した。それを達成するた
めに受講生各自には１分間に読める語数の目標値を与
えた。授業では毎時間，英文テキストの戻り読みをしない
訓練や読み取れた情報をもとに（不明瞭な部分に固執せ
ず）英文テキストの大意を創造する速読の訓練を実施し
た。また，英語文章の情報構造を読み取る練習も行っ
た。そして，自分自身の英文読解の特徴を把握してもらう
ために，また，常に課題意識を持たせるために，毎回，学
習記録ノートを用いて自分の読みに関する分析をさせ
た。さらに，自主学習に使える英語読解用のウェブサイト
を紹介した。最終的に学生の平均速読力は授業開始時
の目標値に到達した。

授業中学生が積極的に会話と練習の発表をした。

独自のラーニング・ポートフォリを活用し、毎授業ごとに学
習の振り返りを行っている。また、予習内容の提示を行
い、授業の冒頭で小テストを行う。その他、成績評価につ
いて詳細に提示をし、学生の自主的な学習を促進し、そ
の取り組みに対する評価を行っている。

パワーポイントを軸に、画像・映像・音声資料をフルに活
用し、教室にいながらにして「フィールドワーク」を疑似体
験できるよう、努力した。身近な事例を手がかりに、「文化
の意味」について考えさせるようにした。受講生への「問
いかけ」を多くし、受講生と一緒に考え、謎解きを進める
ようなスタイルを導入した。「受講生の視点」に立ち、わか
りやすい授業を心がけた。授業の進め方にメリハリを付
け、短めの動画を適当なタイミングで入れ込むなどの工
夫により、受講生の飽きがこないようにした。今年度から
パワーポイントにBGM・効果音を入れる試みを始めたが、
授業進行のアクセントになるとともに、学生の集中力を高
める効果ももたらした。授業の内容に関わる小テストを毎
回実施し、理解度の確認と、ポイントとなる知識の定着を
はかった。授業の最後に小テストを行うことによって、受
講生は適度な緊張感をもって集中して授業に取り組むこ
とができた。授業の内容に関する参考文献・Webページを
適宜紹介し、自学自習の一助とした。

シラバスにある通りで、小テスト、レポート、測定実習を
行った。

・授業の初めにその時間の目的、目標を明示する・学生
が質問しやすいように、実習中に進捗状況を確認しなが
ら机間巡視する・出席状況、レポート提出状況が各自確
認できるよう、iコラボを利用する・発表のテーマを自由と
し、学生に興味のあるものについて調べてもらうことによ
り学習意欲を高める
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項　　　目
Item

回　　　　答

毎回できる限り時間内に課題を与え、各自の解答に添削
を行った。

前回の授業内容や宿題にしておいた練習問題について，
受講生を指名して発音・発表させたり，覚えたての口語表
現のパターン練習につき，ときには受講生同士のペアで
やらせたうえで，やはり発表してもらっている。こうしてで
きるだけ多くの受講生に口頭で発表させ，その結果を「平
常点」という形で記録することにしている。もちろんこのこ
とは学期始めに受講生に周知している。

日常生活における心理学が応用されている場面や領域
に関する説明をし、日ごろから心理学で学んだ知識を意
識して生活するように促した。

授業を３クールに分けて、３回その理解度を問うレポート
を宿題として課した。

授業開始時に英語で質問し，英語で答えるというタスクを
毎回行った。毎回３０例文を音読する課題を出し，授業中
にスムーズに音読できるか順番に当てて音読させ確認し
た。また、自作のWebアプリ（e-cloze）を用いて、英語ディ
テーションのミニテストを頻繁に実施した。

しつこく発音させ、また授業時間中に課題文や単語を暗
誦させる時間を多くとり、その間にＴＡと共に机をまわり発
音を細かくチェックした。

自製テキストの使用・小テストの活用

前回の授業内容や宿題にしておいた練習問題について，
受講生を指名して発音・発表させたり，覚えたての口語表
現のパターン練習につき，ときには受講生同士のペアで
やらせたうえで，やはり発表してもらっている。こうしてで
きるだけ多くの受講生に口頭で発表させ，その結果を「平
常点」という形で記録することにしている。もちろんこのこ
とは学期始めに受講生に周知している。

授業では，学生の英文速読力を伸ばすことを目的とし
た。まず第２回授業時に学生各自の速読力（１分間に読
める単語数）を測定した。期末試験時までにクラス平均が
200語以上になるよう目標を設定した。それを達成するた
めに受講生各自には１分間に読める語数の目標値を与
えた。授業では毎時間，英文テキストの戻り読みをしない
訓練や読み取れた情報をもとに（不明瞭な部分に固執せ
ず）英文テキストの大意を創造する速読の訓練を実施し
た。また，英語文章の情報構造を読み取る練習も行っ
た。そして，自分自身の英文読解の特徴を把握してもらう
ために，また，常に課題意識を持たせるために，毎回，学
習記録ノートを用いて自分の読みに関する分析をさせ
た。さらに自主学習に使える英語読解用のウェブサイトを
紹介した。最終的に速読のクラス平均値は目標値には達
しなかったが，全体的には１分間に読める単語数を増や
すことができた。

設問：
 学期のはじめに、学生に対して授業時間以外の自己学
習の計画書の提出を指示し、授業終了時に自己評価し
てもらい、それを成績のなかに１０％分に含めた。

練習問題を解けるように理解しておくように伝えている。

レポート課題と小テストを課し、
学生の自主学習による理解度を高めるよう努めた。
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項　　　目
Item

回　　　　答

・授業の初めにその時間の目的、目標を明示する・学生
が質問しやすいように、実習中に進捗状況を確認しなが
ら机間巡視する・出席状況、レポート提出状況が各自確
認できるよう、iコラボを利用する・発表のテーマを自由と
し、学生に興味のあるものについて調べてもらうことによ
り学習意欲を高める

発音させる機会とグループによる対話練習など、実践練
習を豊富に取り入れた。また文法については、授業で説
明した内容と連動する練習問題を宿題として課すことで、
例文の中で理解させるように努めた。

毎回できる限り時間内に課題を与え、各自の解答に添削
を行った。

それぞれのテーマについて各自で表現し優秀作品を10
人選びそれらについて解説を行った。

毎回出席カードを配布し、出席を確認し、同時に質問・意
見等を書かせた。次回の授業の冒頭で質問に答えた。ま
たテキストを補足するために、資料を配布した。

見やすい配布資料、映像資料

授業の最初に，目標を明確にすること。授業の最後に，
演習により理解を確認すること。

授業開始時に英語で質問し，英語で答えるというタスクを
毎回行った。毎回30〜40例文を音読する課題を出し，授
業中にスムーズに音読できるか順番に当てて音読させ確
認した。また、自作のWebアプリ（e-cloze）を用いて、英語
ディテーションのミニテストを頻繁に実施した。

①授業内容の理解度と自主学習意欲を高めるために、
パソコン授業を導入しました。自分の経験を生かして、
日・英語との異同に着目して難しい中国語文法を分かり
やすく説明し、異文化に興味を持たせるよう努力してきま
した。②「聴く・話す・読む・書く・訳す」のバランスを考慮
し、反復練習により自らチャレンジしたい気持ちを引き出
し、話せる・使える自信をつけさせたと思います。③中間
試験ではグループ発表を初めて導入し、生徒達は積極的
に発表内容等を工夫する姿がとても印象的でした。

分子模型を使って分子の立体構造の見方を説明した．計
算問題のレポートを課した．

授業では、プリント資料に加え、パワーポイント、黒板へ
の板書を積極的に活用して、学生の理解度を高めるよう
努めた。また、なるべく授業の最後に感想文を書かせて、
授業方式に関する要望や内容に関する質問を受け付
け、授業の改善に役立てたり、学生とのコミュニケーショ
ンを図ったりした。

前回の授業内容や宿題にしておいた練習問題について，
受講生を指名して発音・発表させたり，覚えたての口語表
現のパターン練習につき，ときには受講生同士のペアで
やらせたうえで，やはり発表してもらっている。こうしてで
きるだけ多くの受講生に口頭で発表させ，その結果を「平
常点」という形で記録することにしている。もちろんこのこ
とは学期始めに受講生に周知している。

事前にe-learning systemを用いて資料を配布し，終了後
講義スライドを公開して復習を可能にした．また中間テス
トを実施し，理解度をチェックした．

体育館での講義および実習を進めるうえで，ホワイトボー
ドと資料を活用した。また，リスクマネジメントに関する講
義では心肺蘇生法の実際についてバディ（仲間同士）で
体験させた。
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項　　　目
Item

回　　　　答

Ⅳ－４．授業の実施状況
           【アンケート結果などへの対応】
           Response to Survey Results

i-collaboで授業の予習ページと小レポート課題を事前に
掲示した。
毎回，小レポートを課す。
グループでの話合いの実施。

制作した作品については各自発表を行った

視覚的・体験的資料の配付，毎回コメント記入を求め，次
の回でそれに対して回答

・授業の初めにその時間の目的、目標を明示する・学生
が質問しやすいように、実習中に進捗状況を確認しなが
ら机間巡視する・出席状況、レポート提出状況が各自確
認できるよう、iコラボを利用する・発表のテーマを自由と
し、学生に興味のあるものについて調べてもらうことによ
り学習意欲を高める

学生の作業スピードに差があったため、個々の進度差に
対応できる授業になるよう意識した。（初心者と思われる
学生に注意、慣れている学生に次の課題を用意する
等）

英語は基盤形成科目郡で中間アンケートなし

板書の量を少なくし、文字を大きく書く様にした。また、マ
イクの使用を希望する学生が1名いたのでマイクを使用
するようにした。

昨年に比べて少人数だったので、文法事項の説明の都
度、理解できたかを確認するようにし、質問を受けつける
時間を十分に取るようにした。学生独自の復習だけに任
せず、復習事項で反応が鈍いときには、再度説明を行う
ように心がけた。

内容を提示し、質疑応答の時間を取った

板書については、交通事故の影響があることを断ったう
えで、できるだけ大きく分かり易く書くように努めた。

機器の調整を行った

・基礎生物学ということを考慮し、高校レベルの内容で講
義を行った。・高校理科レベルのテストを行い、学生の知
識レベルを確認しながら、授業を進めた。・全体的に見る
と、理解度と創意工夫度がやや低かったので、説明に図
を加えたり、例題を解いてみせて、ポイントを伝えた。・特
に、評価価値が低かった項目や改善すべき点の指摘が
無かったので、対応はしなかった。

90分授業に対して180分予習復習に必要である旨は何度
も注意した。

学習の目的・方法が高校とは違うことを再度説明し学習
法の改善を求めた。自主学習の不足に対しては自習用
のプリントを配り解説をした。

2年次以降の基礎医学の授業においても必須なため、教
科書に載っている専門用語は英語でも紹介し、解説を
行った。また、スライドのスピードが速いという意見が見ら
れたので、合間に学生がノートに記入できる時間を可能
な限りとった。

　前に出ての発表は苦痛だとの意見が2件あったの
で，恥をかかせないよう配慮した。

授業以外での学習時間が短かったため、学年末のプレ
ゼンテーションにむけて、班分けをし、各班毎に授業以外
でも準備活動をするよう指導した。

練習は好評であったので，さらに要望のあったスピーキ
ングにつながるようにした。また，それが成績に結びつく
ように中間試験を行った。
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項　　　目
Item

回　　　　答

学生の理解度に注意を払うように努めた

特にアンケートの内容に問題はなかった。とにかく板書を
大きくすることを心がけました。

学生の理解度に注意を払うように努めた

90分授業に対して180分予習復習に必要である旨は何度
も注意した。

毎学期、授業改善に関する独自のアンケートを実施し、
総括授業では、学生とフリーに意見交換を行っている。そ
の結果を踏まえて、内容をブラッシュアップさせており、今
回も同様にアンケートと意見交換を実施して、後期の授
業に繋げる。

板書については、交通事故の影響があることを断ったう
えで、できるだけ大きく分かり易く書くように努めた。

スピードの点で指摘があったので，間をとるように心掛け
た．

授業の目的と期待されている内容が合致していなかった
ため，初回と同じく授業の目的を説明した。例）スポーツ
をもっと実施してほしいといった要望に対してウェルネス
総合演習は健康増進のための運動に関する知識や技術
を教授する場であるので，スポーツは部分的におこなうと
回答した。

90分授業に対して180分予習復習に必要である旨は何度
も注意した。

内容を提示し、質疑応答の時間を取った

毎回の授業の最後に行う小テストの際、授業に対する質
問やコメントを合わせて書いてもらっており、そこで提示さ
れた意見・要望に対しては、すみやかに対応している。
「○○についてもっと知りたい」という意見に対しては、次
の回の授業の冒頭で補足説明を行ったり、関連文献・
Webページを紹介したりしている。

当該アンケートは未実施だったと思います。

学生の作業スピードに差があったため、個々の進度差に
対応できる授業になるよう意識した。（初心者と思われる
学生に注意、慣れている学生に次の課題を用意する
等）

記述の項目で多くみられた意見についての対応を説明し
た。

授業の説明をゆっくり丁寧にするようにした。
学生がほとんど勉強していないと感じたので、
小テストの回数を増やして、自主学習を促した。

文字（特に数式の添字）を大きめに書くこと。

学習の目的・方法が高校とは違うことを再度説明し学習
法の改善を求めた。自主学習の不足に対しては自習用
のプリントを配り解説をした。

プリントに穴埋め箇所を作って、講義中に記入させるよう
にした．

学生の作業スピードに差があったため、個々の進度差に
対応できる授業になるよう意識した。（初心者と思われる
学生に注意、慣れている学生に次の課題を用意する
等）

英語は基盤形成科目群で中間アンケートなし
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項　　　目
Item

回　　　　答

5 35

4 45

3 17

2 2

1 0

回答なし 2

2時間以上 1

1時間半程度 16

1時間程度 42

30分程度 32

ほどんとなかった 9

回答なし 1

5 37

4 40

3 22

2 2

1 0

5 26

4 53

3 17

2 2

1 0

回答なし 2

有 28

無 67

回答なし 6

Ⅴ－２．学生に関する評価【学習時間】
           Study Time

Ⅴ－３．学生に関する評価【目的意識】
            Sense of Purpose

　　　　　＊５を最高点とする５段階評価

Ⅴ－４．学生に関する評価【総合評価】
           Over-all Evaluation

　　　　　＊５を最高点とする５段階評価

再試実施の有無
 Make-up Tests

Ⅴ－１．学生に関する評価【受講態度】
           Student Learning Attitudes

　　　　　＊５を最高点とする５段階評価

授業の最初に独自のアンケートをとり、授業内容に対す
る関心の調査を行った。

学生の作業スピードに差があったため、個々の進度差に
対応できる授業になるよう意識した。（初心者と思われる
学生に注意、慣れている学生に次の課題を用意する
等）

昨年に比べて少人数だったので、文法事項の説明の都
度、理解できたかを確認するようにし、質問を受けつける
時間を十分に取るようにした。学生独自の復習だけに任
せず、復習事項で反応が鈍いときには、再度説明を行う
ように心がけた。

板書については、交通事故の影響があることを断ったう
えで、できるだけ大きく分かり易く書くように努めた。
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平成２６年度後期授業実施報告書集計結果

項　　　目
Item

Listening中心 8

Speaking中心 3

Reading中心 6

Writing中心 4

総合英語（Integrated） 10

その他 3

11回 1

12回 3

13回 7

14回 18

15回 81

16回 7

0回 85

1回 22

2回 7

3回 2

4回 1

0回 105

1回 10

2回 2

毎回実施した 101

11回以上実施した 9

6～10回実施した 2

1～5回実施した 4

実施しなかった 1

回　　　　答

Ⅰ．授業のタイプ（英語授業のみ回答）
      Class Type (For English Classes Only)

Ⅲ－１．授業実施回数（半角数字）
         （補講を含む）
           Number of classes held

Ⅲ－３．補講回数
           Number of make-up classes

Ⅳ－１．授業の実施状況【出席確認】
           Taking Attendance

Ⅳ－３．授業の実施状況【創意工夫】
           Originality and Ingenuity

テキストの中の英語の訳を学生にやらせて、授業に参加
させた。DVDによる映像も随時上映した。また授業最後
にはカーペンターズの歌を歌って興味を持たせた。

視聴覚教材の多用

Ⅲ－２．休講回数
           Number of cancelled classes

テキストの中の問題の解答を学生にやらせて、授業に参
加させた。また授業最後に英語の歌を歌って興味を持た
せた。
毎回出席カードを講義の最後に提出させ、講義で興味を
持った内容や、疑問質問を書かせている。この質問や疑
問に対して、次回の講義時に回答を付けて、全員に配付
する。図書館等での調べ方を回答することもある。

毎回開始時に前回のダイジェスト説明をおこない，当該
回との接続が上手くおこなわれるよう促した。

予復習に活用してもらうため，講義資料のpdfファイルを
LMS(i-Collabo)にアップした．毎回小テストを行い，その
次の回に詳しい答え合わせを行った．
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クイズの実施

毎回予習復習を宿題にした。

英語特有の発音も学ばせるために、オンラインでも学習
させた。

ビデオあるいはＤＶＤ教材をたくさん用いて、授業内容の
理解度を高める努力をした。

毎回リアクションペーパーに記入してもらい、学生の理解
度を確認するとともに、興味深いコメントは次回に紹介し
た。
小テスト、口頭発表、単語げーむなど工夫した。

１回の授業で全受講生に発言あるいは回答・解答させた

・授業の初めにその時間の目的、目標を明示する・学生
が質問しやすいように、実習中に進捗状況を確認しなが
ら机間巡視する・出席状況、レポート提出状況が各自確
認できるよう、iコラボを利用する・発表のテーマを自由と
し、学生に興味のあるものについて調べてもらうことによ
り学習意欲を高める

時間的な余裕がなく、特になし。

講義時間最後にその日の要点に関する問題に解答させ
提出させた。

毎回小テストを行い、前回の授業の確認内容と復習の有
無を調べた。ビデオや新聞など、視聴覚教材や生教材を
なるべく使うようにした。

クリッカーを利用して，学生からサンプルデータを集め，
授業時間内に統計的仮説検定の実例を示した。

積極的に学生にリスニングや会話の練習をしてもらった。
文法の説明をできるだけ分かりやすくして、文法の練習を
学生全員参加できるように、授業中多くの学生をやらせ
た。
外部講師の招へい

視覚に訴える授業をした。

少人数であったため、グループによる対話練習などを豊
富に取り入れることができた。また文法の練習問題につ
いても、毎回、各々の理解度をその都度確認しながら進
めることができた。

積極的に学生にリスニングや会話の練習をしてもらった。
文法の説明をできるだけ分かりやすくして、文法の練習を
学生全員参加できるように、授業中多くの学生をやらせ
た。

ドイツ文法の要点を繰り返し説明して、理解度を高めよと
努力した。

発音させる機会とグループによる対話練習など、実践練
習を豊富に取り入れた。また文法については、授業で説
明した内容と連動する練習問題を宿題として課すことで、
例文の中で理解させるように努めた。折に触れて、学ん
だことを総合的に用いる作文なども取り入れた。

①授業内容の理解度と自主学習意欲を高めるために、
パソコン授業を導入しました。自分の経験を生かして、
日・英語との異同に着目して難しい中国語文法を分かり
やすく説明し、異文化に興味を持たせるよう努力してきま
した。②「聴く・話す・読む・書く・訳す」のバランスを考慮
し、反復練習により自らチャレンジしたい気持ちを引き出
し、話せる・使える自信をつけさせたと思います。

i-Collaboに授業で使うスライドをアップロードすることで，
予習・復習の便宜を図った．
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レベルが違う学生に対応するため、難易度に幅を持たせ
た。学生一人ひとりへの指導が行き届くよう、個別による
指導も行い、マンツーマン指導が感じられるよう対応し
た。また、毎回の提出課題の添削を重点的に行い、
フィードバックに時間をかけた。

TOEICの問題の解答を学生にやらせ、予習を促した。ま
た授業最後に英語の歌を歌って興味を持たせた。

前回の授業内容や宿題にしておいた練習問題について，
受講生を指名して発音・発表させたり，覚えたての口語表
現のパターン練習につき，ときには受講生同士のペアで
やらせたうえで，やはり発表してもらっている。こうしてで
きるだけ多くの受講生に口頭で発表させ，その結果を「平
常点」という形で記録することにしている。もちろんこのこ
とは学期始めに受講生に周知している。

学習状況について受講生自身が自己認識できるよう，学
習記録ノートに課題や感想等を毎回記入させた。

留学や学内の学習環境の提供など、授業外での英語学
習の方法を適宜紹介して、英語学習の意気昂揚を目指し
た。
毎回の講義の主題を最初に説明し、その時間の課題を
出し、講義の最後に講義内容の課題に関するレポートを
まとめて提出させることで理解に繋げた。隕石・鉱物・化
石・骨格標本など実物標本を見せながら講義内容の理解
に繋げた。

毎回「講義内容要約レポート」を提出させる

学習状況について受講生自身が自己認識できるよう，学
習記録ノートに課題や感想等を毎回記入させた。

TAと積極的な発音指導につとめた。

アメリカ歴史に関する映画教材だったので、時代背景を
適宜説明し、理解を促した。時事英語は前期に引き続
き、興味を示す学生が多かったので、広範な話題をとりあ
げるようにし、また語彙注は漸減した。授業後に質問に来
る学生が増えたので、メールで対応するようにもした。

授業では、毎回、授業の要旨と関連図表をまとめた資料
（レジュメ）を配布し、はじめにその日の授業全体の見取
り図を口頭（およびパワーポイントの画面）で示した後、資
料に沿って話を進めた。授業の中では、パワーポイントを
軸に視聴覚資料をフルに活用し、視覚的に「文化」を疑似
体験、理解してもらえるようにした（この点は特に受講生
に好評であった）。授業のどの部分でどの視聴覚資料を
提示するかは事前に綿密な検討を行い、もっとも教育的
効果が上がるような形で提示した。受講生の授業への集
中力が途切れないよう、タイミングよく動画資料を挟んだ
り、話題を転換したりした（授業にメリハリを付ける）。授
業の最後には、毎回、その日の授業内容の確認の小テ
ストを行い、出席を確認するとともに、成績評価のための
資料とした。小テスト用紙にはその日の授業に対する質
問・疑問もあわせて書いてもらい、次回の授業の冒頭で
（パワーポイントの画像を交えつつ）わかりやすく回答し
た。これは、大教室における一方通行的な講義を多少な
りとも解消するための試みである。授業終了後は、説明
が不十分であった点、視聴覚教材を入れた方がより理解
を高めたであろう部分をチェックし、その反省を次年度以
降の授業に生かすようにしている。

独自のラーニング・ポートフォリを活用し、毎授業ごとに学
習の振り返りを行っている。また、予習内容の提示を行
い、授業の冒頭で小テストを行う。その他、成績評価につ
いて詳細に提示をし、学生の自主的な学習を促進し、そ
の取り組みに対する評価を行っている。
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I tried to draw on students background and interests
after getting to know them in the first half of the
semester.

後期授業では、予習・復習を習慣づけ、学習内容を定着
させるために、できるだけ２コマに1回の割合で、小テスト
を実施した。また、学習項目が増えたことにより、類義表
現の使い分けが難しくなって来たため、折に触れ類義表
現の整理を行った（プリント配布）。さらに、文化理解の一
環として、授業冒頭に中国の音楽やCM等を時々視聴し
てもらい、中国の正月である「春節」が近付いた時には、
中国人の伝統的なお正月の過ごし方を紹介した上で、飾
りやお年玉袋等の実物を持参し、見てもらった。

講義と運動を組み合わせて行う講義とした。

臨床症例画像の提示や治療例の提示により興味を持た
せ、毎回授業の中でレポート課題との関連を強調した。

小テストの活用

e-learning授業であるが，教室だけでなく，学外にも出掛
けることができ，映像で紹介することができた。

毎回、出席者に授業内容に関する課題を出し、次週まで
に提出させた。それをもとに担当教員が解説を行った。こ
の作業を8回行い、受講者の自習を促すとともに、受講者
の理解力の向上や躓いている点、誤って理解している点
などの把握に努めた。また、配布した授業資料や課題を
HPからダウンロードできるようにして、欠席した学生に配
慮するとともに、予習や復習がしやすいように配慮した。

積極的に学生にリスニングや会話の練習をしてもらった。
文法の説明をできるだけ分かりやすくして、文法の練習を
学生全員参加できるように、授業中多くの学生をやらせ
た。

少人数であったため、グループによる対話練習などを豊
富に取り入れることができた。また文法の練習問題につ
いても、毎回、各々の理解度をその都度確認しながら進
めることができた。

社会人や外国人のゲストスピーカーにお話しをしてもらっ
た。
双方向授業の試みとして，クリッカーをもちいて抗議し
た．また適度に課題を出し理解度の確認をおこなった．

リアクションペーパーに毎回記入してもらい、学生の理解
度を確認して授業を進めた。理解度が低い場合は、次回
授業冒頭で、前回授業についての説明を異なった角度か
ら行った。また、学生のコメントで興味深いモノは、次回の
授業で紹介し、学生の理解を深めてもらえるようにした。

ほぼ毎回レポートを課し、添削して返却し、返却の際に
は、個別に指導を行った。また講義開始の際には、前回
の内容の簡単な復習ならびに課題レポートで目立った解
答の不備に関する注意を全員に周知した。

毎回小テストを行い、前回の授業の確認内容と復習の有
無を調べた。
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授業では、プリント資料に加え、パワーポイント、黒板へ
の板書を積極的に活用して、学生の理解度を高めるよう
努めた。また、なるべく授業の最後に感想文を書かせて、
授業方式に関する要望や内容に関する質問を受け付
け、授業の改善に役立てたり、学生とのコミュニケーショ
ンを図ったりした。

自習的演習を促すため宿題を数回だし、採点し返却し
た。

文法の基礎的な知識獲得を読むことや書くことによって
意識しつつ，基礎的な文法の面を強化しながら表現する
力の養成をするとともに，練習問題の作文に重点を置
き，授業では，ペアレッスンによる指導も強化した。

授業内容の理解が深まるよう重要単語のプリントを配布
したり、テキスト内の演習問題等の予習を行わせるなどし
た。
レポートを数回課した。
日本人学生、外国人留学生、社会人がグループになり、
それぞれが課題に取り組み、レポートにまとめ、口頭発
表を行った。教師からの講義型の授業はなるべく避け
た。

講義時間最後にその日の要点に関する問題に解答させ
提出させた。また、次回講義の最初に解説を行った

学科の専門に関係の深い内容については専門分野でど
のように関わってくるのかを説明した。また，重要事項の
説明は教科書の内容に加えて独自の説明を行った。定
理に関しては厳密な証明よりも全体の道筋やイメージを
重視した。また，毎回講義の最後に演習問題を課し，次
の週に正解の解説および各自の答案の返却を行った。さ
らに，3回宿題と称する難問を出題し，レポート形式で提
出させた。宿題に関しては任意提出とし，得点した場合に
は平常点に加点をした。

レポートと講義中の課題を課し，理解だを深めるようにし
た

1．語彙力，文法力，長文読解力，リスニング力，会話スタ
イルの英語などについて，実際のTOEIC問題を，文法項
目別，Topic別に系統立てて学習する．2．DVDなど視聴
覚教材を用い，楽しみながらリスニング力，語用力，実践
力をつける．3．通訳訓練法を取り入れた練習などでバリ
エーションをつけながら幅広い学習を行う．４．レポートで
理解度を確認。５．教科書にそってそれぞれ単語テストを
行なうことで単語力が向上するように工夫した（本学学生
は単語力の弱さが一番の問題点、またTOEICで点数を上
げるためにも、単語はキーになる）。学生の反応かかなり
良く、今後も基本的にはこのやり方で進める方針である。

講義で学習した内容を復習させるために課題プリントを
ほぼ毎回の講義で実施した。その解答から学生の講義
に対する理解度を計り、必要があれば解答例の解説を
行った。また、解答例の掲示も行うことにより学生の理解
を助けることに努めた。

TAと積極的な発音指導につとめた。

レポートと講義中の課題を課し，理解だを深めるようにし
た

小テスト、口頭発表、単語ゲームなどを工夫した。

作文を宿題に出したが、指示された構成で書けていな
かったり、自力では書けない学生が多かったため、授業
中個人面談式に指導し、添削の回数を予定より増やし、
定着度、満足度を上げるよう試みた。
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学生の希望により、ドイツ文化情報をひんぱんに取り入
れた。

板書をもう少しゆっくりして欲しいとの声があった。こちら
は、学生の様子を見ながら板書しており、要望を受けて
多少は調整したが、学生のノートのスピードが異常に遅
く、対応できないこともあった。

視聴覚教材を多用、事前に空欄のあるプリントを配布、
予習するよう課題を出した。

板書が小さくて見にくいという指摘があったので、出来る
だけ大きく書くよう心がけた。

声が早くて小さいという指摘があったので、出来るだけ大
きくハッキリ喋るよう心がけた。

授業の進度を少し遅めた。

リスニングの回答を黒板にかくようにした。

毎回出席カードを配布し、出席を確認し、同時に質問・意
見等を書かせた。次回の授業の冒頭で質問に答えた。

毎回レジュメを作成するとともに、学生には積極的に発言
を求めている。２回ＤＶＤ視聴をするとともに、１回グルー
プ討議も試みた。

教室だけでなく，学外にも一度出掛けることができた。安
全に配慮しつつ見学等を行った。また，映像資料なども
多く使用した。

教育管理ネットワークシステム（エデュネット）を用いて、
教員・学生と施設担当者との緊密な連絡体制を構築でき
た。

毎回、身の回りの物性科学に関するニュースを調べてき
て、報告してもらった。また、授業の最後に自身の理解を
振り返り、まとめを報告してもらった。

ハウジング実習を行った。

小テスト、口頭発表、単語うなどを工夫した。

出来るだけ多くの図を準備して、視覚的に理解を深める
ような工夫をした。

毎回内容確認と感想を書いて発表

理解を高めるために教科書を利用した。

予復習に活用してもらうため，講義資料のpdfファイルを
LMS(i-Collabo)にアップした．毎回小テストを行い，その
次の回に詳しい答え合わせを行った．

写真技法の古典技法であるサイアノタイプ（1880-1920）
の再現実験を行った。

小テスト、レポート、中間試験を実施し、理解度を確認し
ながら授業を進めた

発音させる機会とグループによる対話練習など、実践練
習を豊富に取り入れた。また文法については、授業で説
明した内容と連動する練習問題を宿題として課すことで、
例文の中で理解させるように努めた。折に触れて、学ん
だことを総合的に用いる作文なども取り入れた。

ほぼ毎回レポートを課し、添削して返却し、返却の際に
は、個別に指導を行った。また講義終了の際には、次週
の内容の予告を行って予習を促した。

Ⅳ－４．授業の実施状況
           【アンケート結果などへの対応】
           Response to Survey Results
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問題点：①メモする時間がもう少し欲しい。
②もっと発音が上手くなるようにみっちり教えて欲しい。③
先生の雑談を増やしてほしいところ。
問題点への対応：①スライドが変わる前に声をかけるよう
心がけていました。②要求に応じて個別指導を行いまし
た。③授業の進拠状態により、中国文化を積極的に紹介
するよう努力しました。

講義での説明において早口になることへの指摘があり，
意識的にゆっくり述べるようにしている．

授業外での学習時間を増やすように課題などを宿題に出
して、学習時間を伸ばすようにした。

アンケートでは要望はとくになかったが、授業中に学生の
声を聞きながら、教材や授業方法を柔軟に対応させた。
たとえば授業の最後の数回では、旅行会話のパターンを
練習するなどした。

「パワーポイントのスライドを切り替えるタイミングが少し
早く、メモが追いつかないことがあった」という意見があっ
たので、次の回からは教室をよく見回し、メモを取る手が
止まってから次のスライドに進む、また受講生に「次に
行ってよろしいですか」と確認するなどの方法を採るよう
にした。

毎学期、授業改善に関する独自のアンケートを実施し、
総括授業では、学生とフリーに意見交換を行っている。そ
の結果を踏まえて、内容をブラッシュアップさせており、今
回も同様にアンケートと意見交換を実施して、次年度の
授業に繋げる。
好評価を得た項目については、引き続き継続した。授業
の進行スピードについての不満については、改善を目指
した。

問題点：スライドを切り替えるのが速い。
問題点への対応：スライドが変わる前に声をかけました。

アンケートに希望された日本語の訳を補足した。

アンケート授業評価で特に問題があったとは思わない
が、自由記述で授業レベルのアップを希望するものが
あった。これに対しては、受講生間の英語力にレベル差
が著しくあるので、全受講生の希望するレベルに統一す
ることは不可能である旨を伝えた。

学生の作業スピードに差があったため、個々の進度差に
対応できる授業になるよう意識した。（初心者と思われる
学生に注意、慣れている学生に次の課題を用意する
等）

口頭での説明

好評価を得た項目については、引き続き継続した。

アンケート結果についての説明を行った。時事英語に関
心を持つ学生が居たので、独学できる自習書やサイトを
紹介した。授業レベルについての評価はわかれるようだ
が、ゆっくり丁寧を心掛けた。

アンケートでは概ね学生の評価は良く、きちんと課題をこ
なす学生には満足感が見られた。しかし、休みがちで課
題をやらない学生にとっては効果が現れにくく、教師から
の働きかけを増やすとともに、より丁寧な指導をこころが
けた。
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問題点：・スライドが変わるのがはやい。スライドの色が
見にくい時がある。
問題点への対応：スライドの色を調整しました。スライドが
変わる前に声をかけました。

I considered their comments in revising the lessons.

すでに先月末に授業評価中間アンケートに関する報告書
に記した通り。その他の点では，いつも受講生の授業時
間外での学習時間の少なさが問題なのだが，中間試験と
期末試験を同じ比重で実施するなどのことを試みたもの
の，このことが功を奏したかどうかはまだわからない。期
末アンケートの結果を見て，また考えたい。

指摘のあった板書の大きさに注意を払った。

アンケート結果については、授業時に全て読み上げ、良
かった点・悪かった点について、学生に詳らかに報告し
た。特に若干名の記入があった改善点については、具体
的にどのように対処するかをクラス全員に話した。

レポートの回数を増やした。

アンケート結果については、授業時に全て読み上げ、良
かった点・悪かった点について、学生に詳らかに報告し
た。特に若干名の記入があった改善点については、具体
的にどのように対処するかをクラス全員に話した。

アンケート結果で評価値の低かった項目に対して改改善
策を講じた。また、学生と授業内容に関して対話すること
により、学生がより興味深く聴講できる内容へと変更し
た。

授業の最初に話をした。概ね学生からは良い反応を得て
いて、記述としてのポジティブなフィードバックが非常に多
く、今後もこの方針で進める自信が強化された。唯一の
改善希望点は、ビデオ教材はどんどん新しいものが見た
いというコメントが1名あったが、新しいものを見て楽しむ
ことが目的ではなく、表現を刷り込めるくらいに学習する
ことが目的だと時間を割いて説明した。その後深い理解
が得られたようであった。

改善した。

授業の最初に話をした。概ね学生からは良い反応を得て
いて、唯一（？）のマイナス点は、授業とは関係ない校舎
のことと、あと、ビデオ教材はどんどん新しいものが見た
いというコメントも1名ほどあったが、新しいものを見て楽
しむことが目的ではなく、表現を刷り込めるくらいに学習
することが目的だと説明した。その後理解は得られたよう
であった。
課題の多くは一回の授業で完成するわけではなく、ステッ
プバイステップで進め、宿題としてする作業もあったの
で、欠席をするとたちまち分からなくなったり、遅れたりす
る。アンケートではそれを課題に対する説明不足、指導
不足のように書いていた学生がいたので、欠席して課題
が理解できないのは自己責任だという事を明確にした。
来年度からは学期初めにこの点を周知徹底し、出席する
こと自体でプラス評価になる提出物を作るなどの工夫を
して出席率を上げたい。

アンケート結果を受け、学生が各自、より英語力が向上
できるよう、授業内容に関連したプリントを配布するなど、
自主学習を促した。

講義での説明において早口になることへの指摘があり，
意識的にゆっくり述べるようにしている．
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5 35

4 66

3 14

2 1

1 0

回答なし 1

2時間以上 4

1時間半程度 13

1時間程度 31

30分程度 48

ほどんとなかった 20

回答なし 1

5 29

4 68

3 16

2 4

1 0

Ⅴ－１．学生に関する評価【受講態度】
           Student Learning Attitudes

　　　　　＊５を最高点とする５段階評価

Ⅴ－２．学生に関する評価【学習時間】
           Study Time

Ⅴ－３．学生に関する評価【目的意識】
            Sense of Purpose

　　　　　＊５を最高点とする５段階評価

声が小さいとのアンケート結果があったので，意識的に
大きくしたが，学生を前に座らせることも努力した。また，
進度も学生の学力に合わせてのものでありつつも，内容
に重点を置いた。

問題点：・もう少しスクリーンを変えるのを遅くまでして下
さい。
問題点への対応：スライドが変わる前に声をかけました。

学生個々に質問等をしてコミュニケーションを図った。

受講生が四人だったので会話しながら進行

指摘のあった開始時間の遅れが無いように注意を払っ
た。

状況に応じて質問するなどして、学生からのフィードバッ
クを試みた。

アンケートとらなかったが人数が少なかったため授業の
方法については意見交換を頻繁に行った。速度や課題
の出し方等

学生個々に質問等をして、全員で授業に参加するように
した。

学生が授業に関心を持てるように、内容を考えた。

問題点：毎回作業のような同じ内容の授業をするところ。
問題点への対応：授業内容をもう一回検討し、楽しく分か
りやすく勉強できる環境を作れるよう努力しました。

アンケート結果の講評をした。授業が難しいと感じる学生
もいるようなので、丁寧な説明を心掛けた。
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5 25

4 74

3 14

2 4

1 0

回答なし 0

有 34

無 82

回答なし 1

Ⅴ－４．学生に関する評価【総合評価】
           Over-all Evaluation

　　　　　＊５を最高点とする５段階評価

再試実施の有無
 Make-up Tests
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平成２６年７月２４日  

 全学共通教育 

授業担当教員 各位 

                        徳島大学全学共通教育センター長 

                                                    荒 木 秀 夫 

 

平成２６年度前期授業実施報告書の提出について（依頼） 

 

 日頃の全学共通教育へのご協力に感謝申し上げます。 

全学共通教育センターで，毎期お願いしています授業実施報告書は，先生方に各学期の

授業を振り返っていただき，それによって今後の授業改善に役立てていただくこと，ひい

ては全学共通教育全体の授業の質を向上させることを目的としております。いくつかの項

目は，授業評価アンケートとほぼ同じ内容のものとし，受講生の意識と比較できるように

しております。 

ご多忙の時期とは存じますが，上記のような趣旨をご理解のうえ，ご協力をお願いいた

します。 

 

記 

 

 １．提出時期 : 学期末終了（９月末）まで 

 ２．提出方法 : 添付「授業実施報告書様式」をメールで回答。 

 ３．注意事項 : 作成要領は，添付様式に記載しております。 

授業実施報告書及び期末試験問題は，従来どおり共通教育係で保管し

ます。 

授業実施報告書はメールにて回答いただきますが，期末試験問題は紙

面にて提出くださるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

教育支援課 共通教育係（担当：島巡） 

Email: kykyotuk@tokushima-u.ac.jp  

TEL:(088)656-7690 内線:82-7310 
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項　　　目
Item

設問及び説明
Question/Explanations

入力条件
Instructions

入力欄
Answers

時間割CD
 Time-table code

※必須入力
 *Required for management purposes
データ管理のキーコードとなるため必須です。
シラバス，時間割に記載の５桁数字です。

半角数字（５桁）
 use half-size
 characters on a Japanese keyboard
 （5-digits）

開講年度/学期
 Academic Year / Semester

担当の識別用です。入力はデータとして反映されません
が，時間割CD記載誤りの場合のチェック等に使います。入
力方，お願いします。
 This information is needed in the case of input errors.

半角数字西暦
 Western calender

2014/前期
1st Semester

教員名
 Instructors Name

〃
テキスト（セル幅，行高は変更されても差し支えありませんが，セル内での改行
は行わないでください。)
 You may change the cell size.

授業題目名
 Course Title

〃 〃

Ⅰ．授業のタイプ（英語授業のみ回答）
      Class Type (For English Classes Only)

選択. Choose from the following
 １：Listening中心　２：Speaking中心　３：Reading中心
 ４：Writing中心　   ５：総合英語 (Integrated)
 ６：その他（記載例「６：その他（TOEICの準備）」）
   (other;  i.e. TOEIC prep)

半角数字
その他の場合は
半角６＋テキスト
 Write only the number, except in the case of 6 write details.

Ⅱ－１．成績報告をしない受講者数
         （公開講座＿受講料を徴収するもの）
           Number of students who you will not
           need to give a grade.
           (i..e. auditors who have paid tuition)

対象が無い場合は０を入力
 Type 0 if N/A

半角数字
 use half-size
 characters on a Japanese keyboard

Ⅱ－２．成績報告をしない受講者数（その他）
対象が無い場合は０を入力
 Type 0 if N/A

半角数字
 use half-size
 characters on a Japanese keyboard

                          その他の具体的な内容
                          Other details

Ⅱ－２の対象がある場合に入力ください。

テキスト（セル幅，行高は変更されても差し支えありませんが，セル内での改行
は行わないでください。
 Please change the height and width of the cells as needed. However, please
do not attempt any linefeeds within the cell

Ⅲ－１．授業実施回数（半角数字）
         （補講を含む）
           Number of classes held

期末試験は回数に含みません。
 A final exam doesn't count.

半角数字
 use half-size
 characters on a Japanese keyboard

Ⅲ－２．休講回数
           Number of cancelled classes

休講をしなかった場合は０を入力
 Type 0 if N/A

半角数字
 use half-size
 characters on a Japanese keyboard

Ⅲ－３．補講回数
           Number of make-up classes

補講をしなかった場合は０を入力
 Type 0 if N/A

半角数字
 use half-size
 characters on a Japanese keyboard

Ⅳ－１．授業の実施状況【出席確認】
           Taking Attendance

設問：授業ではどの程度出席確認をおこないましたか。
 Q: How many times did you check attendance?
選択
 １：毎回実施した 　２：11回以上実施した　 ３：6～10回実施した
 ４：1～5回実施した　 ５：実施しなかった
 １：Every class　 ２：More than 11　 ３：6～10
 ４：1～5　 ５：Did not take attendance

半角数字
 use half-size
 characters on a Japanese keyboard

Ⅳ－２．授業の実施状況
           【シラバスと授業の整合性】
           Consistency of Syllabus and Classes

設問：シラバスに記載されている目的・目標計画・成績の評価方法に
         ついて，実際の授業との間に相違が生じた場合は，その状況と
         理由を書いてください。
 Q: If you changed the class goals, plan, grading method of the course
from the syllabus, please note.

テキスト（セル幅，行高は変更されても差し支えありませんが，セル内での改行
は行わないでください。
 Please change the hieght and width of the cells as needed. However, please
do not attempt any linefeeds within the cell.

Ⅳ－３．授業の実施状況【創意工夫】
           Originality and Ingenuity

設問：授業内容の理解度を高めるための，あるいは授業への積
　　　　極的関与や自主的学習・実践などを促すための創意工夫
　　　　があった場合には，それについて具体的に説明してくだ
　　　　さい。
 Q: If you implemented techniques to improve the course, or enhance
learning motivation and autonomy, please note.

〃

Ⅳ－４．授業の実施状況
           【アンケート結果などへの対応】
           Response to Survey Results

設問：全学共通教育センターによる授業評価アンケートを実施した
　　　　授業(平成26年度前期は社会性形成科目群及び基礎科目群)
　　　　については，中間アンケートで評価値の低かった項目や若干数
　　　　以上の学生により改善すべきであるとされた点でどのように
　　　　対応したか，またすべての授業について，先生方独自の
　　　　アンケートや観察などによって明らかになった授業の問題点に
　　　　どのように対応したかを書いてください。
 Q: If you administered Course Evaluations, please note in detail the
results and improvement schemes.

〃

Ⅴ－１．学生に関する評価【受講態度】
           Student Learning Attitudes

設問：この授業に対する学生の受講態度（集中度・出席率・発表
　　　　の内容など）はどうでしたか。
　　　　　　　＊５を最高点とする5段階評価
 Q: On a scale of  1 to 5 with 5 being the most positive, how would you
rate the learning attitude of students in your class.

半角数字
 use half-size
 characters on a Japanese keyboard

Ⅴ－２．学生に関する評価【学習時間】
           Study Time

設問：予習復習・レポート作成・関連文献の読書・外国語やスポーツ
　　　　の実践練習など，この授業に関連して学生が費やした時間の
　　　　平均は，１週間当たりどのくらいだったと思いますか。
選択
　  ５：2時間以上，４：1時間半程度，３：1時間程度，
　 ２：30分程度，１：ほとんどなかった

 Q: How many minutes a week do you feel your students studied or
practiced outside of class?
     ５：above 2 hrs. ４：90 mins. ３：1hr. ２：30 mins. １：zero
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Ⅴ－３．学生に関する評価【目的意識】
            Sense of Purpose

設問：学生は受講に際して，この授業の目的・目標を理解していた
       と，思いますか。
　　　　　　　＊５を最高点とする5段階評価
 Q: On a scale of  1 to 5, how well do you think the students understood
the goals of your course?
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Ⅴ－４．学生に関する評価【総合評価】
           Over-all Evaluation

設問：学生は総合的に見て，この授業に満足したと思いますか。
　　　　　　　＊５を最高点とする5段階評価
 Q: On a scale of  1 to 5, how satisfied are you with the course?
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再試実施の有無
 Make-up Tests

有無を入力してください（事務確認事項）
 If you administererd a make-up test type [Y］ for yes and [N] for no.

セル幅，行高は変更されても差し支えありませんが，セル内での改行は行わな
いでください。
 Please change the hieght and width of the cells as needed. However, please
do not attempt any linefeeds within the cell

再試の日程等について
 Make-up Test Schedule

設問：再試は原則として授業と同曜日，同講時，同教室となりますが，変
        更等の希望がありましたら御記入願います。(事務確認事項)
 Q: Fill-in only if your make-up test is scheduled on a day and time
other than the official one.

〃

平成２６年度前期授業実施報告書様式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全学共通教育センター

2014 1st Semester Course Report
                                                                                   Center for General Education

＊１　入力欄は，入力しやすいよう自由にセル幅，行高を変えても差し支えありません。
          Please change the height and width of the cells if needed.
＊２　自動改行以外のセル内改行は使用しないでください。また，シート（報告書取り込みテーブル）には変更を加えないでください。
        However, please do not attempt any linefeeds within the cell, and do not type into Sheet 2 named [報告書取り込みテーブル].
＊３　本様式は教育支援課共通教育係宛（担当：島巡　Email:kykyotuk@tokushima-u.ac.jp）へメールでお送りくださるようお願いします。
　　　　 Please send the document to Ms. Shimameguri at kykyoutuk@tokushima-u.ac.jp.
        紙面での提出は必要ありません。（期末試験の試験問題は，従前どおり共通教育係で保管します。紙面にて提出願います。）
        You do not need to submit a hardcopy of this document.
          REMINDER: You still need to hand in a copy of your tests, etc. as before.
＊４　ファイル名は，曜日講時＋氏名で作成願います（例：　月３・４島巡　　または　Mon３・４Shimameguri）
          Please save the file as Day.Classtime.Name.  (i.e. Monday3.4Shimameguri.xls)
        また，複数授業ご担当の場合は，本ファイルをコピーの上，提出願います。
          If you have more than one course, please make copies of the file accordingly.
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