
平成 28 年度前期 一般教養教育科目群・グローバル化教育科目群・ 

イノベーション教育科目群の授業評価アンケート結果の通知について 

 

教養教育院長  荒木秀夫 

 

今回実施しました教養教育の学生による授業評価アンケートの結果がまとまりましたので，ここに

報告いたします。アンケートの実施にあたってご協力賜りましたこと，御礼申し上げます。 

 今回お知らせする内容は，次の 3 種類です。 

1) 今回の授業評価アンケート結果についての説明 

2) 担当教員別の「学生による授業評価アンケート結果」 

3) 授業評価アンケート（全体集計） 

 

 

ご覧いただくと判りますように，授業評価アンケート結果の通知にあたりましては，それらを全体

や中間アンケートの結果と比較ができるように配慮しています。これは，アンケート結果をできるだ

け多角的・総合的な視点から把握していただき，今後の授業改善に役立てていただきたいと考え

たからです。授業評価アンケート結果の見方と総評については，裏面をご覧下さい。 

 

大学教育に関しては教育目的・目標の明確化やその到達度，さらに教育（授業）方法の改善や

成績評価の適正化が強く求められています。こうした状況の下で，「幅広い学問領域を学ぶことを

通じて，広い視野を持ち，俯瞰的に物事を捉え，高い倫理性に裏打ちされた人間性に富む人格の

形成を促すとともに，自律して未来社会の諸問題に立ち向かう「進取の気風」を身につけ，「持続

的な社会づくり」を担うための学問的基盤を形成すること」を教育理念に掲げる徳島大学教養教育

においても，教養教育として質的・量的にさらに充実した授業の提供を目指しているところです。 

 

各授業担当者におかれましては，こうした状況を斟酌いただくとともに，今後とも教養教育の実

施にあたってご協力賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

また，学生による授業評価アンケート結果ならびに成績評価については，授業改善の一環とし

て，科目別に教養教育ＦＤやＷｅｂ上で順次公表していく予定でおります。この点についてもご意

見があれば，教養教育係までご連絡いただければ幸いです。 

 



平成 28 年度前期 一般教養教育科目群・グローバル化教育科目群・ 

イノベーション教育科目群の授業評価アンケート結果 
 

教養教育院長 荒木秀夫 

 
１）今回のアンケートが実施された総授業数は 90 コマで，回収率は 63.39%でした。因み

に，中間アンケートの回収率は 71.42％でした。 
 
２）学生による授業評価アンケート結果の２ﾍﾟｰｼﾞ目には，「アクティブラーニングの実施

状況とその結果としての学習課題の発見」のグラフが今回から新たに加わっています。 
 
３）3 ﾍﾟｰｼﾞ下段では，中間アンケートの結果と，期末アンケートの結果を共通項目におい

て比較した表とグラフを示しました。 
 
４）4 ﾍﾟｰｼﾞ目にある「アンケート集計結果表」は 3 ﾍﾟｰｼﾞ上段右に記載してある質問項目に

対する学生の回答の度数分布表です。「未」は無回答の数です。 
 
５）5 ﾍﾟｰｼﾞは，当該科目群や科目分野等の平均をグラフに示し比較したものです。 
 
６）6 ﾍﾟｰｼﾞは，学生による自由記述です。 
 
７）別紙，授業評価アンケート（全体集計）の中段右は，自由作成項目の実際の作成例で

す。なお，学生の教員に対する評価（項目 3～9）の諸設問は，「学生が選ぶ優れた授業」

選考のために用いられます。この部分の設問の評価値平均で比較し，上位の授業（回答

者数が 5 名未満，または受講者数の半数未満の授業を除く）の担当教員は表彰され，そ

の教員名と学生の自由記述のいくつかが教養教育院のホームページで公開されます。 
 



平成28年度前期　授業評価アンケート（全体集計） 一般教養教育科目群

期末アンケート 受講態度 自学自習 目的の明示
目的等の
実施

理解度への配慮 創意工夫
将来的な意
義・有用性

双方向性 総合評価 環境・設備 課題演習 質疑応答 振り返り ペア作業 個人発表 反転授業 一方的
学習課題

発見

受講者数30人以下の授業

(17件)

受講者数30人を超える授業

(46件)

教員独自の例 使用率：7.94%（5/63)

授業中，講義内容について「考える」ことができましたか。
授業以外の場面で，歴史的な考えにも則って，自分や社会について「考える」ことができましたか。
この講義を受ける際，中学・高校で身につけた日本史の知識では問題があると感じましたか。
放射線・放射能や人体への影響を科学的な考え方で説明できるようになりましたか。
十分に教科書を活用しましたか。
興味を持った放射線関連プロジェクトについて十分実施することができましたか。
心理学という学問に対して多面的な見方ができるようになりましたか。
知的な意味で視野が広がりましたか。
授業のテーマや関連分野に対する興味が掻き立てられましたか。
授業の内容に知的な面白さはありましたか。
対象に対して多面的な見方ができるようになりましたか。
中間アンケート以降，授業方法は改善されましたか。
グループワークは適切でしたか。
グループでの話し合いの時間は適切でしたか。
グループでのプレゼンテーション資料作成の時間は適切でしたか。

（教員による自由記述）
授業中に出題したクイズについて、ご意見ください。
グループワークの次年度に向けて、もっと良くなるための改善点があれば、記入してください。

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価 受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価
中間 4.28 4.21 4.04 3.89 3.96 中間 4.30 4.37 4.26 4.17 4.27
期末 4.12 4.03 3.79 3.71 3.83 期末 4.26 4.26 4.24 4.15 4.25

64.0% 3.82

- - - - - - - -

17.0% 25.0% 38.0% 13.0%

前回実施の全体【平均】

4.134.26 1.75 4.25 4.24 4.22

- - - - - -

全体【平均】

3.59

4.19 3.69 4.23 4.26

16.0% 65.0% 3.83

28.0% 26.0% 34.0% 28.0% 27.0%

11.0%

17.0% 25.0%4.15

学生による授業評価アンケート結果（質問項目は別紙に掲載） アクティブラーニングの実施状況とその結果としての学習課題の発見

回収率：62.35%

3.71 3.97 3.57 3.83 4.194.12 2.00 4.03 3.94 3.79 21.0% 61.0%

4.26 1.74 4.26 4.26 4.24

教員による自由作成項目

中間・期末設問項目比較表(30人以下） 中間・期末設問項目比較表(30名を超える）

4.20 3.70 4.25 4.26

-- - -

38.0% 12.0% 10.0%

16.0%
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平成28年度前期　授業評価アンケート（全体集計） グローバル化教育科目群

期末アンケート 受講態度 自学自習 目的の明示
目的等の
実施

理解度への配慮 創意工夫
将来的な意
義・有用性

双方向性 総合評価 環境・設備 課題演習 質疑応答 振り返り ペア作業 個人発表 反転授業 一方的
学習課題

発見

グローバル化教育科目群

(17件)

教員独自の例 使用率：0.00%（0/17)

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価

中間 4.38 4.34 4.31 4.24 4.35
期末 4.36 4.24 4.24 4.20 4.30

前回実施の全体【平均】 - - -- - - - -- - - - -

35.0% 30.0% 20.0%

- - - -

20.0% 29.0%

教員による自由作成項目

-

中間・期末設問項目比較表

学生による授業評価アンケート結果（質問項目は別紙に掲載） アクティブラーニングの実施状況とその結果としての学習課題の発見

回収率：71.36%

4.20 4.33 3.81 4.30 4.334.36 1.73 4.24 4.25 4.24 19.0% 55.0% 3.97
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平成28年度前期　授業評価アンケート（全体集計） イノベーション教育科目群

期末アンケート 受講態度 自学自習 目的の明示
目的等の
実施

理解度への配慮 創意工夫
将来的な意
義・有用性

双方向性 総合評価 環境・設備 課題演習 質疑応答 振り返り ペア作業 個人発表 反転授業 一方的
学習課題

発見

イノベーション教育科目群

(10件)

教員独自の例 使用率：0.00%（0/10)

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価

中間 4.47 4.47 4.37 4.45 4.57
期末 4.39 4.31 4.31 4.40 4.48

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価

中間 4.47 4.47 4.37 4.45 4.57
期末 4.39 4.31 4.31 4.40 4.48

学生による授業評価アンケート結果（質問項目は別紙に掲載） アクティブラーニングの実施状況とその結果としての学習課題の発見

回収率：63.62%

4.40 4.34 4.02 4.48 4.464.39 1.78 4.31 4.30 4.31 22.0% 43.0% 4.09

-

中間・期末設問項目比較表

25.0% 36.0% 29.0%42.0%

教員による自由作成項目

33.0%

- -

中間・期末設問項目比較表

前回実施の全体【平均】 -- - - - - - - - -- - - - -
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項目
Item

Listening中心　 11
Speaking中心 7
Reading中心 14
Writing中心 4
総合英語 (Integrated) 29
その他 17
10回 1
13回 5
14回 31
15回 112
16回 10
0回 118
1回 31
2回 7
3回 3
0回 140
1回 15
2回 3
3回 1
毎回実施した　 126
11回以上実施した　 16
6～10回実施した 5
1～5回実施した　 1
実施しなかった 11

I introuced a definitions component into the weekly listening tests. I provided a definition
in English of one of the words in the text and students had to write down the word it
referred to. This was implemented in order to stimulate both vocabulary acquisition and
listening.

・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

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）。双方向性、かつ必ず、予習復習の課題を出して授業を勧めたが、学生の反
応も、授業準備もかなり良く、今後も基本的にはこのやり方で進める方針である。

①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中国語には独特な四声があり、
実際に相手に通じるかどうかはほぼ発音で決まるので、毎回中検問題を使って発音の異
同を耳で聴き分ける練習を行いました。③将来独学できるよう「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回ほど宿題レポートを課し、未提出者はその講義日を欠席扱いとした．

平成28年度前期授業実施報告書集計結果

 初回の導入では医学科の1年生としてのモチベーションを上げるために30-50代の現役医
師３人に医学科１年に対してのメッセージを書いてもらい紹介。そのうち一人はその人を取
材した30分ほどのドキュメンタリー番組があったのでそれも上映。医師としての仕事と母と
しての仕事との両立を示す内容で将来のキャリアパスを考える上でも参考にできると考え
られた。通常の講義では最初の10分ほどは前回の復習にあて、講義への導入がスムーズ
になるように配慮するとともに、基本的な事項を再確認した。学生を３人ずつのグループに
分け、グループごとに課題を出し、１回の講義あたり、1-3グループが５分ほどの発表を行う
という学生による発表を行い、学生間の質疑応答を促した。そのグループ発表に用いるパ
ワーポイントファイルが送られてきた時には、ほぼすべてのケースで問題点を指摘し、改善
を促した。

　説明したら簡単に演習して、どのように使う知識かを実践させる。
その演習中は、席の間を歩き回り、質問への心理的ハードルを下げる。
演習中は「結果は評点に無関係。隣同士で相談してもいい、というより出来た人は周りに解
説して」と話し、学生全体の理解の底上げ・講義中の連帯感を高める。

回答

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

Ⅲ－１．授業実施回数（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

iCollaboによる感想、予習、復習の記入を授業に反映した。

In this course, students created scrapbook pages to go along with the topics of their
presentations and assembled them into real books at the end of the semester. Students
learned to video record themselves and create transcripts of what they said and what
they wished they had said. Pronunciation tests were given using Apple Photobooth.
Students could record themselves multiple times until they were satisfied with the result.
Students learned to read the International Phonetic Alphabet and use it to improve
pronunciation and listening skills.



2

項目
Item

回答

オリエンテーションのみで実習に行くのではなく、ワーク等をとりいれた事前演習を実施す
るようにしている。また毎回、実習のはじめと終わりに振り返りの時間をとり、その振り返り
のための資料として、乳幼児との交流場面の写真や学生のコメントを記載した資料を準備
した。

各回の授業内容の振り返りをクイズの出題により行った

各自の宿題が次回のクラスで反映されることで個別の満足を得られるよう工夫した。

学生からの質問を受け付け，次週にその回答・解説を行った

学生に宿題を出して次回の講義冒頭の小テストで確認するなどして、
学生自身が学ぶ機会を持つよう工夫した。

学生による解答例の発表

Students learned about research ethics and created/conducted their own survey based
research. This data was used to create original speeches analyzing the student-gathered
data. Pronunciation tests were given using Apple Photobooth. Students could record
themselves multiple times until they were satisfied with the result. Students learned to
read the International Phonetic Alphabet and use it to improve pronunciation and listening
skills.

The course is designed to allow student autonomy and further self-study.  Implemented
activities and listened to student feedback to increase their motivation and participation.

英文の参考書eBookを参照させた．小テスト，毎回計算させ，特に分子軌道法の学修で
は，実際に手計算を行なわせ，次の回にテストを実施し，確認させた．毎回，最新号の
Nature記事を選ばせ，あレポートを提出させ，学術雑誌から直接に科学情報を得る習慣を
着けさせようと企画した．

エピソードをまじえるなど外国語を親しみやすく感じさせることを重視した

演習問題を課し，学生の理解度に対応して講義内容を工夫した。

演習問題を課し，根気よく考えるよう促した。

             

授業資料をi-Collaboで提示し、授業ではテーマ沿ってグループワークを実施。次週にグ
ループで話し合った内容をプレゼンテーション資料にして、発表。それを学生同士で評価し
合う。

授業中、質問に解答した学生に平常点を与えることで、授業への関与を促した。

授業中はできるだけ学生に当てて解答させた。
また、授業の最後では英語の歌を歌って英語に親しませた。

授業では、毎回授業内容の復習を兼ねてミニレポートを課した。
また5回ほど簡単な実験を行った。

授業内容に関連するクイズ形式の宿題を出した。

コミュニケーションゲームを取り入れ，体験的に学ばせた。

視聴覚機器の利用

授業自体を学生の積極的参加を促すワークショップ形式で行うとともに毎回ポートフォリオ
を課すことで振り返りをさせることに心掛けた。

In this course, students used transcripts and videos from TED.com to learn English
centered around engineering topics and vocabulary. Students learned how to teach
themselves through use of bilingual transcripts. Students were introduced to Quizlet for
learning vocabulary effectively. Students explored how to make a windmill for irrigation
and created simple technical drawings of that process, in relation to one of the TED talks
that they studied. Pronunciation tests were given using Apple Photobooth. Students could
record themselves multiple times until they were satisfied with the result. Students
learned to read the International Phonetic Alphabet and use it to improve pronunciation
and listening skills.

Moodle に問題解答や学習資料ファイルなど多数掲載し、e-Larningを推奨した。

学生の言語・学力レベルに合わせて、教材を調整し授業を分かりやすくした

講義開始前に、前回講義に関する演習問題を回答させ、解説を行った。

生物を入試で取っている者とそうでない者との知識レベルの差を埋められるように授業を
行うとともに、専門基礎歯学教育に繋がるように、基礎知識の確認を行なった。
理解を容易にするために、講義一回につきA4用紙3枚程度の図が豊富で、内容をまとめた
プリントを配布し、講義をすすめた。

授業の最初に例題を示し，その日の目標を明確にしている。
授業の最後に演習を実施し，理解度を高めている。

授業へ積極的に参加してもらえるよう毎回予習として宿題があった。
また、語彙力を向上できるよう毎回単語テストを行った。

授業の最初に教科書の該当章の小テストを実施した。
また、グループワークにより同章に関連課題について話し合い発表した。

小テストを行い、自学自習・授業の復習を促した。

小テストを複数回実施するとともに，重要ポイントをメールにて受講者に知らせた

随時中国の文化習慣を紹介したり，中国語のニュースを皆で読んでみたりした。
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項目
Item

回答

             

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、やや速めに発話される英文をディクテーションさせることによって、速い英語についてい
ける力を養った。

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12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。さらに受講者はとくだい乳業株式会社という仮想の
会社の社員という設定で、海外の乳製品を見てもらったり、チーズづくり体験、データの読
み取り、商品開発やコンペを行ない、学生のモチベーションの維持に努めた。

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．

レポートを課して，自主学習による理解度を高めるように努めた。

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
は変密な証明よりも全体の道筋やイメージを重要視した。さらに、自由参加のレポートの形
で難しい問題を出題し、後日解説を行った。

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。

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。

授業の最初に例題を示し，その日の目標を明確にしている。
授業の最後に演習を実施し，理解度を高めている。

ほぼ毎回の授業について宿題を出し，Ｗｅｂ上で解答例を示し，
自分で確認・復習ができるよう図った。

毎回出席カードを配布し、次回の授業の冒頭で質問に答え、学生の意見も紹介した。

毎週演習を行って学生の理解度を確認した

レポート課題を3回実施し知識の定着，確認をした。

レポートを課しその添削結果を返却して再提出を求めた。

ポートフォリオやCMS，メールなど多様なツールを用いて授業目的に合致するような演習を
展開した．

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。

担当が何度も回るように心掛けた。
作文指導も学生の持っている力を引き出すようにし，自信を持たせるように心掛けた。

独自に作成した教材を基に、授業外における英語学習計画の立案・実施を支援した。

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。

パワーポイントを使い視覚に訴える授業に加えて、レジュメを配布している。

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。パワーポイント前編にわたりBGM・効果音
を入れているが、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。

ビデオ・DVD教材をできるだけたくさん使用した

頻繁に宿題を課し，解答・解説をＷｅｂ上で閲覧可能とすることにより，
理解度の確認ができるよう図った。

複数の教員によるオムニバス形式の実習であるが、
それぞれの実習に関連を持たせるようにした。
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項目
Item

回答

　５％の学生が「もっと早く進めていい」と感想を言い、別の５％の学生が「早くてついて行け
ない時もあった」と感想を述べた。統計学的にはクラスレベルにあったスピードと思う。「講
義の内容と教科書の順番や表現が違う」という意見はいつも一定数あるが、最善の講義と
ぴったりする教科書が無いので、現状でベストと考える。この点は講義の初回に口頭で述
べている。「苦手だった有機化学が好きになれそう」「暗記だと思っていた高校の化学とは
違って理屈があることがわかりさらに好きになった」という感想は半数以上からあった。

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。

feedback every class

Not administered. (Not requested to administer).

             

良質な英語の例文を音読・暗唱させることによって、文法・構文・語彙などの力を伸ばすこ
とを主眼とした授業をおこなった。また、やや速めに発話される英文をディクテーションさせ
ることによって、速い英語についていける力を養った。

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

スライド進行が速いとの意見があったのでなるべくゆっくり進めるよう心がけた．

中間アンケートにおいて、「パワーポイントのスライドを映す時間をもう少し長くしてもらいた
い」という意見があったが、スライドを進めるペースをよく意識するとともに、確かに全員が
必要なノート・メモを取ったかを確認してから次に進むように心がける形で対処した。

考える時間が足りない、時間内に終わってほしいという意見があったため、アンケート以降
1コマ内の時間構成を工夫した。

語彙不足を心配する学生の希望に対応し、項目別語彙の習得と毎回小テストを実施。

講義をする時間が短いとの意見対して、できるだけ説明を加えることとした。第15回目の授
業ではまとめの講義を行った。

質問、改善要望に返答し改善をした(主に空調等の問題)

時間外の学習時間を増やすため、前年度より小テストの回数を増やした。

オバマ大統領の演説など、新鮮で有意義なスピーチを取り入れた。

体験プログラムなどの導入。

講義時間最後に次回の講義のテーマを説明し、さら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、次回講義の最初に復習問題を出題し合わせて解説を行った.

昨年度まではエッセイライティングは主に宿題とし、こちらで添削するようにしていたが、提
出しない学生もおり、進度や完成度に差が生じた上、未提出者の対応に時間を取られた。
今学期はメール連絡で期日までの提出を促し、授業中にエッセイを自己修正させながら添
削指導を行ったため、遅れている学生の指導も同時にできた。完成度に差があるものの、
全員がエッセイを仕上げることができたことが改善点である。

高校でのベクトルの復習と補完から始めた。

・最近のトピックスを詳細に紹介。
・グループ討議と発表を行い、コミュニケーションの重要性を認識してもらった。
・事例研究

授業前アンケートを独自に実施し、学生ニーズの把握と今後の授業計画に反映させた。中
間アンケートで指摘のあった項目については順次改善した。

Students in this class as well, felt that the pronunciation lessons were well taught and
helpful. There was a 50/50 split on whether they enjoyed learning using the TED talks.
Many students indicated that they felt the content was difficult, but that they enjoyed the
class and felt like it was useful. The next time this class is taught, I will work to explain
better why the content is relevant and worth learning. I think this was a step I glossed
over to much, forgetting that as freshmen, they don't necessarily have a strong
understanding of what will be useful in the future yet.

The vast majority of students indicated that they very much liked learning how to give
presentations to small groups well and felt that the pronunciation lessons were well
taught and helpful. Students wished that the vocabulary notebook words had been
included in the pronunciation lessons and some students asked for more challenging
vocabulary. These requests will be implimented the next time this course is taught.

アンケートの結果をスライドで見せて、どういった意見が書かれていたのかを提示した。

医学部と歯学部の実力者があり過ぎで困る。歯学部への配慮をしているつもりであるが、
それでも歯学部の学生で付いてこられないものがいる。

学生からは、今のままでという意見であり、継した。

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）

改善意見を授業で触れ，可能な部分は改善する旨伝えた．改善困難な点は，
学生への理解を求めた
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項目
Item

回答

1 0

2 2

3 13

4 83

5 59

回答なし 2

30分以下 36

1時間程度 77

2時間程度 24

3時間程度 19

3時間より多い 3

1 1

2 1

3 22

4 93

5 42

1 0

2 0

3 28

4 85

5 44

回答なし 2

有 102

無 46

回答なし 11

Ⅴ－１．学生に関する評価【受講態度】
　　　  Student Learning Attitudes
　　　　(５を高得点とする５段階評価)

Ⅴ－４．学生に関する評価【総合評価】
           Over-all Evaluation
　　　　(５を高得点とする５段階評価)

再試実施の有無
 Make-up Tests

反転授業を取り入れた

           
              

Ⅴ－２．学生に関する評価【学習時間】
　　　　Study Time
　　　　(５を高得点とする５段階評価)

Ⅴ－３．学生に関する評価【目的意識】
         Sense of Purpose
　　　　(５を高得点とする５段階評価)

理工学部は1年から競争になったので、割合みんな真剣に勉強をしていた。

全学共通教育センターによる授業評価アンケートはなかったが、独自にアンケートを行った
（昨年度、今年度）。昨年度には授業時間が延びる点、発表が個人によるものでレベル差
もあり時間もかかりすぎるという指摘があったので、昨年度途中から授業時間をコントロー
ルするように努め、ほぼ可能になった。また課題の発表も3人のグループによるものとし
た。これによりチームでの協力、発表内容のレベルアップ、発表者たちのモチベーション
アップなどが見られた。

プリントを見やすくした。

マイクでの声が聞き取りにくいとの指摘があったので、以後、マイクを使用せず、学生に声
が届いているかの確認を行った。

皆が積極的に発言できるように、毎回の授業で全員が英語で発表できるよう努めた。

ミニレポートで、前回の授業内容に対する質問を受け付け、それに対して次の授業の冒頭
で回答した。

メモを取る量が多いというコメントについて、改善した。

要点を示すこと、分かりやすい説明に努めた。図はできる限り取り入れた。

中間試験と期末試験の際には，いつも感想や意見・質問等を書いてもらうようにしている。
感想や学習に関する質問には個別にコメントし，全体へフィードバックすべきと思われる問
題については授業時にクラスで話すことにしている。

当該回の授業の方向性を簡単に示すようにした。
独自のアンケート結果（自由記述）から、高い評価を受けた実習もあれば、そうでないもの
もあった。アンケートの結果はすべての担当者に伝え、来年度へ向けての改善を依頼し
た。

内容が難しいとの少数意見があったが，難しいことにチャレンジすることが大切であると諭
した。

板書を見やすく書くように工夫した。

スライド形式しかないとの意見をもらったため、後期はできるだけ質問を増やすように心掛
けた。

パワーポイントの見づらさ（ページ事の字数）を改善し，板書もより丁寧にするよう心がけ
た。
１年生の基盤英語はTOEIC対策を行ってきたが、近年TOEFLを受験する学部や学生もいる
ため、今年度から希望を確認してから、試験前２コマのみを対策授業とした。

無記名のアンケートを実施した。当方にとって参考になる意見や要望は来年度の講義に生
かしたい。技術者倫理の観点から、今後の抱負を書かせた。



平成 28 年度後期 基礎基盤教育科目群・汎用的技能教育科目群の 

授業評価アンケート結果の通知について 

 

教養教育院長  荒木秀夫 

 

今回実施しました教養教育の学生による授業評価アンケート結果がまとまりましたので，ここに報

告いたします。アンケートの実施にあたってご協力賜りましたこと，御礼申し上げます。 

 今回お知らせする内容は，次の 3 種類です。 

1) 今回の授業評価アンケート結果についての説明 

2) 担当教員別の「学生による授業評価アンケート結果」 

3) 授業評価アンケート（全体集計） 

 

 

ご覧いただくと判りますように，授業評価アンケート結果の通知にあたりましては，それらを全体

や中間アンケートの結果と比較ができるように配慮しています。これは，アンケート結果をできるだ

け多角的・総合的な視点から把握していただき，今後の授業改善に役立てていただきたいと考え

たからです。授業評価アンケート結果の見方と総評については，裏面をご覧下さい。 

 

大学教育に関しては教育目的・目標の明確化やその到達度，さらに教育（授業）方法の改善や

成績評価の適正化が強く求められています。こうした状況の下で，「幅広い学問領域を学ぶことを

通じて，広い視野を持ち，俯瞰的に物事を捉え，高い倫理性に裏打ちされた人間性に富む人格の

形成を促すとともに，自律して未来社会の諸問題に立ち向かう「進取の気風」を身につけ，「持続

的な社会づくり」を担うための学問的基盤を形成すること」を教育理念に掲げる徳島大学教養教育

においても，教養教育として質的・量的にさらに充実した授業の提供を目指しているところです。 

 

各授業担当者におかれましては，こうした状況を斟酌いただくとともに，今後とも教養教育の実

施にあたってご協力賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

また，学生による授業評価アンケート結果ならびに成績評価については，授業改善の一環とし

て，科目別に教養教育ＦＤやＷｅｂ上で順次公表していく予定でおります。この点についてもご意

見があれば，教養教育係までご連絡いただければ幸いです。 

 



平成 28 年度後期 基礎基盤教育科目群・汎用的技能教育科目群の 

授業評価アンケート結果 
 

教養教育院長 荒木秀夫 

 
１）今回のアンケートが実施された総授業数は 72 コマで，回収率は 50.37%でした。因み

に，中間アンケートの回収率は 54.19％でした。 
 
２）学生による授業評価アンケート結果の２ﾍﾟｰｼﾞ目には，「アクティブラーニングの実施

状況とその結果としての学習課題の発見」のグラフが今回から新たに加わっています。 
 
３）3 ﾍﾟｰｼﾞ下段では，中間アンケートの結果と，期末アンケートの結果を共通項目におい

て比較した表とグラフを示しました。 
 
４）4 ﾍﾟｰｼﾞ目にある「アンケート集計結果表」は 3 ﾍﾟｰｼﾞ上段右に記載してある質問項目に

対する学生の回答の度数分布表です。「未」は無回答の数です。 
 
５）5 ﾍﾟｰｼﾞは，当該科目群や科目分野等の平均をグラフに示し比較したものです。 
 
６）6 ﾍﾟｰｼﾞは，学生による自由記述です。 
 
７）別紙，授業評価アンケート（全体集計）の中段右は，自由作成項目の実際の作成例で

す。なお，学生の教員に対する評価（項目 3～9）の諸設問は，「みなさんが選ぶ優れた授

業」選考のために用いられます。この部分の設問の評価値平均で比較し，上位の授業（回

答者数が 5 名未満，または受講者数の半数未満の授業を除く）の担当教員は表彰され，

そ の 教 員 名 と 学 生 の 自 由 記 述 の い く つ か が 教 養 教 育 院 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://las.tokushima-u.com/campus-life/）で公開されます。 
 



平成28年度後期　授業評価アンケート（全体集計） 基礎基盤教育科目群

期末アンケート 受講態度 自学自習 目的の明示
目的等の

実施
理解度への配慮 創意工夫

将来的な意
義・有用性

双方向性 総合評価 環境・設備 課題演習 質疑応答 振り返り ペア作業 個人発表 反転授業 一方的
学習課題

発見
高大接続科目・自然科学入門
（0件）
基礎科目・基盤教育
(45件)
ウェルネス総合演習
(15件)

教員独自の例 使用率：3.33%（2/60)

学習内容の復習のために実施した課題プリントの難易度は適切でしたか。
（５：適切であった，４：概ね適切であった，３：どちらともいえない，２：あまり適切ではなかった，１：不適切であった）

課題プリントにはどのように取り組みましたか。一番多かったと思われる方法を答えてください。
（５：自分の力だけで解答した，４：教科書・参考書等を参考に解答した，３：友達に教えてもらった事を参考にして
   解答した，２：友達の解答を書き写した，１：課題プリントは提出しなかった）

本講義に関する家庭学習の時間は1週間でどれくらいですか。
（５：90分以上，４：60分程度，３：30分程度，２：ほとんどしない，１：全くしない）

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価

中間 4.32 4.13 3.95 3.88 3.96
期末 4.31 4.02 3.92 3.86 3.95

- -- - - - - -

13.0% 20.0% 3.97

35.0% 20.0% 27.0% 15.0% 24.0% 13.0% 42.0% 3.77

18.0% 39.0% 22.0% 34.0% 25.0%

9.0% 23.0% 13.0% 49.0% 3.71

- - - - -

40.0% 14.0% 28.0%

- - - - -- - - - -

4.204.57 1.39 4.19

中間・期末設問項目比較表

3.86 4.00 3.58 3.95 4.154.31 2.15 4.02 4.01 3.92

4.24 2.37 3.97 3.97 3.85

4.12 4.21 3.95 4.244.19 4.16

教員による自由作成項目

全体【平均】

前回実施の全体【平均】

学生による授業評価アンケート結果（質問項目は別紙に掲載） アクティブラーニングの実施状況とその結果としての学習課題の発見

回収率：49.95%

- - - - -- - - - - - - -

3.78 3.94 3.47 3.87 4.14
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平成28年度後期　授業評価アンケート（全体集計） 汎用的技能教育科目群

期末アンケート 受講態度 自学自習 目的の明示
目的等の
実施

理解度への配慮 創意工夫
将来的な意
義・有用性

双方向性 総合評価 環境・設備 課題演習 質疑応答 振り返り ペア作業 個人発表 反転授業 一方的
学習課題

発見

汎用的技能教育科目群

(12件)

教員独自の例 使用率：0.00%（0/12)

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価

中間 4.31 4.34 4.25 4.06 4.04
期末 4.24 3.97 3.93 3.95 3.98

前回実施の全体【平均】 - - -- - - - -- - - - - -

59.0%

- -- -

58.0% 19.0% 22.0% 14.0%

教員による自由作成項目

中間・期末設問項目比較表

学生による授業評価アンケート結果（質問項目は別紙に掲載） アクティブラーニングの実施状況とその結果としての学習課題の発見

回収率：53.58%

3.95 4.21 3.76 3.98 4.084.24 1.90 3.97 4.08 3.93 13.0% 30.0% 3.96
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項目
Item

Listening中心　 15
Speaking中心 10
Reading中心 8
Writing中心 7
総合英語 (Integrated) 22
その他 9
11回 1
12回 2
13回 4
14回 28
15回 87
16回 8
0回 95
1回 29
2回 4
3回 2
4回 1
0回 119
1回 11
2回 0
3回 0
4回 1
毎回実施した　 114
11回以上実施した　 9
6～10回実施した 3
1～5回実施した　 0
実施しなかった 5

Ⅲ－２．休講回数
           Number of cancelled classes

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

ドイツ文化情報の資料をできるだけたくさん使用した

毎回出席カードを配布し、出席を確認した。出席カードには質問等を書かせ、次の時間の
初めに前回の質問に答え、補足が必要な場合は前回の授業内容の補足を行った。

Moodleに講義参考資料を掲載し、講義のプレゼンや復習用教材とした。また、教科書の
全問題の詳細解答PDFも掲載し、自習に活用させた。

予習復習の奨励

毎回レポートを実施。レポート内容は復習と予習。全ての授業でクリッカーを使用。講義中
に実験を実施。

Moodleに授業で使う教材をアップロードすることで，予習・復習の便宜を図った．

Moodle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．

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。

複数のオペラ作品を用いて、理解を深めるよう工夫した

毎回、確認テストを実施し、学習事項の定着をはかった。

受講学生の事前知識をなるべく確認し、講義内容のすりあわせを行った。

毎回授業メモを提出させた。

毎回の授業レポートの提出を課した。

平成28年度後期授業実施報告書集計結果

ディクテーションに全員参加できるようパソコンシステムを活用してモチベーションがあが
るように工夫した。

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．

回答

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

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

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



レポート課題の提出

毎回小テストを行い、日々英語に親しめるように工夫した。

英語で表現することに慣れてもらえるよう毎回ライティングの宿題を提出してもらった。

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，2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。

前回の内容について毎回小テストを行った。

プリントを配布したり、小テストを定期的に行ったりした。

討論の機会も設けてみた

演習時間を多くとった。

ほぼ毎回演習クイズを実施した。

iCollaboによる感想、予習、復習の記入を授業に反映した。

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13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。さらに、管理栄養士の国家試験問題から、当
該授業で取り扱う内容の問題を、クリッカーによるクイズ形式で出題し、内容の理解、モチ
ベーションの向上、将来の目標意識の向上に努めた。

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12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。

グループワークによる討論・発表や作品制作作業を通じて、藍染や草木染などの染色原
理・文化・歴史などについて、自己学習と相互理解を深めさせた。毎回授業に関するワー
クシートを課し、提出されたワークシートを添削、返却し、受講者の理解度、問題点などの
把握に努めた。また、授業資料はHPで公開し、欠席学生に配慮するとともに、予習復習に
役立ててもらった。

見やすいプリントの作成を心がけた

授業時間内に簡単なレポートを実施した。

学生の理解の応じて内容を絞り，要点が分かるように配慮した。演習問題を課し，その解
答解説をWeb上にも載せて，自学自習の助けとした。

「講義要点まとめ・課題シート」を配布し，記入のうえ提出させることにより理解度を確認し
ている。

良質な英語の例文を音読させることによって、文法・構文・語彙などの力を伸ばすことを主
眼とした授業をおこなった。また、ナチュラルスピードで発話される英文についていけるよ
うリスニングの練習をさせた。

毎回質問を書かせ，次週にそれへの回答を行った

毎回その日の講義内容のまとめをレポートとして提出させた

チームごとの練習を受講生に考えさせ主体的な学習を促した

ディスカッションを取り入れた



該当分野の全体像（総論）についての講義のあとに各論について講義をおこなった。臨床
分野、他の基礎医学（解剖学や薬理学など）との関わりについても解説し、幅広い視野を
持って理解を促すように努めた。

グループ討議及びその成果の発表

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）。パワーポイントのスライドにはフルで（スライドの内容にもっとも適した）BGMを付け、
授業内容の臨場感を高めるとともに、受講生の集中力を維持するようにした。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、出席状況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。

TED TALKSのプレゼンテーションビデオを利用した。ネットで公開されており、学生が授業
外で繰り返し視聴できるだけでなく、スクリプトや和訳も見ることができるので、授業で視聴
する前に個々のレベルに合わせて準備させることができた。

①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中国語には独特な四声があ
り、実際に相手に通じるかどうかはほぼ発音で決まるので、毎回中検問題を使って発音
の異同を耳で聴き分ける練習を行いました。③将来独学できるよう「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。

Students developed a set of sociolinguistic tools for turn-taking and encouraging others
in a discussion. This led to reduced anxiety and increased quality and quantity of
participation in discussions. Students used PhotoBooth as indicated in other classes to
develop more self-awareness while working on pronunciation skills. Students learned to
use Quizlet for vocabulary development, a tool which they will continue to be able to
make use of in the future.

授業の中では、できだけ学生に当てて解答させた。また、授業の最後では英語の歌を
歌って英語に親しませた。

授業の中では、できだけ学生に当てて練習問題を解答させた。また、授業の最後では英
語の歌を歌って英語に親しませた。

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。また授業の最後ではケーペンタ－ズの歌を歌って英語に親しませた。

・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

授業の最初に例題を示し，目標を明確にする。授業の最後に問題演習を実施し，理解を
深める。

プリントを作成、空欄を作り学生に記入させた。最新のトピックスを交えた講義を行った。

重要ポイントは繰り返し述べ，受講生による担当の発表は順番をわかりやすくした

Provided amble opportunities for speaking, listening and reading

学生の発言を促した

言語だけでなく，中国の文化や習慣も理解してもらうため，折に触れて写真やレアリア教
材を用いて説明を行った（例：春節の由来…配布プリント，レアリア…春節の飾りやお年玉
袋など）

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。

空欄を入れて授業を聞きながらメモをとる様な資料を配付



学生が他のグループの発表に対して質問が思い浮かばなかったり、質問された内容に対
して情報がなく、分からないと答える場合が多かったため、最終課題において、質問を担
当する学生にあらかじめ他のグループの発表を見て質問を考えてもらい、発表者はその
質問の答えについてあらかじめ調べてもらうという試みをした。このような方法を取ること
により、どのような質問が良い質問か、また、どのようなことを調べていれば質問に答えら
れるのかについての理解を促した。

講義時間最後に次回の講義のテーマを説明し、さら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.

毎回テーマにあった英文記事を選択し、紹介した。

ゲストスピーカーによるお話し

毎回小テストを実施．

ＤＶＤ視聴やグループワークを行うとともに、毎回、積極的に学生の発言を求め、双方向
性の心がけた。

毎回内容確認と感想を書いて発表

毎時授業開始に小テストを行い、前回の理解度と復習に関する評価をした。

moodleで授業内容とレポートの課題及び提出締め切り後に解答例を示し、予習復習の情
報を提供した。

Students presented speeches around topics in a self-created scrapbook about their own
lives. The students indicated that creating the scrapbooks and presenting to small
groups had a positive impact on their motivation.  Appl PhotoBooth was also used in this
course for pronunciation tests. PhotoBooth allows students to play back their video
immediately and try again if they are not happy with their performance. Doing so raises
metacognitive awareness in students.

Students created "character cards" for each of the characters in the story they were
reading. The students drew the characters and re-told the story from the perspective of
that character.  Students also learned how to read bilingual materials with a partner in a
way that promoted autonomous learning.

毎回レポートを実施

課題のフィードバックは次回のクラスで必ず行い、問題点は共有し、課題ごとに毎回冊子
にまとめた。他学生から影響を受けることで自分の日本語力を見直し、且つ表現力を磨く
基盤にした。

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。

視覚に訴える授業を心がけた。

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。

体験プログラム等の実施や毎授業時の質疑応答。

Moodleを利用

講義毎に課題を設け、解説を行いながら実践演習を通して理解度を高めるようにした。

毎回資料を用意し、学生に配布した。また、講義内容に即した音楽作品を聴いてもらい、
学生の理解を深めた。

講義内容に即した音楽を実際に聴いてもらい、講義内容への理解を深めることを行った。

講義時間最後に次回の講義のテーマを説明し、さら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.



予習を疎かにしている学生も見られたため、予習の成果が発表点・平常点につながるよう
にした。

Never received

概ね順調だった。

アンケートなし

授業が単調にならないように、毎回スピーチをしてもらったり、違う人とペアを組んでペア
ワークできるよう心掛けた。

プレゼンテーションを学期中に４回ずつしてもらった。多くのプレゼンテーションを通して英
語で伝えることに慣れてもらえたと思う。

フットサルの技術的指導を受講生の希望により増やし対応した。

特に対応すべき事項はなかった。

板書が見やすくなる様に気を付けた。

授業の進行速度が速い＆遅いという意見が両方あって対応が難しかったが，過去の期末
試験を提供することで余裕のある学生への対応とした．また，演習問際の詳細解説につ
いては今後の授業で追加する予定．

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

中間アンケートなし

低い評価で提出している学生が1人いたので、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）
また、学生と、コミュニケーションをとるように心掛けた。

The biggest problem was that there were a lot of absences.

授業速度を落とした。

アンケートは今期は実施しなかった

指摘のあったところを改善するように心がけた

分かりにくいという学生と分かりやすいという両方の学生が居るので、その旨の説明を中
間アンケートの報告後に行った。

メモを取る量が多いというコメントについて、改善した。

前半と後半で学生が異なっていたので対応できなかった。

特に指摘がなかったのでので対応しなかった。

授業開始時にアンケートで受講目的やニーズ把握を行い、授業実施時に受講者への説
明や指導を行なった

2回のアンケート共にすべての項目で平均を上回っており問題点はなかった。講義で行っ
ている演習問題については理解に役立つとの評価が多かった。

4-201講義室でprojectorを利用したが、学生からは見えにくく眠たくなったと不評もあっ
た。通常は板書が多くて不満があるのであるが。

理解度が低い学生への対応にも限界がある

より見やすいスライドにする様工夫した。

出来るだけ学科のニーズに沿った内容を心掛けたが，もっと難しくても良かったかもしれ
ない



1 0

2 0

3 22

4 68

5 40

回答なし 1

30分以下 28

1時間程度 64

2時間程度 29

3時間程度 4

3時間より多い 4

回答なし 2

1 0

2 1

3 17

4 71

5 41

回答なし 1

次授業受講に際しての簡単な課題の提供

講義室のモニターが小さいため、講義用スライドを見やすく改善した。また、理解不足にな
らないように重要点は繰り返し説明を行い、さらに演習を行う事で習得できるように対応し
た。

Ⅴ－１．学生に関する評価【受講態度】
　　　  Student Learning Attitudes
　　　　(５を高得点とする５段階評価)

Students indicated that they were very happy with the course. The pronunciation study
was highlighted as especially useful and interesting. Some students indicated that the
vocabulary was too easy. That is an area that can be improved in this course.

Ⅴ－２．学生に関する評価【学習時間】
　　　　Study Time
　　　　(５を高得点とする５段階評価)

Ⅴ－３．学生に関する評価【目的意識】
         Sense of Purpose
　　　　(５を高得点とする５段階評価)

正面スクリーンに投影するパワーポイントの文字の大きさに関する意見があったので（教
室の最後方だと小さい字が見えにくい場合がある）、次の回から、後方の座席からも十分
読めるように、大きめのフォントを使う形にスライドを改訂した。

Students indicated that they were very happy with the course. The pronunciation study
was highlighted as especially useful and interesting. In this class, students felt the
vocabulary level was also appropriate.

授業評価アンケートの対象ではなかったが，中間テストで感想や質問を書かせ，個別にコ
メントを返した。また，全体でシェアすべきと判断したもの（特に学習方法や，学習上の疑
問点）については，テスト返却時に時間を割いて，クラス全体に説明を行った。

受け身的な学習態度から積極的な学習を行うように、講義では、学習内容における問題
意識を喚起させるように心がけた。

ケーススタディを行うためには、公共事業の仕組みや各ステークホルダーの役割をある程
度理解させる必要がある。

課題や発表の準備段階で各グループに個別指導を行った。

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

概ね評価は良かったが、黒板の板書方法を改善した。

時間外の学習時間を増やすため、前年度より小テストの回数を増やした。

課題をやりっぱなしで済ませたり、見直しを怠る学生がいるため、宿題の課題などは授業
でのフィードバック後必ず自宅で再考の時間を取らせた。更に再提出させた。

字が小さすぎるという指摘があったので、見易い大きさの字を書くように心がけた。

自習して分かりにくい点は質問して欲しいことを学生に伝えた。問題集相当としては、テキ
ストの章末問題等が適切だと思われることを伝えた。授業中、テキストの当該部分に逐一
言及するように努めることとし、学生にその旨伝えた。



1 0

2 1

3 21

4 71

5 37

回答なし 1

有 45

無 80

回答なし 6

Ⅴ－４．学生に関する評価【総合評価】
           Over-all Evaluation
　　　　(５を高得点とする５段階評価)

再試実施の有無
 Make-up Tests
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