
平成 29 年度前期 地域科学教育科目群・医療基盤教育科目群・ 

外国語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 29 年度前期 地域科学教育科目群・医療基盤教育科目群・ 

外国語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 176 コマで，回収率は 75.99%でした。因みに，中間アンケート

の回収率は 84.13％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。 

 

  



Director of Institute of Liberal Arts and Sciences 
Araki Hideo 

 
Concerning the End of Semester Course Evaluations 

 
 
 

Thank you very much for your cooperation in administering the Course Evaluations. 
 

We will report on the following three items: 
 

1) overall results of the Course Evaluation 
2) the results of each class for each teacher（学生による授業評価アンケート結果） 
3）the Course Evaluation total for each group of classes （授業評価アンケート（全体集計）） 

 
As you can see, we consider the results of the Mid-term Course Evaluation with the End of 

Semester Course Evaluations because we hope that you will make good use of the results of 
the survey to improve your classes. Please look at the second paper for general comments 
and to see the results of the Course Evaluation. 
 
 We strongly encourage that the educational purposes for each class be made clear, 
educational methods be continually improved, and grade evaluations are carried out 
reasonably. Under these conditions, we strive to improve the courses we offer in General 
Education. We would greatly appreciate your cooperation regarding General Education  
 
  Again, we are planning to announce the results of the Course Evaluation by students on 
the Web and to the Faculty Development committee. If you have questions or concerns, 
please contact us. 
  



Director of Institute of Liberal Arts and Sciences 
Araki Hideo 

 
 

Overall results of the Course Evaluation 
 
 

1) The number of classes in which the course evaluation was carried out this time is 176 
courses. 
This time, the recovery rate is 84.13% and the recovery rate of mid-term course was 
75.99%. 

 
2) The table in the bottom of the 2nd page [the result of Course Evaluation] is the frequency 

table as set forth in the upper right of the 2nd page of the Evaluation Questions. 
｢未｣ means number of No answer. 

 
3) The graph in the upper left of the 2nd page is one comparing the results of the mid-term 

course and the end- of -semester course in regards to common questions. 
 

4) The graph on the 3rd page is the average of Course Evaluation of  Category of Formative 
Skills Subjects 

 
5) The 4th page is comments by students. 

 
6) On the separate sheet of  paper, upper right, are the Instructor-developed questions 

( Evaluation Questions 18 ) of the Course Evaluation.  
 

The results of the “Questions about the Course and Teaching” section (Evaluation 
Questions 3 and 10) will be used to award the Institute of Liberal Arts and Sciences 
Excellency in Teaching Award. The names of those teachers as well as student comments 
for those classes will be published on the Center for General Education homepage 
(http://las.tokushima-u.com/campus-life/）. 

 
We changed the Evaluation Question from this End-of-Semester Course Evaluation. It is 
rarely different from previous questions but the scale of “Evaluation Question 2 ” 
changed substantially. So please note that you make a comparison between this result 
and previous results concerning “Evaluation Question 2 ”. 



平成29年度前期　授業評価アンケート（全体集計） 地域科学教育科目群
回収率：66.36%

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
地域科学教育科目群
(8件)

教員独自の例 使用率：0.00%（0/8)

4.444.41

教員による自由作成項目

中間・期末設問項目比較表

期末

中間

総合評価創意工夫理解度への配慮目的の明示受講態度

4.364.354.364.354.39

4.464.354.38

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

4.35 4.31 3.67 4.36 4.344.39 1.86 4.35 4.39 4.36 17.0%27.0% 18.0% 29.0% 52.0% 3.90

- --
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平成29年度前期　授業評価アンケート（全体集計） 医療基盤教育科目群
回収率：70.23%

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

医療基盤教育科目群

(6件)

使用率：0.00%（0/6)

4.16

中間 4.37 4.26 4.25 4.12 4.27

期末 4.23 4.10 4.13 4.02

中間・期末設問項目比較表

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫 総合評価

－

教員による自由作成項目

教員独自の例

－ － － － － －前回実施の全体【平均】 － － － － －

4.16 4.08 14.0% 17.0%

－－ － － － －

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

4.23 1.63 4.10 4.13 4.13 4.02 4.32 3.51 16.0% 6.0% 68.0% 3.8314.0% 19.0%
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平成29年度前期　授業評価アンケート（全体集計） 外国語教育科目群
回収率：77.44%

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 ペア発表 個人発表 反転授業 一方的
学習課題

発見

英語
(112件)
ドイツ語
(23件)
フランス語
(3件)
中国語
(20件)
日本語
(4件)

教員独自の例 使用率：4.32%（7/162)

 教員の話し方（スピード、ボリューム）は適切でしたか。
 教員が黒板やホワイトボードの書いた文字は読みやすかったですか。
 教員はリラックスできる学習環境を作るための努力をしていましたか。
 授業中にクラスメイトと話し合う機会は充分でしたか。
 様々のテーマについて考察する授業内容は良かったですか。
 TOEICまたはTOEFLを受験しました。

【自由記述】
・自分でよくできたと思うパート（ジャンル）を教えてください。
・難しいと感じたパートを教えてください。
・今後の自分の英語についての学習課題は何でしょうか。

全体【平均】

教員による自由作成項目

4.294.234.244.304.41中間

総合評価

4.0422.0%24.0%36.0%50.0%36.0%40.0%46.0%4.34

-

期末 4.36 4.13 4.19 4.19 4.24

中間・期末設問項目比較表

受講態度 目的の明示 理解度への配慮 創意工夫

前回実施の全体【平均】 - - - - -

4.53 3.68 4.62 4.56 4.53 4.21

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

4.244.104.214.194.194.174.132.054.36

38.0% 12.0% 4.474.65 4.38 4.59 4.88 79.0% 56.0% 82.0% 32.0% 53.0%

17.0% 28.0% 4.064.22 4.06 4.30 4.34 44.0% 38.0%4.37 1.95 4.21 4.23 4.28 4.16

54.0% 30.0% 20.0%4.15 2.22 3.99 3.78 3.92 3.65

55.0% 45.0% 26.0%

12.0% 38.0% 3.693.77 3.97 3.82 3.97 35.0% 57.0%

53.0% 51.0% 22.0% 22.0% 36.0% 4.034.15 4.16 4.24 4.31 44.0% 46.0%4.45 1.95 4.22 4.19 4.22 4.20

4.24 4.35 46.0%

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

4.35 2.07 4.10 4.15 4.17 4.21 4.23 4.10 41.0% 26.0% 17.0% 4.0439.0% 27.0% 52.0%
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平成 29 年度後期 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 29 年度後期 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中間７５コマ，期末７６コマで，回収率は

中間 60.03％，期末 63.30%でした。 
 
２）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。 
 
３）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。 
 
４）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。 
 
５）6 ﾍﾟｰｼﾞは，学生による自由記述です。 
 
６）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（教養教育賞）」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29年度後期　授業評価アンケート（全体集計） 一般教養教育科目群
回収率：62.11%

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
(20件)
受講者数30人を超える授業

(35件)

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 4.16 4.20 4.21 4.16 4.20 中間 4.19 4.26 4.12 4.07 4.13
期末 4.04 3.93 4.15 4.02 4.16 期末 4.10 4.09 4.02 4.05 4.05

4.00 3.61 3.98 4.104.07 1.68 4.04 4.06 3.97 4.00

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

3.99 4.08 3.77 4.14 4.244.02 1.54 3.92 4.03 4.12 12.0% 60.0% 3.70

4.01 3.62 4.00 4.11

前回実施の全体【平均】

4.004.07 1.67 4.03 4.06 3.98

4.264.26 1.75 4.25 4.24

中間・期末設問項目比較表(30人以下）

4.22 4.13 4.19 3.69 4.23

教員による自由作成項目

教員独自の例 使用率：0.00%（0/55)

16.0% 48.0% 3.72

21.0% 19.0% 40.0% 10.0% 10.0%

34.0% 21.0%

28.0% 24.0% 33.0% 36.0% 22.0%

中間・期末設問項目比較表(30名を超える）

全体【平均】 16.0% 49.0% 3.72

17.0% 25.0% 38.0% 13.0% 11.0% 16.0% 64.0% 3.82

28.0% 23.0% 34.0%
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平成29年度後期　授業評価アンケート（全体集計） グローバル化教育科目群
回収率：73.19%

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

(15件)

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 4.17 4.13 3.95 3.96 4.07

期末 4.15 3.95 3.87 3.87 3.99

52.0% 3.79

4.30 4.334.20

35.0% 22.0%

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

3.87 4.11 3.79 3.99 4.214.15 1.65 3.95 3.97 3.87 9.0%9.0% 33.0% 28.0%

教員による自由作成項目

教員独自の例 使用率：0.00%（0/15)

中間・期末設問項目比較表

前回実施の全体【平均】 19.0% 55.0% 3.9720.0% 29.0% 35.0% 30.0% 20.0%4.36 1.73 4.24 4.25 4.24 4.33 3.81
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平成29年度後期　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
回収率：67.98%

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
(6件)

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 4.19 4.26 4.11 4.12 4.18
期末 4.26 4.29 4.17 4.16 4.19

50.0% 3.91

4.48 4.464.40

24.0% 27.0%

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

4.16 4.20 3.76 4.19 4.314.26 1.71 4.29 4.32 4.17 16.0%25.0% 22.0% 30.0%

教員による自由作成項目

教員独自の例 使用率：0.00%（0/6)

中間・期末設問項目比較表

前回実施の全体【平均】 22.0% 43.0% 4.0942.0% 25.0% 36.0% 29.0% 33.0%4.39 1.78 4.31 4.30 4.31 4.34 4.02
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項目
Item

Listening中心　 16
Speaking中心 12
Reading中心 18
Writing中心 6
総合英語 (Integrated) 32
その他 9
11回 0
12回 3
13回 4
14回 29
15回 131
16回 12
0回 125
1回 41
2回 11
3回 3
4回 0
0回 158
1回 18
2回 3
3回 1
4回 0
毎回実施した　 157
11回以上実施した　 13
6～10回実施した 3
1～5回実施した　 3
実施しなかった 4

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

クイズの実施

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。パワーポイント全編にわたり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（問題はパワーポイントで画面提示）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。

演習問題の解答を口頭発表させ、間違っている場合は他の学生に交代して説明
させるなど、積極的に関与できるように工夫した。

授業の理解度を調べるため、毎回授業中に小テストを行った。また授業に対する
質問をmanabaを用いて集め、授業の冒頭で解説をした。また何回か授業内容に
即した演示実験を行った。

いつも、内容をちょっと変わる。例を増えた。

書くことによる英語の発想力，発信力を養おうとした。

毎回、それまでの復習をしながら、全体のつながりに注意しながら、授業を行っ
た。

毎回の授業において課題を出して、提出させた。

平成29年度前期授業実施報告書集計結果

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

資料については，毎回プリント配付を行うとともに，理解を促すための副教材の冊
子を提供した。また，資料の作成では，重量な箇所を太字や下線を引くなどして工
夫した。

講義の始めに、主題をレポート課題として提示し、授業終了後に、まとめの解説と
質疑を行い、レポートは次週に回収することで、各自復習の時間を確保するように
努めた。授業内容に登場する標本や資料を回覧し、観察眼を養うとともに、講義内
容の理解のためのイメージ作りを試みた。

教科書の章毎の確認テストを毎回実施した。



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。

ドイツ文化情報の教材をひんぱんに用いて、ドイツ語学習へのモチベーションを高
める努力をした。

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(manaba)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．

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。

課した課題はどの学生にもわかるように冊子にし、間違い部分を共通項として取り
上げ、学習の手引とした

授業に関する質問を受け付け，次週以降に回答した

授業の終わりに自分のアイデアや意見をレポートとして提出させ、次回の授業の
冒頭にそれをフィードバックすることで、自主的な参加意欲を促す。

グループによる調査・発表を中心とした講義とした。

授業中のミニレポートの作成

レポートを課しその評価結果を示して再提出を求めた。

レポートを課して、自主学習を促すよう努めた

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。

             

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。

座学でなく自分で課題を見つけまとめる学習

ほぼ毎回の演習を充実させた

論理的な思考を養う活動に重点をおいた

確認テストをほぼ毎回実施し、学習内容の定着をはかった。

講義外の学習を促すためのレポート課題を3回だした。

授業時間の３分の１程度を演習に充てて、レポート作成を含め、学生の自習力の
向上に努めた。

積極的な発表を評価するシステムにし、モチベーションの向上を図った。

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。

Students were increasingly recuired to work autonomously.

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、発音指導を行った。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。



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。

質疑応答・課題実施

小テストを定期的に行い、自主学習・授業の復習を促した。

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。

化学構造の３次元投影を見せる・項目毎に簡単に問題を出す（採点対象外）・問題
回答中は「隣同士で相談したらいい」と促す。質問は教壇の前で構えずに机を歩き
回って精神的敷居を下げる。講義毎の最初の10分間は、必ず先週のおさらいをす
る・黒板にデカく書く・はっきりした口調でしゃべり、語尾をムニャムニャとしない。

毎回内容確認と感想を書いて発表 アフレコも実施

露頭写真を多く見せた。

具体的な商品を見てもらうことにより知的財産への関心を高め、特許調査等の実
習を行い授業への積極的関与を促した。

講義と実習を組み合わせた演習としている

男女混合と男女別の２つのパターンで演習を行った

Manabaに講義資料をアップロードすることで，予習・復習の便宜を図った．

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

定期的に演習課題を課し，学生の理解度の確認，および重要ポイントの習得を促
した。

毎回、半数以上の学生を順番にあてながら授業を行い、積極的に授業に関わるよ
うに促した

映像資料4種類使用

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11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。

Web応答システムを使って，簡単な授業内容の振り返りをした。

学生の自発性を促すためチームによる活動を中心に進め、必要に応じて授業外
の課題を課した。また課題解決を実践する社会人などをゲストスピーカーとして招
聘し、実事例についての理解を促した。

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。

授業中はできる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。

I introduced a weekly spelling dictation exercise to improve students' listening
comprehension.

             



ほぼ毎回授業中に身のまわりの物理に関するクイズに対する回答を提出させ、平
常点として評価の一部とした。

Moodleに講義資料をアップロードすることで，予習・復習の便宜を図った．

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。

授業資料を事前に提示する。授業中に課題の実施、グループミーティング、グ
ループによるプレゼンテーションを行う。

各授業回のイントロダクションとして、毎回受講生にpptによる発表を実施した。台
湾留学生との交流会を２回開催し、受講生による日本語の授業や、日本文化紹介
を実施した。

ポートフォリオ紹介やメール，共有フォルダ利用，LMS利用など多様なツールととも
に，演習を充実させた

Moodleを利用し、問題解答、講義のポイントなどのｐｄｆファイルを公開し、e-
learning を推奨した。

授業初回はモチベーションを上げるため、30-50代の現役医師からのメッセージを
伝えたり、知り合いの医師の医療や生活とのバランスなどを示した30分番組を視
聴させ、アンケートに回答してもらった。また授業の意味や、特に生物学を履修し
てこなかった学生はどのように対処していくべきかなど、上の学年からのアドバイ
スも伝えた。その後の授業では、毎回3人一組のグループであらかじめ知らせてお
いた、その授業に関する課題について発表し、質疑応答する、ということを行った。
毎回1、2グループによる発表がある。また、毎回最初の10分ほどはその日の授業
の位置付けを明らかにするために前回の授業の復習を行った。物理化学選択で
受験してきた学生で、本科目の成績の良かったものには、本科目の勉強の仕方を
尋ね、文章にしてもらい、翌年の学生のために公開する。

ほぼ毎回授業中に演習問題を提出させた。

グループで活動で全員が貢献することを目標としていたので、学期前半にリー
ダーとなれる学生を選びグループを作った。それによりモチベーションの低めの学
生や、消極的な学生の参加態度も向上した。

予習、復習シートを課した。

毎回出席カードを配布し、出席を確認し、質問・意見を書かせた。次回の授業の冒
頭で質問に答え、学生の意見も紹介した。

台湾留学生との交流会を開催し、そこで受講生各自が興味を持つ日本文化につ
いて紹介した。お茶やカルタ、剣玉、折り紙など、多彩な会となった。

学生の自発性を促すためチームによる活動を中心に進めるとともに、全体を前後
半に分けチームのシャッフルを実施した。また必要に応じて授業外の課題を課し
た。

関連する映像資料を見せた。

計算問題の宿題を３回課した

定期的に演習課題を課し，学生の理解度の確認および重要ポイントの理解を促し
た。

乳幼児との交流の事前準備として、コミュニケーションワークを実施。毎回の交流
実習の前後には、シートを用いた振り返り作業を行った。

保健学科検査技術科学専攻の学生には導入授業としての位置づけであり、他学
部学生には教養科目としての位置づけとした。オムニバス形式にて各教員の専門
分野を中心に臨床検査に関する授業を行った。

課題を出して、レポートを提出させた

毎回15レッスン分の例文を順番に音読してもらい、スムーズに読めるか確認し発
音指導を行った。また、網羅的に英文法の解説をおこなった。

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。

             



グループ討議の実施、ビデオ教材の利用

毎授業ほぼ全ての学生を指名して質問に回答させた

学生による解答例の発表

毎回の授業で、前回の復習と次回の予習について触れた

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。

授業各回に復習課題を課した。

毎回授業終了後に質問を紙媒体で提出してもらい、次授業でフィードバックした。

moodleを利用

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.

講義で学習した内容を復習させるために小テス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、解答例の解説を行うことにより
講義内容の復習をし学生の理解を助けることに努めた。

毎回、受講生に質問し積極的な発言を促すとともに、ワークショップも取り入れた。

ＳＩＨは導入教育と主体性を自覚させることが主目的なので、自分で考えて自分で
行動すべき事を強調した。

グループディスカッションを中心に行った

毎回日本人学生とグループワークを実施
日本人学生対象に「日本人への提言」発表会を実施

毎回グループワークを実施
とくしま異文化キャラバン隊の活動と連動

Content is led by student interest and activities to encourage innovation and
original thought/content are implemented.

グループで英語でプレゼンテーションをし、自分のことを英語で話す機会を作っ
た。

I used a class book which was set in Tokushima, in order to provide material
which was familiar to the students.

活きた中国語に触れる機会を与えるために、中国語のインターネットニュース（活
字版）を見せて、そこで何が報道されているのかを考えさせたり、ディズニー映画
の中国語版や連続ドラマの一部を見せたりした。また、買い物場面の会話を学習
した際には、実際の紙幣とコインを回して、手に取って見てもらったりした。

コミュニケーションゲームなど演習を多く取り入れた。

             



毎回課しているレポート課題の表紙に質問欄を設け、学生が理解に困っている部
分があれば授業中に解説をするようにした。

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。また、授業の最終回に独自に授業評価アンケートを行い、受講者の意見・
ニーズ把握を行い、授業改善につなげた。

アンケートなし

アンケートの後、学生の意見に対し一つ一つ説明した。もっと簡単にしてほしいと
いう人とも宇少し難しくてもよいという人がいて、両立は難しいけれど、工夫をする
という回答をした。

「理解度への配慮」の４～５が７割と低かったので、後半は丁寧に説明するよう心
がけた。

特記事項なし

自由記述で、リスニングの「CDの音を大きくしてほしい」とか「再生の回数を増やし
てほしい」とあったので、後半は大きく何回も流すよう心がけた。

板書を丁寧に行うよう留意した。

英文読解の速さと正確さがバランスよく伸ばせるように指導法を工夫した。

自由記述で、「黒板の字を読みやすくしてほしい」とあったので、大きい字で書くよ
うにした。

Students satisfaction high recuested more detail and practice. Students were
junged on this class aims clearly written English lesson.

文法の授業は演習が続くと面白みにかけることがある。学習者の意欲低下を防ぐ
ために、自ずと興味を持ち思考を巡らせるよう使う教材と項目に連続性をもたせ
た。結果は好評であった。

レポートに希望記入箇所を入れ、希望を取り入れた

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

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。

授業では通しでパワーポイントを使用するが、教室が明るいと画面が見えにくく、
暗いとノートがとりにくい。適切な教室の明るさを維持するために、照明の付け方
に加え、ブラインドの下ろし方や開け方の程度を工夫した。

毎回全員の感想や意見を直接聞くことができたので、アンケートは実施しなかっ
た。

100名を超える人数だったので、個別に質問に来る学生には対応できたが、そうで
ない学生に対しては、教員からの働き掛けができなかった。

授業の進み具合が遅い，早いの両方のコメントがあり，少し早めつつ説明は丁寧
にした。

実施していない。

教養教育院による授業評価アンケートは実施していないが，個別に行ったアン
ケートでは，授業のまとめを毎回してほしいといった要望を受けた。残念ながら，
期末のアンケート実施であったことから，今期は取り組むことができなかったので，
来期に対応したい。

今回、中間アンケートの依頼がなかった。授業ではグループワークを実施して代
表者にプレゼンテーションを行なってもらったが、ディスカッションが少なかったこ
と。このため、プレゼンテーションに対する質問を行い、グループメンバー一人一
人に質問して確認した。

TOEIC対策を望む意見があったので、授業に取り入れた。

英文読解の速さと正確さがバランスよく伸ばせるように指導法を工夫した。

学生の要望どおりドイツ文化情報の時間をひんぱんに設けた。

ポートフォリオの提出期間（金曜まで）が短すぎるという意見が独自のアンケートで
あった。実際には遅れても受け付けていたが来年度の授業では検討していきた
い。



アンケートに記入された改善点は非常に少なく、また同じことを複数名に指摘され
るということもなかったが、「中国語の漢字の書き方を教えて欲しい」という要望が
１名から出されていたため、特に間違いやすい漢字については黒板に大書し、クラ
ス全員で筆順も合わせて確認するようにした。

記入されていた改善点は少なかったが、2名が「（2コマに1回実施の）小テストが難
しい」と書いてあったので、小テストの意味について説明をした。また、授業終了時
間を間違えたことが2度ほどあったので、以降はオーバーしないように注意した。

アンケートは提出済み（ＳＩＨ担当部署へ）

Overall, students rated the class positively and were enthusiastic about activites,
etc.  Implemented requests to clarify communication and explanation of some
assignments by using bilingual methods.

Overall, students showed a positive view of the class.  Implemented requests to
clarify communication and explanation of some assignments by using bilingual
methods.

受け身であったり、一部の学生の集中力が下がっている場合があるので、グルー
プワークなどを取り入れ、自分たちで考える時間を多くした。

英語能力の高い学生の中には、授業態度が悪かったり宿題も休み時間に短時間
で仕上げて、グループのメンバーに迷惑を掛けたり、やり方が自己流で個別指導
が必要な学生がいた。課題は授業での学びや上達度を評価するということを周知
徹底し、試験も英語能力を試すのではなく、授業への参加が点数にも反映するよ
うに工夫した。

特に対応しなかった

要点を示すこと、分かりやすい説明に努めた。資料にできるだけ図を取り入れた。

一部の学生がグループワークの際に何も反応しないことがあり、その際は発言や
活動を促した。ポートフォリオ等の課題はこなすがワークに対する参画はその後も
薄く、今後同様の学生が受講した際には対応をさらに検討する必要がある。

中間アンケートの自由記述へのコメントが皆無だったこが授業への無関心さを表し
ており、力不足を反省した。以後学生と積極的にコミュニケーションをとるように心
がけ、個別指導の時間を設けて質問をしやすくした。また欠席者には前週のプリン
トを渡すにとどまらず、授業後残して１０分くらい取り組みの様子を見ながら指導し
た。成績は二名F評価となったが、メールで学習方法などを指示し、再試験では二
人とも合格となった。

中間アンケートではとくに問題点は指摘されなかったが、引き続き丁寧な説明をこ
ころがけた。

男女混合でゲームを行う中で女子から「技能・体力ともに混合でやるのは厳しい」
との声が聞かれたため、混合で行う意味を説明し、後半では男女別のゲームも取
り入れた

授業中に発問を多く行い、学生を指名して回答させることで、双方向性の授業を心
がけた。

アンケートは実施していない。

授業内容にさらに興味が増すように適宜資料等を配布した。

採点対象外の問題の回答状況を見て、内容のしゃべり方の難易を加減する。

臨床検査に興味を持てるわかりやすい授業を目指したが、中間アンケートでも学
生からの評価があった。また、中間アンケートで「板書の字が見にくい」との意見が
あったので、板書は大きく、きれいな字を心がけた。

独自にレポートを提出してもらい受講生が理解していない部分を次回の講義で解
説した。

改善した

後半は学生の選択活動を取り入れた。

           
              



1 0

2 1

3 28

4 103

5 48

回答なし 0

30分以下 37

1時間程度 95

2時間程度 36

3時間程度 12

3時間より多い 0

回答なし 0

1 1

2 0

3 25

4 117

5 37

回答なし 0

1 1

2 0

3 31

4 115

5 32

回答なし 1

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)

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)

学生の意見を尊重し、全員に明示した後、改善しています。

ネーティブの発音を知りたいという要望があったので、You Tubeに登録された著作
権フリーの教材を利用した

学生のコメント欄を授業で読み上げ，全訳をする必要はないのではないか，といっ
たコメントに対してはその都度対応していくように回答した。

すで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，期末アンケートの結果を見て
また考えたい。

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－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)

活動記録とともに感想を数回まとめ　公表した

講義のブログを活用して感想を集めた

例を増えた。もっと理解できたかどうか確認した。

アンケート実施なし

本授業は２部構成のため、中間アンケート結果が出た時は担当授業は終了してい
た。

上記課題演習が好評であったので継続した。

英語でコミュニケーションを取りたいと思う学生がいたので、ペアで英語で話すとい
う練習を取り入れた。

外国の方と話す機会が少ないため、留学生に授業に来てもらい、留学生と交流す
る機会を作った。

できる限りで要望に応えた（空調の調節といったハード面と、できる限りお互いの
意見をさらに知りたいという要望のために、時間をその活動にさらに割いたりという
ように対応した）

独自アンケート実施せず。グループ討議中、理解度を評価し、アドバイスを行っ
た。

アンケート未実施

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



有 53

無 124

回答なし 3

再試実施の有無
 Make-up Tests
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