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1. はじめに

この報告書は、東北大学大学院文学研究科・文学部が平成 19年度前期に実施した、学生対象の「授

業に関するアンケート」調査の結果（『平成 19 年度前期 学生による授業評価アンケート実施結果報

告書』、平成 19年 10月公開）を受けて、授業評価結果に対する各教員によるフィードバック報告をま

とめたものである。

文学研究科・文学部では、教育体制のいっそうの改善を図るため、平成 17年度後期より、すべての

授業科目について、学生による授業評価アンケートを毎セメスター末に実施するとともに、アンケー

ト実施結果報告に基づく教員からのフィードバック報告を作成する体制となった。平成 19年度は、昨

年度（平成 18年度）からの通年にわたるこのシステムの実施を受けて、本システムの改善・充実を図

りつつ、教育体制の改善をおこなうために授業評価アンケートを実施し、その上で、フィードバック

をおこなった。

このような授業評価結果のフィードバックは、教員にとって自らの授業全般を見直す機会となると

同時に、他教員の感想・意見・方策から今後の授業運営についての示唆を得る機会ともなりうると考

えられる。この点で、この報告書が何らかの参考となれば幸いである。

今回のアンケートについても、多くの教員からフィードバックの回答を得た。また、フィードバッ

クの準備段階で教務係職員の御協力をいただいた。この場を借りて御礼申し上げたい。

今後とも、授業改善に資する授業評価・フィードバック体制の充実に向けて御協力とともに、アン

ケートに関する忌憚のない意見・要望をお寄せいただくようお願い申し上げる次第である。

2008年 3月 10日

東北大学大学院文学研究科

平成 19年度学務教育室教育改善担当

大 木 一 夫

尾 崎 彰 宏

佐 藤 弘 夫

※ なお、このフィードバック報告書（抄）は、今後の授業改善に資すると思われるもの、学生

の学習活動の動向把握等の参考になると思われるものを、適宜取捨選択して掲載していま

す。すべてのフィードバックの内容については、学務教育室教育改善担当までお問い合わせ

ください。
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授業評価結果に対するフィードバック報告

（抄）
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◆国文学

授業科目名：国文学演習

担当教員名：佐藤伸宏

１：評価結果に関する感想・意見

授業の趣旨はおおむね理解されたと判断して

いる。ただし大学院生も出席する演習であるた

め、難しいという印象を持った学生もおり、そ

の点を反省したい。

２：今後の授業改善のための方策

大学院生も参加する授業での、学部生への配

慮について今後留意したい。なお時間の超過に

ついての意見も出された。演習という授業の性

格上やむをえぬ所もあるが、今後できるだけ配

慮したい。

授業科目名：国文学演習

担当教員名： 佐倉由泰

１：評価結果に関する感想・意見

予想どおりか予想以上のよい評価が得られた

と思う。期末に提出してもらったレポートも、

たいへん充実した内容の論述が多かった。

ただ、授業の難易度に関して「どちらかとい

えば難しい」という回答が多かったことに関し

ては、その実情をよく理解し、工夫を加える必

要があると考えている。

２：今後の授業改善のための方策

受講生が、文学・文化・社会について、より

根源的に深く、より柔軟に幅広く理解し思考し

語って行くための手助けができるよう、たゆま

ず努め続けたい。その中で、人文学にとって根

源的な問題、ことがらほど、柔軟に理解し、平

易に語る必要があるということを考察や意見交

換の実践を通して理解し合えるよう心掛けたい。

◆日本思想史

授業科目名： 日本思想史概論

担当教員名： 佐藤弘夫

１：評価結果に関する感想・意見

全体的に肯定的評価が大半を占め、基本的に

は授業内容が受け入れられたものと考えている。

ただ「板書」だけが突出して評価が低く、こ

れまでも工夫は凝らしているものの、まだ改良

の余地はありそうである。

２：今後の授業改善のための方策

授業は教員のもっとも大切な責務であり、こ

れまでも不断の努力を重ねてきた。板書の問題

では、数年前からかならず要旨とキーワードを

記したプリントを事前に配布し、急いで板書し

なくて済むようにしたため、評価がかなりの程

度改善された。

◆中国語学・中国文学

授業科目名：中国文学基礎講読

担当教員名：佐竹保子

１：評価結果に関する感想・意見

授業の趣旨はおおむね理解され、評価も予想

通りでした。

２：今後の授業改善のための方策

受講生の質がよかったためか、「そう思わな

い」回答はありませんでした。ただ「意見・要

望・感想」欄に「ホワイトボードのマーカーが

すぐ使えなくなって不便」が３名もありました。

受講生も前に出て課題を書く授業なのです。た

くさん書く授業は、昔ながらの黒板の方が便利

かと思われます。

◆中国思想・中国哲学

授業科目名：中国思想概論

担当教員名：三浦秀一

１：評価結果に関する感想・意見

Q15「授業内容をよく理解できた」に対し、
２名が「どちらかといえばそう思わない」、３名

が「そう思わない」と答えている（回答者数３

６）。前回の調査に較べればその割合は減少して

いるが、改善につとめるべき課題ではあるだろ

う。

２：今後の授業改善のための方策

受講生にとって「理解」しにくい理由が那辺

にあるのかを見極めつつ、授業に取り組みたい。
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授業科目名：中国思想基礎講読

担当教員名：三浦秀一

１：評価結果に関する感想・意見

Q18「将来に有意義な授業だと思った」に対
し、２名が「そう思わない」と答えている（回

答者数１３）。中国古典文を読むための基礎力を

培う授業に対し、このような感想が提示される

ことは意外であった。

２：今後の授業改善のための方策

受講生がみずからの「将来」をどのように思

い描いているのかを確認したい。

◆インド学・仏教史

授業科目名：チベット語

授業担当者：桜井宗信

１．評価結果に関する感想・意見

概ね良い評価を得たものと満足している。

２．今後の授業改善のための方策

授業進度が少し速いとの評価を受けているが，

使用している教科書の内容からすると，今以上

ゆっくり進めることは困難である。教員自らが

編集したオリジナルの教科書の作成を，なるべ

く早急に果たしたい。

授業科目名：インド仏教史各論／インド仏教史

特論Ⅰ

授業担当者：桜井宗信

１：評価結果に関する感想・意見

授業の進行速度と情報量に不満を覚えた受講

生が居たようであるが，担当教員から見る限り，

これ以上に進度を上げたり内容量を増やしても

充分にこなし得るか疑問である。先を急ぎたい

気持ちは分からぬでもないが，自らの能力を冷

静に判断し謙虚な態度で学習と向き合うことも

必要かと思われる。

２：今後の授業改善のための方策

上記「演習」の場合と同じく“受講生が自ら

疑問を解決し得る能力”の涵養を図りたい。

◆英文学

授業科目名：英語文化論特論 I
担当教員名：岩田美喜

1：調査結果に関する感想・意見
大変好意的な評価を得たが、院生の授業は人

数も少なく、お互いの顔も分かっているので、

そのためもあるかと思う。前年度の反省をふま

え難易度を上げたためか、「難しい」と感じる学

生が多かったようだ。

2：今後の授業改善のための方策
大学院生が難解なテクストに取り組むのは良

いことだと思うので、難易度をあまり下げない

ようにする。

授業科目名：英文学各論

担当教員名：岩田美喜

1：調査結果に関する感想・意見
概ね好意的な評価を得た。また、他専修の学

生からも好意的なコメントを得られたことが収

穫だった。

2：今後の授業改善のための方策
講義形式のため学生の理解度を測るのがやや

難しい。コメント等を参考にしながら学生が内

容を理解しながら着いてきているかどうかに、

これまで以上に気を配りたい。

授業科目名：英文学研究演習 I 
担当教員名：VLITOS, Paul
１ 評価結果に関する感想・意見

The majority of students commented that they found 
the class interesting. Most students were satisfied 
with the amount of information conveyed in class, 
the use of the class’s textbook and the amount of 
preparation required for each class. A small number 
of students were less satisfied that they had a chance 
to contribute to the class as fully as they would have 
liked, and some expressed difficulties understanding 
parts of the course. Most students seemed pleased 
with the topic and the approach to it. 
２ 今後の授業改善のための方策

I will endeavour to structure future classes in order 
to encourage all students to contribute more fully to 



6

class discussions. I will ensure that each topic is 
covered carefully and that all the class are satisfied 
they have a full grasp on the topic. I will also ensure 
that the classes proceed at a slightly slower speed, so 
that each student can feel they have made their 
contribution to each part of the discussion and have 
understood it clearly before the class moves on. In 
order to do this I will provide a firmer structure for 
each class, to give the class discussion a clearer 
framework within with each student can contribute.

◆英語学

授業科目名：英語学概論

担当教員名：金子義明

１：評価結果に関する感想・意見

概ね期待通りの評価であったが、少数ながら

受講姿勢の誠実さが疑われる回答もあった。今

セメスターは、例年より３０名ほど受講生が多

かったが、そのためかもしれない。

２：今後の授業改善のための方策

最初のガイダンスの折に、授業の趣旨の説明

を一層徹底したい。また、板書の見やすさにつ

いて工夫したい。

◆ドイツ文学

授業科目名：ドイツ文学各論Ⅰ

担当教員名：森本浩一

１：評価結果に関する感想・意見

原書テキストを講読する授業であり，「難し

い」という感想も一部にあるが，全体として学

生が授業に関心を持ち真摯に取り組んでいる姿

勢が感じられる。

２：今後の授業改善のための方策

テキストの分量について，ほとんどの学生が

「ちょどよい」と答えている。いたずらに大量

の文書を読ませるのではなく，内容を精選した

ことがよい結果につながっていると思うので，

今後もこの点には留意していきたい。

授業科目名：ドイツ文学演習Ⅰ

担当教員名：Brigitte Annemarie Schmitz
I am of the opinion that it very useful to receive this 
kind of feed-back from students, and I am satisfied 
with most of the results concerning each of my five 
classes (in the summer semester of 2007).

(1) The results and my comments:
Students’ diligence:
Six students took part in this evaluation.
Three of them attended this class almost regularly, 
the others fairly regularly. One of them was always 
very well prepared, two of them were well prepared.
Valuation of students’ achievements:
One student said that he / she was able to understand 
very well how the achievements were evaluated by 
me, and the other students said that they were able 
to understand this aspect well.
Content of the curriculum:
One student appreciated very much that the contents 
of my lessons were presented as described in the 
syllabus, and two students appreciated it; students 
found that the topics were well arranged or to some 
extent well arranged. 
Two students found my explanations 
comprehensibly presented, and three students found 
them fairly comprehensibly presented. 
One student found my written explanations very 
satisfactory, one student satisfactory, and two 
students found them to some extent satisfactory.
Teaching material:
One student was most satisfied with the teaching 
material, and three students were satisfied; two 
students did not comment on this aspect.
One student found the teaching material useful, and 
one student fairly useful; four students did not 
comment on that.
Speed / degree of difficulty / timing:
From three students I received the best results 
possible concerning the speed of presenting the 
teaching contents, and two students found the speed 
slightly too fast.
Three students gave the best comment possible 
concerning the degree of difficulty, and from two 
students I received the second best result possible.
Three students gave the best result possible 
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concerning the amount of tasks, and two students 
believed that there were slightly too many tasks 
required.
I received the best results possible from three 
students concerning the amount of information 
students received in each lesson, and two students 
thought that this amount of information was slightly 
too high. 
Students’ interest in this class:
One student found this class on the subject of diaries 
profoundly interesting, two students found it
interesting, one student fairly interesting, one 
student found it not so interesting.
Students’ ability of understanding the content and 
reaching the goal of this class:
Two students could well understand the contents of 
this class, two students quite well, two others not 
particularly well; five out of six students believed 
that they could reach the goal of this class to some 
extent, one student did not comment on this aspect.
Diligence of the teaching staff:
Two students gave the best comment possible, and 
from three students I received a good comment on 
this aspect; one student did not comment on this 
aspect.
Students’ advantage for their future:
Concerning the last question, two students made the 
statement that they attended this class to their 
greatest advantage for their future, and three 
students gave the second best possible answer; one 
student did not comment on this aspect. 
(2) Improvements:
The question about the usefulness of the teaching 
material has only been answered by two students. 
As it seems difficult to work with an appropriate 
textbook in a class like that – I myself created the 
concept of this class which is based on writing one’s 
own diary and, at the same time, getting inspired by 
famous personalities’ diaries –, I chose a wide range 
of texts and a variety of exercises for each lesson. I 
will continue putting my special emphasis on the 
selection of interesting teaching material for future 
classes of this type.

It is most important that students realize that they 

can benefit most when they write own diary texts as 
often as possible, read them in class, and have the 
texts corrected by me. //

授業科目名：ドイツ語学概論 I
担当教員名：嶋崎啓

１：評価結果に関する感想・意見

ドイツ語の基礎を学んだばかりの学生を対象

にした授業としてはやや難しいのではないかと

懸念していたが、予想していたよりは理解して

もらえたようである。

２：今後の授業改善のための方策

説明がうまくないと自分で感じる場面があっ

たので、もっと的確に表現を選ぶ必要がある。

◆フランス語学・フランス文学

授業科目名：専門フランス語 I
担当教員名：阿部宏

１：評価結果に関する感想・意見

数値評価においても，自由記述項目において

も，非常に高く評価していただいて，授業を行

った甲斐がありました．

２：今後の授業改善のための方策

まず平易な仏文から入り，かつ扱うテキスト

にヴァリエーションを持たせることがモチベー

ション喚起に有効であることがわかりましたの

で，さらにこの方向で工夫したいと思います．

授業科目名：人文社会序論

担当教員名：今井勉

１：評価結果に関する感想・意見

パリ文学散歩と題して、文学テクスト研究の

基本的身振りを身につけることを目指した授業。

受講学生は少人数だったが、その分、学生の発

表も密度が濃く、レベルも高く、充実した内容

だったと思う。「テクスト分析のコツが毎回の授

業で教えられ、とてもいい勉強になった」など、

ためになったとする評価が多く、エネルギーを

注いだ甲斐があった。

２：今後の授業改善のための方策

専門科目等レギュラーメニューの負担があり、
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毎年開講できる余裕はないけれども、様々な形

で、フレッシュな一年次学生の期待に応える機

会を探っていきたいと思う。

授業科目名：フランス文学概論Ⅰ

担当教員名：今井勉

１：評価結果に関する感想・意見

「おもしろい」という感想がほとんどである。

数年前から参加学生には口頭発表を課している。

これによって緊張感が生まれると同時に、他の

学生の発表を聞くことで相互に啓発しあう場に

もなっている。今回も、発表が有益、と記した

感想が多かった。

２：今後の授業改善のための方策

毎年、フランス文学史通覧を繰り返している

と、学生にとっては日替わりメニューのようで

面白いとしても、教える側に一定のルーチンワ

ーク的意識が生じてくるのも事実である。授業

が学生のためにあるのは確かなのだが、同時に、

教える者のためにもあるはずなので、私自身が

より新鮮でより面白いと感じるプレゼンテーシ

ョンの方向に持っていかなくてはならないと感

じる。全部の時代を満遍なくやるのではなく、

テーマを絞って論じる形を試みるべき時が来て

いるようだ。

授業科目名：フランス文学基礎講読Ⅱ

担当教員名：翠川博之

１：評価結果に関する感想・意見

外国語で書かれた文献を読む授業は、一般的

に講義内容が単調になりがちである。本講義で

は、学生の興味と意欲を引きだすことを常に心

がけ、「読んでは訳す」の反復に陥らないよう

様々な工夫を行った。授業評価アンケートの結

果には、この努力の成果が反映されたと思う。

２：今後の授業改善のための方策

「成績評価などを説明された」という質問項

目に対し「どちらともいえない」という回答が

やや多かった。開講時に十分な説明を行ったつ

もりだが、繰り返し説明が必要であることを自

覚した。

講義の進行速度、難易度、情報量、課題の分

量が、参加学生にとっていずれも適正と感じら

れ、説明や板書の仕方も概ね高く評価されてい

るのにもかかわらず、授業内容の理解度が相対

的に見てやや低い。これは、おそらく基礎的な

語学力の不足が自覚された結果であろう。テク

ストの精読とともに、重要な文法事項の復習な

どにさらに時間をかけるよう心がけたい。

◆哲学

授業科目名：哲学思想演習

担当教員名：直江清隆

１：評価結果に関する感想・意見

カントの入門的原典を用いた演習であったが、

概ね肯定的な評価を得たものと受けとめている。

難しいという評価も少数みられたが、きちんと

出席した学生からは、「面白い」「カントが見え

かけてきた」等の感想が述べられており、カン

ト哲学に関心を持ってもらうという当初の目標

が概ね達成されたと考えている。

２：今後の授業改善のための方策

今回は博士後期の大学院学生に出席してもら

い、原典と取り組むやり方を話してもらったり、

文献にまつわるディスカッションを取り入れた

りしてみたが、学部学生たちには哲学を研究す

ることがいかなることかを身近に感じてもらえ

たようである。今後も必要に応じて大学院生と

の交流を図り、理解の向上と研究への関心の喚

起を図ってみたい。

授業科目名：近現代哲学演習 III
担当教員名：直江清隆

１：評価結果に関する感想・意見

好意的な評価であった。比較的難しいテキス

トを用い、進度もやや速いかなと思っていたが、

大学院生らしくきちんとテキストをこなしてい

た様子が伺える。

２：今後の授業改善のための方策

院生たちの関心は一様でないため、専門性を

高めることと、テキストの影響や射程の広がり

に目を配ることとの両立を心がけたい。
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◆倫理学

授業科目名：倫理思想演習

担当教員名：戸島貴代志

１：評価結果に関する感想・意見

おおむね良好である。内容の難易度に関して

少し問題がある。

２：今後の授業改善のための方策

学生には講義内容をより復習するよう促した

い。より学生の理解度に合わせた授業にする。

◆言語学

授業科目名：現代言語学概論

担当教員名：千種眞一

１：評価結果に関する感想・意見

概ね良好な評価であったと思う。

２：今後の授業改善のための方策

さまざまな専修の学生が対象であるので、面

白く理解してもらえるように、できるだけ多く

の興味ある具体例を提供するように心がける。

授業科目名：言語交流学各論

担当教員名：後藤斉

１：評価結果に関する感想・意見

おおむね肯定的に評価されたものと考える。

（コンピュータでの実習が主であり、教科書は

使わなかったので、Q7と Q9はあまり意味がな
い。) ただ、Q15で「授業内容がよく理解でき
た」の回答に対して、Q16「学習目標が達成で
きた」の回答がそれほど高くないのが気になる。

レポートのできはおおむね期待に沿った程度で

あったので、もう少し高くなってもいいと思う

のであるが。

２：今後の授業改善のための方策

課題、レポート等において、達成感を与えら

れるような工夫をしてみたい。

授業科目名：音声学

担当教員名：後藤斉

１：評価結果に関する感想・意見

授業内容は音声学の基礎であるので、内容は

ほぼ一定である。内容に興味がもてない学生は

最初から履修すべきではないと思う。特にこの

授業は実習的な性格をもつため人数制限をして

いるという事情があり、音声学に興味のない学

生が履修することによって他の学生が履修でき

なくなっていることはきわめて遺憾である。

２：今後の授業改善のための方策

言語の音声面という特殊な領域であるので、

もともと興味のない学生に興味をもたせること

は容易ではないが、さらに音声資料を使うなど

して、興味をもたせる工夫をしてみたい。

授業科目名： 現代言語学基礎講読

担当教員名： 小泉政利

１：評価結果に関する感想・意見

授業内容が「興味深い」「面白い」という感想

が多かったので、2 年生向けの専門への導入の
授業として目的を達成できたと思う。

２：今後の授業改善のための方策

「興味」から「自発的な勉強・研究」に導け

るように補助教材等を工夫したい。

授業科目名： 言語解析学研究演習

担当教員名： 小泉政利

１：評価結果に関する感想・意見

「実践的で興味深い」と評価されたので、当

初の目的が達成できたと言える。

２：今後の授業改善のための方策

学部生向けの授業と合同の授業であったため

か、大学院生にはやや物足りない内容だったよ

うなので、もう少し負荷を高めて受講生の能力

を伸ばす工夫をしたい。

◆国語学

授業科目名：現代日本語学講読・日本語構造論

講読

担当教員名：斎藤倫明

１：評価結果に関する感想・意見

回答者数が少ないので何とも言えないが、概

ね好意的な評価であると思う。

２：今後の授業改善のための方策
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この授業は、学部生と大学院生とがともに出

席しているので、その点をうまく活用するよう

にしたい。たとえば、一例として、大学院生に

授業で利用する資料・辞書等の解説をさせると

いうことが考えられよう。

授業科目名：国語学概論

担当教員名：大木一夫

１：評価結果に関する感想・意見

「予習復習をきちんとやった」の項で、昨年

に比べ、「そう思う」の学生の割合が減り、「そ

うは思わない」「どちらかといえばそうは思わな

い」という学生が若干増えている。今年度だけ

の傾向か、今後も観察したい。講義テーマの性

格のためか、「わかりやすさ」の面がやや不足だ

ったか。

２：今後の授業改善のための方策

講義外の学習の必要性について、さらに説明

したい。

授業科目名：現代日本語学各論

担当教員名：甲田直美

１：評価結果に関する感想・意見

今学期のこの授業を終えて、授業中から感じ

ていたことは、授業内容の難易度を高く設定し

すぎたということだった。授業評価アンケート

で学生がどのように答えたか、というと、授業

内容をよく理解できた、という項目はどちらと

もいえないが多かった。学習目標を達成できた、

という項目もどちらともいえないを中心にした

回答だった。講義内容に沿った授業であり、教

員の説明がわかりやすい、発表課題の分量や難

易度の評価はまずよかった。

２：今後の授業改善のための方策

授業の難易度が高い場合には教科書等を利用

して予習復習の機会を与えた方が、よかったと

思った。

授業科目名：日本語・日本文化論講読（LB51206）
担当教員名：高橋章則

１：評価結果に関する感想・意見

学習意欲の点を含め、おおむね熱心に受講し

予習復習したとの自己評価がなされ、講義自体

についても妥当な進度・分量であるとの評価が

なされた。ただし、映像メディアの利用への要

望も出されていた点に注意したい。

２：今後の授業改善のための方策

重要事項の説明や資料の効果的な活用を含む

発表技術の習得についての指導に時間を割くば

かりではなく、ビデオなどの活用を図りたい。

授業科目名：日本語・日本文化論講読（LB53209）
担当教員名：高橋章則

１：評価結果に関する感想・意見

学習意欲の点を含め、おおむね熱心に受講し

予習復習したとの自己評価がなされ、学習目標

の達成感もあるとの評価がなされた。また、講

義自体についても妥当な進度・分量であるとの

評価がなされた。ただし、わずかではあるが、

学習意欲が低く予習・復習もおこなわなかった

とする学生があったことも事実であり、そうし

た消極的な評価があったことには注意を要する。

２：今後の授業改善のための方策

わずかではあるが、学習目標の達成がなされ

なかったと感じている受講者がいたから、鋭意、

個別的に指導したい。

◆日本語教育

授業科目名：日本語教育学概論

担当教員名：才田いずみ

１：評価結果に関する感想・意見

全般的に肯定的な評価を得ている点は満足す

べきかと思うが，問 16の「学習目標が達成でき
た」に関して，「どちらかといえばそう思う」が

44％余，「どちらとも言えない」が 30％余とな
っていて，「そう思う」の 20％をはるかに超え
ており，この項目は，ちょっと低めの評価とな

っている。アンケート実施後に行ったテストの

結果は，授業時の反応に比べて芳しくなかった

ので，その点では受講者は正しく自己評価でき

ているとも言えるが，「授業内容は整理されてい

た」「教員の説明はわかりやすかった」「授業内

容をよく理解できた」などの肯定評価を見ると，

担当者としては釈然としない思いが残る。



11

２：今後の授業改善のための方策

成績評価について，レポートとテストの両方

を課すのは負担が大きいという声があったので，

来年度からはテストのみにしてみようかと思う。

一本勝負になれば学習目標達成度も上がるので

はないか。

授業科目名：日本語教育学基礎講読

担当教員名：才田いずみ

１：評価結果に関する感想・意見

予習をきちんとしてこないと意味のない授業

なので，例年，予習をせざるを得ないよう，少

人数グループで読む活動を行うようにしている

が，「予習・復習をきちんとやった」と回答して

いる者は 8名中２名（25％）しかいない。「どち
らかといえばそう思う」も３名（37.5％）であ
った。これは学部全体の講読・演習科目の平均

値にほぼ近い数値ではあるが，昨年度までのこ

の科目の受講者の回答と比べるとかなり低く，

大変残念である。授業に臨む態度も，これまで

の受講者に比べて，動機・意欲とも低いように

見てとれたが，残念ながら，その観察を裏付け

る数字であると言えよう。

２：今後の授業改善のための方策

もしも，この評価結果が，学生の質の変化を

示すものであるとしたら，今後は，これまでの

授業形態ではうまく機能しない可能性がある。

現在の形態以上に，受講者が予習した上で討論

に加わるように仕向ける授業形態は，にわかに

は思い浮かばないが，何らかの策を講じなけれ

ばならないだろう。頻繁にテストをする，とい

うような手立てだけは，避けたいものである。

授業科目名：現代日本論演習

担当教員名：鈴木淳子

１：評価結果に関する感想・意見

全般的にひじょうによい評価を得られた．学

生に対する要求水準の高いたいへんな授業であ

ったと思うが，全学生が意欲的に取り組み，有

意義な授業だという感想をもってくれた．

２：今後の授業改善のための方策

情報量が多く，難易度も高いという感想をも

った学生が若干いたので，今後は少しスピード

をゆるめて講義をすすめたい．

授業科目名：現代日本論概論

担当教員名：鈴木淳子

１：評価結果に関する感想・意見

全般的によい評価を得られた．ほとんどの学

生が「役に立つ」「おもしろい」「興味深い」「楽

しい」の４つのうちどれかの感想を寄せてくれ

た．文学部だけでなく，法学部を中心とした他

学部の学生が興味をもって参加してくれること

が励みになっている．

２：今後の授業改善のための方策

各講義での情報量が少し多いと感じる学生も

いるようなので少し減らし気味にし，より充実

した内容の授業にするべく今後も工夫し努力を

続けたい．また，教室が狭くて座席が足りない

ということについての苦情が３件あった．現在

使用している教室がもっとも収容定員数の多い

部屋であるので改善はむずかしいが，窮屈な環

境で授業を聞いてもらうのは心苦しいので検討

してみる．

授業科目名：日本語教育論特論Ⅰ

担当教員名：名嶋義直

１：評価結果に関する感想・意見

回答数４のうち授業進度・難易度・情報量に

ついてやや否定的な評価が１つずつあった。お

そらく「進度が遅い」，「内容が易しい」という

ことだと思われるが，他の回答者にはそのよう

な回答が見られないので，他より意識の高い学

生だったのかもしれない。

２：今後の授業改善のための方策

個々の受講生の取り組みを把握するため毎授

業後ジャーナルの提出を課していたが，今後そ

の中で授業に対する意見や希望などを今まで以

上に吸い上げられるようにしたい。

授業科目名：比較現代日本論研究演習 I
担当教員名：田中重人

１：評価結果に関する感想・意見

「予習復習をきちんとやった」の項目につい

て「どちらともいえない」との回答が見られる。
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受講者の予習・復習を前提としている授業であ

るので、問題がある。

２：今後の授業改善のための方策

成績評価にかかわらない課題・発表等の機会を

増やすことにより、受講生個別の状況を判別し

て、フォローアップ指導が行えるようにする。

◆日本史

授業科目名：日本史実習

担当教員名：大藤修

１：評価結果に関する感想・意見

史料保存の意義を理解させるとともにアーキ

ビストとしての能力を培わせることを目的とし

ているが、大部分が将来に有意義な授業だった

と答えているので、所期の目的は達成できたと

判断される。ただ、一部、不熱心な学生が見受

けられたことは遺憾である。

２：今後の授業改善のための方策

後期は実際に史料整理の実習を行わせ、前期

で教えた史料整理法を血肉化させる。

授業科目名：日本史各論

担当教員名：柳原敏昭

１：評価結果に関する感想・意見

古文書を実際に見学したことに多くの受講者

が印象を深くしたようである。生きた歴史的素

材を提供することの大切さをあらためて感じた。

２：今後の授業改善のための方策

プリントが多すぎるという意見があった。確

かにそうなので、精選に心がけたい。

授業科目名：日本史基礎講読（33401）
担当教員名：安達宏昭

１：評価結果に関する感想・意見

近代史の史料を講読する授業である。史料を

読み込むというのは、おそらく学生にとっては

経験が少ないことで、最初とまどいがあったよ

うであるが、「自分の中で今までになかった新し

い歴史認識を持つことができるようになって、

とても勉強になる面白い授業であった」という

ような感想が多かった。授業の情報量や進行速

度などが適度であるとの回答の一方で、よく内

容を理解できたについてどちらともいえないが

4 名おり、やや進行速度が速かったとの回答も
多く、説明が早くついていけないこともあった

との感想から、次回は、そのことを改善したい。

２：今後の授業改善のための方策

内容の分量や情報量はほぼちょうどよいと受

けとめられおり、おもしろかったとの感想が多

いので、今後も興味を持てるような教材の選択

とその分量に留意していきたい。ただ、もっと

学生の主体的な考察を授業内で提示できるよう

にした方がよいとの感想もあった。毎回、感想

を書いてもらい、自分の考察や疑問点について

書いてもらうことで、上記の要望には応えてい

るつもりではあったが、なおその方法について

は、考えていきたい。感想に表れた疑問点につ

いては、次の授業で説明しているが、そのこと

が理解を深めているようで、肯定的な評価が多

かった。このことは、今後も継続していきたい。

授業科目名：日本近世・近代史特論Ⅰ（13205）
担当教員名：安達宏昭

１：評価結果に関する感想・意見

報告者が最新の研究論文を紹介して、議論す

る形式の授業であるが、多少情報量が多くなる

ことを予想しながら、取り組んできた。このた

め、やはり情報量が多いとの評価であるが、有

意義であると感じている院生がほとんどで、こ

うした内容も肯定的に受けとめられていると感

じた。ただ、理解度について、どちらともいえ

ないと感じている院生が 3 名いるのが気になる
ところである。

２：今後の授業改善のための方策

毎回、授業終了時に、レスポンスペーパーを

提出してもらっているので、理解度や疑問点な

どを把握し、その点について補足しつつ授業を

進めてきている。その感想では、研究の状況や

これまで知らなかった分野について知見を拡げ

ていることを大変、肯定的に捉えている場合が

多いが、テキストとしている論文については、

歴史学の観点からあまり高い評価でないものも

あり、その点についての批判も多い。こうした

批判的な理解ということも大切で、あえて多く

の論文を読むことを課しているので、次学期は
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評価についての議論を活発化させることで、理

解を深めるように指導したい。

◆考古学

授業科目名 ： 考古学特論Ⅰ

担当教員名 ： 柳田俊雄

１．評価結果に関する感想・意見

受講した院生は少なく、考古学専攻生のみで

あった。これらの受講生はまったく欠席しなか

った。考古学専攻生は、本学の芹沢長介名誉教

授の学史であったので熱心に受講していた。講

義終了後にもいくつかの質問を受けた。

２．今後の授業改善のための方策

今年度は、パワーポイントを使用した。遺跡、

遺物の紹介に多くのスライド用いたが、その選

択内容にまだまだ改善する必要がある。プリン

トやスライド以外に実物資料の提示も視野にい

れて検討したい。

◆東洋史

授業科目名：東洋史概論

担当教員名：川合安

１：評価結果に関する感想・意見

集計結果の数値をみるかぎりでは、肯定的評

価が多いが、この授業を一言で表現せよという

質問の回答に「高校の世界史」という批判的意

見もみられ、なお改善すべき点がないわけでは

ない。

２：今後の授業改善のための方策

基本的には従来どおり進める。概論という授

業の性質もあって単調に流れる傾向はあると思

うので、これまでも少しはやってきたが、刺激

的で興味をよびおこすような論点をより多く取

り入れるように工夫を重ねたい。

授業科目名：東洋史演習

担当教員名：大野晃嗣

１：評価結果に関する感想・意見

学生が授業に積極的に取り組んでくれている

のは、普段から感じているが、アンケートの結

果もそれと一致しており、大変うれしい。授業

の速度・難易度とも概ね適切との評価であり、

大きな問題はないようである。

２：今後の授業改善のための方策

今のところ、受講生が専攻の学生であるとい

う、ある種の親しさも手伝って概ね問題はない

と考えている。ただ一層歴史に興味を持ち、研

究を継続したいと感じさせるよう熱意を持って

丁寧に指導したい。また決して難しいテキスト

ではないが、やはり学部生には難解な所もある

であろうから一緒に参加してくれている博士課

程の学生たちと、連携をとりながら、落伍者が

でないように心懸けたい。

◆ヨーロッパ史

授業科目名：ヨーロッパ史概論

担当教員名：佐藤勝則

概して、好評との印象を持ったが、学習目標

について達成感が明確でないとの回答が多かっ

た。これは、シラバス等への学習目標の提示が

あいまいであることに由来するものと判断され

る。授業内容の整理、説明、板書といった点に

ついて、若干不満の声がある。これは、シラバ

スはあくまで予定であり、講義進行中にも講義

者の認識が深化していくことと関係しているよ

うに思われる。定型の講義内容を情報として吸

収させることにねらいがあるのではなく、新た

な視角や内容を提示していくことがねらいであ

ることから発していると思われる。物理的にい

って、歴史学は細かい情報と同時に大きな枠組

みを常に提示する必要があるため、かさね字が

多くなるのは黒板のスペースからやむをえない

と考える。板書は写させるためにしているので

はなく、確認のためのものであることを事前に

十分説明しておくことが必要と感じている。

授業科目名：ヨーロッパ史基礎講読

担当教員名：有光秀行

１：評価結果に関する意見・感想

授業について肯定的に評価されているように

感じています。自由記述で「難しい」「大変だっ
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た」と書いた諸君も達成感を覚えているようで、

幸いです。

２：今後の授業改善のための方策

歴史背景のいっそうの解説を求める意見があ

りましたので、配慮したいと思います。

◆東洋・日本美術史

授業科目名：東洋・日本美術史各論

担当教員名：泉武夫

１：評価結果に関する感想・意見

担当者が興味を持っている素材・テーマを、

あまり時間軸にこだわらずに提示している点に

おいて、学生の理解の程度が中庸に傾いたよう

だ。その分、熱意は感じ取っているように思う。

２：今後の授業改善のための方策

内容を系統立ててやるオーソドックスな方法

は意図的に避けてみたが、やはり系統立ってい

るほうが学生の理解は早いかもしれない。次回

はその点に注意を払ってみたい。

授業科目名：東洋・日本美術史基礎実習

担当教員名：泉武夫・長岡龍作

１：評価結果に関する感想・意見

担当者の立場としては、ほぼ予想どおりの反

応を示している。

２：今後の授業改善のための方策

実習形式なので、かなり課題を工夫しなが

らやっている。学生のグループ作業をしばしば

取り入れているのだが、人数配分に配慮する必

要があるかもしれない。

◆美学・西洋美術史

授業科目名：美学・西洋美術史各論

授業科目名：美学・西洋美術史特論Ⅰ

担当教員名：尾崎彰宏

１：評価結果に関する感想・意見

おおむねが学生は意欲的に取り組み、こちら

側の意図も諒解しているようだ。先にも書いた

が、板書を使わないので、板書は適切かという

質問をされても学生はどちらともいえない、と

応えざるを得ない。大学院の学生アンケートに

教師の説明がわかりやすかったかどうか、とい

う設問は適当かどうか、疑問。」積極的に授業に

積極的にかかわったが、なお理解がおよばなか

ったかどうか」、という質問に変えるべきではな

いか。

２：今後の授業改善のための方策

学習目標をいっそう徹底させる必要がある。

授業科目名：美学・西洋美術史研究演習Ⅰ

担当教員名：尾崎彰宏

１：評価結果に関する感想・意見

大量の外国語を読ませているため、ときに未

消化になることがある。それが授業内容の理解

に際して、どちらともいえない、という答にな

るのだろう。しかしこれはある程度やむを得な

いところがある。院生の専門分野もネーデルラ

ント、ドイツ、フランス、イタリアであり、年

代も 1400年代から 1800年代まで多様であり、
勢い目を通していかなければならない文献の分

量も増えるからだ

２：今後の授業改善のための方策

学生が論文を質・量ともに量産できるように

工夫する必要がある。そのため次年度から授業

形態の見直しをおこなう必要がある。

授業科目名：美学・西洋美術史研究実習Ⅰ

担当教員名：尾崎彰宏・芳賀京子

１：評価結果に関する感想・意見

おおむね予想どおりである。あえて言えば、

作品を実地調査する学生の費用がなかなかたい

へんである。

２：今後の授業改善のための方策

自分で調べたことをアウトプットさせる技術

をもう少し習得させたい。

授業科目名：美学・西洋美術史概論

担当教員名：芳賀京子

１：評価結果に関する感想・意見

授業に興味をもってはいるが、よく理解でき

ていない、学習できていない学生が多い。
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２：今後の授業改善のための方策

概論の授業では、参考文献をいくつも紹介す

るよりも図版の多い教科書あるいは参考書を一

点、指定した方がよいように感じた。

授業科目名：美学・西洋美術史研究演習 I
担当教員名：芳賀京子

１：評価結果に関する感想・意見

発表・課題の難易度をもう少し難しくしても

大丈夫なように思われる。

２：今後の授業改善のための方策

研究室の図書が少し整ってきたので、自分で

研究論文を探し、自分の考えを発表する方向へ

持って行きたい。

◆文化財科学

授業科目名：文化財科学研究演習Ⅰ

担当教員名：小井川和夫

１：評価結果に関する感想・意見

授業の意図はおおむね伝わっていると思われ

る。

２：今後の授業改善のための方策

自主的学習を重視しているが、自身に対する

甘えも生じやすいので機に応じて学習進度の点

検を行う必要がある。

◆社会学

授業科目名：社会学基礎演習

担当教員名：正村俊之

大半の人が授業に興味をもち、有意義だと思

ってくれたのは良かった。自由回答欄に、発表

の順番を早い段階で決めてほしいとの要望があ

った。すでに大学院の授業で行っているが、学

部の授業でもそのようにしたいと考えている。

授業科目名：社会学概論

担当教員名：正村俊之

自由回答欄では、「難しい」と「おもしろい」

と答えた人がほぼ同数いた。今年の授業では、

古典的な社会学理論の「込み入った関係」につ

いて話したので、評価が二分されたのかもしれ

ない。

授業科目名：社会学各論

担当教員名：永井彰

１：評価結果に関する感想・意見

授業に意欲的に取り組んだかという設問に対

し、ばらつきがでた。また教員の説明がわかり

やすいかという設問にも、そう思わないという

回答はなかったが、そう思うとどちらともいえ

ないが同数であった。

社会学理論という抽象的でとっつきにくい題

材を扱っているということもあるが、理解度や

意欲にばらつきがでたことが理解できた。

２：今後の授業改善のための方策

いったいどこまで理解できてどこからが理解

できなかったかについて、確かめながら、授業

を進めたい。具体的には受講票を利用して、理

解度を確かめ、また質問や感想を書いてもらう

ことをつうじて、授業への主体的な関心を高め

たい。時間的な制約もあるので、あらゆる疑問

について説明することは不可能だが、できるだ

け答えたい。

授業科目名： 社会学基礎演習

担当教員名： 下夷 美幸

１：評価結果に関する感想・意見

演習科目という性格上、受講生の全員がほぼ

毎回出席し、予習復習もよくなされていたが、

そのことが全体として、授業内容への興味や内

容の理解における高い評価につながっていると

思われる。

進行度についてはちょうど良いとの回答が多

かったが、全発表・課題の難易度についてはや

や難しいという回答が多く、また、発表や課題

の分量については、多すぎるという意見も見ら

れた。グループ報告という形式で進めたため、

授業はテンポよく進んだが、一部の受講生にと

っては負担が重かったものと思われる。ただし、

自由記述欄をみると、「大変だった」でとどまっ

ている評価と、「大変だったが有意義だった」と

いう評価があり、負担感と達成感のバランスを
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とることの難しさを痛感する。

２：今後の授業改善のための方策

専門の演習ということで、一定の難易度は伴

うことになるが、内容についての補助的な説明

を増やすことで、「難しい」けれども「面白い」

と感じられるような展開を心がけたい。また、

発表の回数や課題の分量については、受講者と

より綿密に相談しながら、程よい負担の程度を

見極めながら進めていきたい。

◆行動科学

授業科目名：数理行動科学特論Ⅰ

担当教員名：海野道郎

１：評価結果に関する感想・意見

全体的に見ると、かなり高い評価が得られた。

２：今後の授業改善のための方策

教科書、資料の使い方に工夫の余地あるか。

（今年度は、基本テキストは読んでいることを

前提にして、現在準備中の本の原稿をもとに講

義を行った。）

授業科目名：行動科学概論

担当教員名：原純輔

今期も放送大学のビデオ教材を併用したので、

ほぼ予定どおり授業を進めることができた。板

書がきちんと順序だっていないので分かり難い

という不満があった。プロジェクタ等の利用も

検討したい。

授業科目名：行動科学演習

担当教員名：原純輔

英語文献をとりあげたが、学生の読解能力は

予想以上に高いと感じた。しかし、それを社会

階層に関する議論と結びつけるという力はまだ

ついておらず、その解説に時間をとられて予定

どおりに進めることができなかったため、学生

の達成感はいま一歩であった。今後は、適切な

日本語の副読本を用意して、この点を改善した

い。

授業科目名：行動科学基礎演習

担当教員名：海野道郎・原 純輔・佐藤嘉倫・木

村邦博・本郷正武（文責：木村邦博）

１：評価結果に関する感想・意見

集計結果や自由回答の部分を見ると、この授

業に対してあまり肯定的でない意見も見受けら

れる。しかしながら、「授業評価アンケート」が

実施されたのは、この授業で行っている共同研

究最終報告会や最終レポート提出の前である。

最終報告会を終え、さらに最終レポートを提出

してもらった後（8 月）に、行動科学研究室と
して独自に自由回答形式で、この授業に対する

評価や感想を書いて提出してもらっている（今

年の場合、受講生 16名中 14名が提出）。こちら
の方では、「多くのことが学べた」、「有益だった」、

「充実していた」、「研究室の人たちとの仲が深

まった」、「学んだことを今後に活かしていきた

い」、などという肯定的な評価が多く見受けられ

た。

なぜ文学部による「授業評価アンケート」と

行動科学研究室独自の自由回答形式による調査

とで、異なる結果が得られたのだろうか。少な

くとも 3 つの仮説が考えられる。(1) 受講生は
「授業評価アンケート」を教員が見ると思って

いないため、ある意味で「自由」に意見を述べ

ているのに対し、研究室で実施している調査の

方では教員の目を気にして文章を書いている。

(2) 「授業評価アンケート」が主に多項選択回答
形式によるものなのに対し、研究室で実施して

いる調査は自由回答形式によるものなので、回

答の傾向が異なっている（このようなことは社

会調査でよく起こることが知られている）。(3) 
「授業評価アンケート」は授業の途中段階で実

施されたものであるのに対し、研究室独自の調

査は最終レポート提出後に行われているため、

達成感をまだ得られていない（苦労だけが目に

つく）段階での評価と達成感を充分に得た段階

での評価の違いが現れている。これら 3 つの仮
説のうちいずれが妥当なのかについて、今のと

ころ判断を下すだけの材料がない。

２：今後の授業改善のための方策

この授業は 2003 年度からほぼ同様の形式で
実施してきており、行動科学的研究を実施する

ための必要最低限の基礎技術を習得してもらう

ことを目的にしている。それゆえ、たとえ学生
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が「大変である」という感想を抱いていたとし

ても、これ以上レベルを下げることは難しい。

また、過去の学生からの評価を見ても、最終段

階ではこの授業に対しておおむね肯定的な評価

を得ている。今年度の受講生の中からも、「これ

からもこのような授業を続けてほしい」という

意見が出ている（研究室独自の調査に対する回

答による）。

そこで、基本的には現在までの路線を継承し

つつ、いかにすれば要領よく課題がこなせるの

かを受講生にアドバイスするような支援体制を

充実させることをもって、「今後の授業改善のた

めの方策」としたいと考えている。

◆心理学

授業科目名：応用心理学各論

担当教員名：仁平義明

１：評価結果に関する感想・意見

「興味」「有意義さ」「理解」等の評価は高い

（ほとんどが 5・4 評価）。応用という性格上、
「興味深い」「役に立つ」などの表現があるのも

当然であるといえる。

２：今後の授業改善のための方策

「楽しい」「おもしろい」という評言が多いが、

「応用」という内容と適合性があるといってよ

いか、講義の構成を考える余地がある。

授業科目名：社会心理学概論

担当教員名：大渕憲一

１：評価結果に関する感想・意見

受講者が多く、アンケートには 87名から回答
を得た。ほとんどの項目において 80%以上の学
生が肯定的評価を示し、「どちらともいえない」

を除くと、否定的な評価をした学生はごくわず

かだった（5％程度）。コメントを見ても、その
ほとんどが「おもしろい」「興味深い」「楽しい」

「分かりやすい」「有意義」といったもので、否

定的なコメントはほとんどなかったので、学生

たちは今回の授業に概ね満足しているものと判

断している。

２：今後の授業改善のための方策

1 名の学生から「板書の際、アルファベット

が読みにくい」というコメントがあった。次年

度はこの点に気をつけるようにしたい。

授業科目名： 実験心理学各論

担当教員名： 阿部恒之

１：評価結果に関する感想・意見

課題が厳しいという反応を予想していたが、

回答者８名全員がＱ11・12の課題の難度と量を
「ちょうど良い」と回答していた。その他も概

ね良好な反応であった。Ｑ３の成績評価の事前

説明については３週間にわたって繰り返したに

も関わらず、半数が「どちらでもない」以下で

あったことが気がかりである。

２：今後の授業改善のための方策

成績評価のアナウンスについては、終盤でも

確認したい。

授業科目名：文化心理学演習

担当教員名：辻本昌弘

１：評価結果に関する感想・意見

おおむね肯定的な評価であったが、進行速度

がやや速く、分量が多いようであった。

２：今後の授業改善のための方策

ある程度の分量がないと学習効果がないと思

われるので、安易に難易度をさげるべきではな

いが、まったく理解できない講義にならないよ

う工夫したい。

授業科目名：文化心理学各論

担当教員名：辻本昌弘

１：評価結果に関する感想・意見

肯定的な評価であった。予習復習をしていな

いという解答があった。

２：今後の授業改善のための方策

予習復習のための参考図書の紹介などを検討

する。

◆文化人類学

授業科目名： 文化人類学概論

担当教員名：嶋 陸奥彦
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１：評価結果に関する感想・意見

授業の進め方等については、特に修正を求め

られることもなく、まずまずであろうか。

毎回、授業の最後に「1 分間メモ」と称する
用紙を配布し、それを利用して出席を確認する

と共に、質問があればそこに書いてもらって、

次回の授業で回答する方式を採っている。これ

は教員と学生との間のコミュニケーション手段

と位置づけているが、学生の側もそのように理

解していることが確認できた。

◆宗教学

授業科目名：宗教学概論

担当教員名：鈴木岩弓

１：評価結果に関する感想・意見

・ 本講義では、宗教民俗学の問題意識や研究

方法などを、具体的な対象に即して検討し

た。学説紹介は、扱いを間違うと無味乾燥

でおもしろみの少ないものになる可能性が

あるためその補いに注意したつもりである

が、興味が持てないとする声は一件のみで、

86.8％の受講生が興味を持ってくれ、授業と
しては一応成功したものと考えている。

・ この授業では宗教民俗学という学問分野に

対する理解を深めてもらうのみならず、研

究活動一般を行うに際して期待される、独

創的なモノの見方の涵養を心がけたつもり

であるが、「将来に有意義な授業と思った」

が 76.3％となっていたことで、こちらの期
待した授業の効果はおおむね達成できたも

のと考えられる。

２：今後の授業改善のための方策

・ パワーポイントの切り替えが早いという指

摘があった。この点は常に気を付けている

つもりであるが、さらに今後とも気を付け

て切り替えるようにしたい。

・ この授業では、参考図書などを適宜アナウ

ンスするのみで、授業期間中に特に課題提

出を求めなかった。大学生に対しては自発

的な学習を期待するのみで良いと考えてい

るからであるが、授業へ意欲的に取り込ま

なかったり（19.7％）、予習復習をきちんと
やらない学生（42.1％）がいることが判明し

た。このような学生を少なくする工夫を来

年度までに考えたい。

授業科目名：宗教学基礎演習

担当教員名：鈴木岩弓

１：評価結果に関する感想・意見

・ 金曜日５コマ目の授業であるが、17:50に終
わったことはなく、長いと 20:00近くまで伸
びる、という大変ハードな授業であった。

感想を読むかぎり、授業の意義を皆さん理

解していたようで安心した。

・ ＜人の発表を聞いて理解する＞＜自分の考

えを整理する＞＜自分の考えを分かり易く

人に提示する＞といった三段階のスキルの

修得が目指されたわけであるが、半年前に

やってきた二年生達も、皆それぞれに成長

した。昨年度から設置したハードな授業で

あるが、設置した効果が多大であったもの

と教員間では考えている。

２：今後の授業改善のための方策

授業が長いことに対する不満があるが、授業

の性格上これは簡単に短くすることはできない。

その点については、授業開始時に理由やそのこ

とによる効果などについて説明して理解を求め

たのであるが、２年生の中には依然その点に不

満を持つ人がいるようである。３年次になると

この不満は解消し、逆にその意義を認める人が

多いように思えるので、この授業の意義につい

て理解してもらうよう説得したいと考えている。

授業科目名：宗教学基礎実習

担当教員名：鈴木岩弓

１：評価結果に関する感想・意見

今年度から山形県西置賜郡小国町において泊

まりがけのフィールドワークを実施しているこ

の授業では、班ごとの話し合いのもと、まず文

献調査を行って調査項目を検討し、その方向に

沿った具体的調査内容を現地に入る前に検討し

た。９月下旬に行った泊まりがけの調査では、

予定していた調査項目について二人一組で調査

対象のお宅への聞き取り調査を実施し、毎晩そ

の成果を参加者全員の前で発表し、意見交換を

行ってきた。そのため、非常に中身の濃い、あ
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る意味で受講するには負担量の異常に高い授業

となっていることは、教員の側も十分に承知し

ている。この点に対する理解は、３年生対象の

「宗教学実習」受講生に比してまだリアリティ

に欠けるところがあるようで、この授業の意味

をまだ余り理解していない者も見られる。

２：今後の授業改善のための方策

この授業は、学生それぞれがもつ問題意識を

どうふくらませていくかがポイントであるが、

この授業科目で受講している２年生の中には、

トレーニング機会がこれまでになかったために、

その辺りの知的生産の技術を理解していない者

が見られる。後期の授業の中では、この点の指

導が必要になる。フィールドワークでの調査内

容については、各班ごとの話し合いの元に検討

されてきたが、後期に実施するフィールドワー

クまでに、今回の問題点を話し合い、その解決

を図るように指導している。

授業科目名：宗教学講読

担当教員名：山田仁史

１：評価結果に関する感想・意見

課題の分量・情報量が多すぎるとの意見がや

や多い。

２：今後の授業改善のための方策

この授業では、授業内にすべてを消化吸収す

るというよりも、自主的な予習・復習によって

得られるものが多いことをもっときちんと伝え

たい。

◆共通系科目

授業科目名：人文情報処理

担当教員名：湊 信吾

１：評価結果に関する感想・意見

今回、学生から授業に対して要望がありそれ

に合わせて新たに数回分テキストを用意した。

普段よりやや難しい内容となるため心配したが、

かえって学生を刺激し授業に対する意欲を高め

たようだ。ただし、教師の側から高度な内容を

テキストに盛り込んだ場合には、興味を示さな

いことが多いようなので、今回のような学生か

らの要望には真摯に取り組んでいきたい。

２：今後の授業改善のための方策

学生からも割と高い評価を得ているようなので

授業の質を維持していきたい。


