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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 年度後期に実施した学生対象の「授業

に関するアンケート」調査の結果である『平成 19 年度後期 学生による授業評価アンケート実施結果

報告書』（平成 20 年 5 月公開）を受けて、授業評価結果に対する各教員からのフィードバック報告を

まとめたものである。 

今回のアンケートについても、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。厚

く御礼申し上げる。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

力をお願いするとともに、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ければ幸いであ

る。 

 

                  2007 年 7 月 15 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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2. 授業評価結果に対するフィードバック報告 

（抄） 

 

 

 



◆国文学 

 
授業科目名：国文学基礎講読 
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。

ただし宮沢賢治の童話を扱ったためか、受講生が非

常に多く、所属専修も多様であり、また３，４年生

も出席していた。そのため基礎講読の授業の趣旨を

十分に活かせない面もあったように思う。基礎講読

は出来れば少人数で行いたいが、それは不可能であ

ろうか。 
２：今後の授業改善のための方策 
基礎講読に関しては、多様な専攻の学生が受講す

ることを前提に、今後もテーマ設定や授業の方法そ

の他に工夫と配慮を行っていきたい。 
 
 
授業科目名：国文学各論 
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。 
 授業内容がかなり専門的であったにしては、多く

の受講者に高い関心を持ってもらえたようである。

ただし、授業の難易度に関して、「どちらかといえば

難しい」という回答が少なからずあり、「難しい」と

いう複数の回答もあったことについては、難解な内

容や複雑なしくみをできるだけ分かりやすく伝える

ようさらに工夫する必要があると感じている。 
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。 
 
 
◆日本思想史 

 
授業科目名：日本思想史概論 
担当教員名：片岡龍 
１：評価結果に関する感想・意見 
諸質問に対する回答は、おおむね「どちらともえ

いえない」を中心にしたグラフを構成していて、そ

の原因は、こちらの授業目標と学生の期待とが十分

にかみあっていないことによると思われる。 
２：今後の授業改善のための方策 
授業の性格上、あまり多くの情報を与えようとし

たり、多くの問題提起を投げかけるよりも、大きな

いくつかの、考えるべき問題を中心に構成し、それ

を考えるための基礎知識をしっかりと身につけさせ

るよう心がける。 
 
 

◆中国語学・中国文学 
 
授業科目名：中国文学演習（LB62203） 
担当教員名：花登正宏 
１：評価結果に関する感想・意見 
 本授業は、中国の現代文学を精読するものであっ

た。意欲的に取り組み、予習復習をきちんとしてい

るという回答が多く、また、役に立った、面白かっ

たという意見も多い。授業への主体的な参加が、良

好な結果を生み出したと言うことであろう。 
２：今後の授業改善のための方策 
 このような授業をするよう、心がけたい。 
 
 
授業科目名：中国文学概論  
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ていました。 

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」に「どちらかとい

えばそう思わない」が１名、「そう思う」も２０名い

たのですが、成績評価の方法を、『講義概要』に記し

ておくだけでは不十分で、授業中も説明すべきであ

ると思いました。「意見・要望・感想」欄にあったと

おり「普通はあまり取り上げられない詩人を扱った」

講義でしたが、「この授業を一言で表現するとした 
ら」欄には「新鮮」「おもしろい」「受けておいて損

はない」「不思議だ」と、不評ではなかったようで、

今後も「あまり知られていない」けれど、読み手に

揺さぶりをかけるような文学者を発掘してみようか

と思います。 
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◆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 
 Q14「授業内容等に興味がもてた」に対し、２３

名が「どちらかといえばそう思う」と答える一方（回

答者数４１）、Q15「授業内容をよく理解できた」に

対し、１５名が「どちらかといえばそう思わない」、

１名が「そう思わない」と答えている。興味をもつ

ことが、対象を理解したいと思うその動機にはなら

ないのだろうか、との疑問を抱いた。 
２：今後の授業改善のための方策 
 受講生にとって「理解する」ということは如何な

る状態を意味するのか、それを探りつつ授業に取り

組みたい。 
 
 

◆インド学・仏教史 
 
授業科目名：インド仏教史演習・インド仏教史研究

演習Ⅱ 
担当教員名：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，全受講生

が等しく充分にこなし得るか疑問である。余力のあ

る学生は，予習－幅広い参考文献への目配り－によ

り重点を置いて欲しい。 
２：今後の授業改善のための方策 
  引き続き，受講生自らがテクストへの理解を如何

に深められるかという視点で，着実な進歩の図れる

授業運営を心掛ける。 
 
 
授業科目名：インド学概論 
担当教員名：吉水清孝 
１：評価結果に関する感想・意見 
概ね関心をもって聴講してもらえた。特に，近年

は経済的躍進ばかりが注目されるインドに，伝統的

な思想があることを学ぶことができて有意義だった

という感想が，幾人かから寄せられた。 

２：今後の授業改善のための方策 
視覚的教材を取り入れてほしいという要望がある

ので，可能な限り，図像や儀礼の写真などを紹介し

ていきたい。ただし，インド思想では，日本の伝統

的思想には馴染みの薄い，抽象的論理的思考や，現

世超越への志向など，視覚化されにくいものが重要

であることにも留意していただきたい。 
 
 
◆英文学 
 
授業科目名：英文学基礎講読 II 
担当教員名：原 英一 
１：評価結果に関する感想・意見 
回答数15の演習形式の授業であるため、統計的に

は無意味。授業の進度としては「ちょうどよい」が

9であったが、「速すぎる」と「どちらともいえない」

が合わせて6であった。課題分量についても「多す

ぎる」と「どちらともいえない」が合わせて10であ

った。 
 英文を読ませる量はかなりのものであったが、こ

れは意図的にそうしたのである。受講生に負荷をか

けることを目的としているので、このような評価は

当然だろう。「授業内容に興味もてた」について、「そ

う思う」が10であったことは、結果的に授業の目的

が達成されたことを示していると考えられる。 
２：今後の授業改善のための方策 
課題をまじめにこなす学生とそうでない学生との

間に相当な落差がある。あらかじめ課題を与えて自

習することを前提とした授業形式について、再考の

余地はあるかもしれない。 
 
授業科目名：英文学演習 II 
担当教員名：岩田美喜 
１：評価結果に関する感想・意見 
 毎回一編の短編～中編小説を二人一組の演習形式

で読む、学部生向けにしては難易度の高い授業であ

ったが、課題の難易度や発表の分量については、半

数が「ちょうどよい」を選んでいた。学生の意欲の

一端を見ることが出来て嬉しい。 
２：今後の授業改善のための方策 
 「ペアを組むことで自分とは違う意見に触れられ

た」という肯定的な意見がある一方で「発表の準備
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が大変だった」という記述も散見されたため、毎年

この形式で演習を行うことは見合わせるが、何年か

おきに細部を変更しながら学生側の負担と授業の充

実との折り合いをつけて、続けてゆきたい。 
 
 
授業科目名：英語文化論各論 
担当教員名：岩田美喜 
１：評価結果に関する感想・意見 
 本講は講義とヴィデオ鑑賞を組み合わせた形式で

毎回ミニレポートを課す演劇論の授業であり、学生

側の予習の負担は殆どないものであったが、予想に

反して20％弱の学生が「難易度が高すぎる」を選ん

でいた。これは講義テーマが不条理演劇だったこと

に由来すると思われる。 
２：今後の授業改善のための方策 
 講義テーマを選ぶ際の参考に、アンケート結果を

考慮したく思うが、題材がアクセシブルであれば良

いというものでもないので、この辺りは今後の課題

とする。 
 

 

◆英語学 
 
授業科目名：英語解析学各論 
担当教員名：金子義明 
１：評価結果に関する感想・意見 
 どの項目も肯定的評価が多く、期待どおりの評価

が得られたものと思われる。 
２：今後の授業改善のための方策 
 授業の情報量がやや多いとする意見もあったので、

情報内容の整理に努める。 
 
 

◆ドイツ文学 
 
授業科目名：ドイツ語学演習 II 
担当教員名：森本浩一 
１：評価結果に関する感想・意見 
 批評文の作成・発表とディスカッションを主とす

る授業であり，学生の発想力や表現スキルの向上を

目標としている。自由記述の中に「感性がきたえら

れる」といった感想が見られるのは，授業の目標が

いちおう達成されている証左であり，教師としても

嬉しい。 
２：今後の授業改善のための方策 
 学生の感受性を規範の型に押し込めることなく，

自分の「ことば」を発する楽しさを経験してもらえ

るよう，授業の雰囲気をより自由なものにしてゆき

たいと思う。 
 
 
授業科目名：ドイツ文学基礎講読 
担当教員名：Brigitte Annemarie Schmitz 
Class no. LB 43404: The facettes of Germany 
(1) The results and my comments: 
Students’ diligence: 
Thirteen students took part in this evaluation. 
Four students attended this class regularly, five students 
almost regularly, one to some extent regularly. 
One student was always very well prepared, six students 
almost always, two students were to some extent prepared. 
Valuation of students’ achievements: 
Three students were able to understand very well how 
their achievements were evaluated by me, eight students 
were able to understand this aspect well, two students 
were able to understand this aspect to some extent.  
Content of the curriculum: 
Six students appreciated very much that the contents of 
my lessons were presented as described in the syllabus, 
and gave the best comment possible, six students gave a 
good comment; 
four students found that the topics were very well arranged, 
and gave the best comment possible. Eight students gave 
the second best answer possible, and one student the third 
best answer. 
When the class started, I had explained to the students that 
we would not follow the table of contents given in the 
book Facts about Germany (2005) – students received the 
Japanese edition of the book, together with texts from the 
German edition –, and that instead a number of topics 
would be selected. 
Three students found my explanations profoundly 
comprehensibly presented, eight students comprehensibly 
presented, and two students fairly comprehensibly 
presented.  
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As for my written explanations, two students regarded 
them as profoundly satisfactory, five students as 
satisfactory, four students as to some extent 
comprehensible. 
Teaching material: 
Three students were most satisfied with the teaching 
material, six students were satisfied, and two students 
found it to some extent satisfactory. 
Six students found the teaching material most useful, four 
regarded it as useful, two to some extent useful.  
Speed / degree of difficulty / timing: 
I received very good results concerning the speed of 
presenting the teaching contents: ten students out of 
thirteen marked the best answer possible, three students 
found the speed slightly too fast; as for choosing the right 
degree of difficulty, seven students marked the best answer 
possible, and six students found the degree of difficulty 
slightly too high; as for the appropriate amount of 
exercises, nine students marked the best answer possible, 
one student found the amount slightly too high, three 
students slightly too low, and as for the quantity of 
information students received in each lesson, nine students 
marked the best answer possible, and four students found 
the quantity slightly too complex.  
Students’ interest in this class: 
Concerning this aspect I received very good results. 
Nine students found this class profoundly interesting, two 
students interesting, and one student found it to some 
extent interesting. 
Students’ ability of understanding the content and reaching 
the goal of this class: 
Two students could very well understand the contents of 
this class, three students well, five students to some extent. 
As in this class the teaching material had been presented 
both in German and Japanese language – apart from the 
work sheets which are in German –, it should not be too 
difficult for the students to follow the contents of this class 
in all aspects. 
Five students were certain about having reached the goal 
of this class, six students were to some extent certain. 
Diligence of the teaching staff: 
I was very happy that nine out of thirteen students gave the 
best answer possible. Four students gave the second best 

answer possible.  
Students’ advantage: 
Eight students gave the best answer possible, four students 
gave the second best answer, one student found this class 
to some extent useful for the future. 
 
(2) Improvements: 
Especially concerning questions 11 and 12, I am planning 
improvements: 
I will pay attention to the aspect of the complexity of 
exercises, and slightly reduce the complexity. 
Concerning the amount of exercises, I realized that three 
students even wanted more exercises, so I am trying to 
offer additional exercises which are optional. 
 
 

 
 
授業科目名：ドイツ語学概論 II 
担当教員名：嶋崎啓 
１：評価結果に関する感想・意見 
中高ドイツ語というやや特殊なドイツ語を対象と

していたので興味を持ってもらえるか心配していた

が，騎士文学に対する関心を少しは持たせることが

できたようなので，それほど悪くはなかったよう 
に思われる。 
２：今後の授業改善のための方策 
例として挙げる素材がまだ吟味されていない点が

あるので素材の選択に改善の余地がある。 
 
 
◆フランス語学・フランス文学 
 
授業科目名：フランス語学演習 II 
担当教員名：阿部宏 
１：評価結果に関する感想・意見 
 選んだテキストが内容もフランス語も少し難しか

ったように思っていたのですが，学生からよい評価

をえられて授業を行なった甲斐がありました． 
２：今後の授業改善のための方策 
 テキスト選びには，内容が知的に興味深い，フラ

ンス語学や言語学の概論的側面がある，フランス語

が平易で語学学習用にも有益，分量も半期で終えら
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れる，このすべての条件を満たす必要があって，な

かなか大変なのですが，ひきつづき工夫を凝らして

探していきたいと思います． 
 
 
授業科目名：フランス文学概論 II 
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。

「興味が持てた」は多いのだが、「よく理解できた」

「達成できた」はちょっと少ない。概論だから仕方

ない点はあるかもしれない。 
２：今後の授業改善のための方策 
前回は「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」と書いた。これを

書いている今（平成20年度前期）は20世紀文学に

絞って授業をしているが、毎回、準備がたいへんで

ある。暗中模索はまだまだ続きそう。 
 
 
授業科目名：フランス文学各論 II 
担当教員名：今井勉 
１：評価結果に関する感想・意見 
ロラン・バルトの『批評と真実』を読む授業。一

応、 後まで読み通すことが出来た。「難しい」「歯

ごたえがある」という指摘はごもっともである。 
２：今後の授業改善のための方策 
前年のコンパニョンの『理論の魔』に続いて、批

評の歴史への問題意識からバルトのこの本を取り上

げたが、さすがに二年続けて硬質な批評文を読むの

は、学生も私も、叙情的感動の潤いがなくなって疲

れてしまったということはあるかもしれない。やは

り文学テクスト、作品テクストの読みを中心にすべ

きだと反省する。これを書いている今（平成20年度

前期）はボードレールの『パリの憂鬱』を精しくゆ

っくり読んでいるが、やっぱり作品そのものに触れ

るのがいいと思う次第である。 
 
 
授業科目名：人文社会序論 
担当教員名：翠川博之 
１：評価結果に関する感想・意見 
 全体的に見て、概ね高評価が得られたようである。 

「批評理論を用いて生活を取り巻く読解可能な諸表

象を解読する」という問題設定が、学生にとっては

新鮮だったのだろう。あわせて、考察対象や方法論

の選択を工夫したことが奏効し、参加学生の学習意

欲や知的関心を引きだすことができたように思う。

より多くの学生に「将来に有意義な授業」だと達成

感を与えられるよう努力を続けてゆきたい。 
２：今後の授業改善のための方策 
 文学理論の概説では抽象的説明に偏る部分があり、

一部の学生に「理解が及ばない」と思わせてしまっ

たようである。より分かりやすい説明が求められて

いるものと反省し、できる限り平易な解説を心がけ

たい。同時に、抽象度の高い議論にも馴染めるよう

段階的に訓練をしてゆく必要があろう。様々な面か

ら効果的なアプローチを模索してゆきたいと思う。 
 
 
◆哲学 
 
授業科目名：哲学思想演習 
担当教員名：竹内修身 
１：評価結果に関する感想・意見 
結果には一応満足している。 

２：今後の授業改善のための方策 
授業内容をよく理解してもらうために、テキスト

の背景についてもう少し詳しく説明しておくのがよ

いかもしれない。 
 
 

◆倫理学 
 
授業科目名：倫理学特論Ⅱ・倫理思想各論 
担当教員名：戸島貴代志 
１：評価結果に関する感想・意見 
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 良好な結果だと思う。 
２：今後の授業改善のための方策 
 予習・復習を促したい。 
 板書をきれいに書くようこころがけたい。 
 
 
授業科目名：倫理思想概論 
担当教員名：田口 茂 
１．評価結果に関する感想・意見 
 今年度は、できるだけ多くの学生が「理解した」

という感触をもてるよう、できるだけ丁寧にかみ砕

いて授業内容を解説するよう心がけた。授業進度や

難易度、情報量などは、ちょうどよかったようだ。

理解度に関しては、十分な感触を得られなかったが、

「面白い」「興味深い」という感想を多数いただいた

ので、自分で勉強するための入り口・手がかりには

なったと思われる。 
２．今後の授業改善のための方策 
 昨年度から、毎回質問用紙を配っているが、昨年

度はあまり活用できなかった。今後は授業の中でで

きるだけ多くの質問に答えながら、理解度を確かめ

ていきたい。 
 

 

◆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 
おおむね良好であった。 

２：今後の授業改善のための方策 
教科書的な説明にこだわらず、面白い 新の話題

を積極的に紹介していく。 
 
 
授業科目名：言語交流学演習 
担当教員名：後藤斉 
１：評価結果に関する感想・意見 
おおむね肯定的な評価と言えよう。 
授業内容の理解や学習目標の達成などに対する回

答として「どちらかといえばそう思う」が多かった

が、新しい言語分析手法を試してみる授業であった

ので、十分に高い評価であると思う。 

２：今後の授業改善のための方策 
これと同内容の授業を行う予定はないが、新しい

試みを行う際の参考にしたい。 
 
 
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 
おおむね高い評価であると考える。この授業には

理工系の内容が多く含まれるため、一部の学生には

親しみにくいのが通例であるが、回答から今年度は

授業内容の理解度が昨年度に比べて高くなっている

ことが示されており、授業の目的は達せられている

ものと思う。 
２：今後の授業改善のための方策 
内容からしてやむをえない面はあるが、身近な現

象への言及や学生の参加をさらに進めて、授業の理

解度や達成度を高めるための一層の工夫をしたい。 
 
 
◆国語学 

 
授業科目名：国語学基礎講読 
担当教員名：斎藤倫明 
１：評価結果に関する感想・意見 
初めて基礎講読を担当したので、学生がどう評価

するか気になったが、概ね好意的な評価で安心した。 
２：今後の授業改善のための方策 
辞書を引く時間がもったいないという意見があっ

たが、国語学において辞書を引くという作業は重要

であるので、その意義についてもう少し積極的に説

明したい。なお、特定の学生に辞書を引く役割が集

中しないように気をつけたい。 
 
 
授業科目名：国語学概論 
担当教員名：小林隆 
１：評価結果に関する感想・意見 
 将来に有意義な授業か、という問いかけに対して、

マイナス評価はなかったものの、感想が分かれたよ

うに見える。「方言学」という学問の意義について、

根本から考えるきかっけをもらった。 
２：今後の授業改善のための方策 
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 学習目標や成績評価の方法について、私個人とし

ては、明確に説明したつもりだが、学生の受け止め

方はかならずしもそうではなかったようである。大

まかな説明ではなく、より詳細・具体的な説明を心

がけるようにしたい。 
 
 
授業科目名：国語学講読・日本語変異論講読 
担当教員名：大木一夫 
１：評価結果に関する感想・意見 
 発表・課題の分量について、多すぎる、という意

見がある程度見られた。そのために、授業の進行速

度が遅すぎるという意見も出てきたのだと思われる。

扱ったテキストの性格を考えると、たしかにもう少

し各人の担当範囲が短くてもよかったかと思う。結

果的には、学習目標はおおむね達成されたのだが。 
２：今後の授業改善のための方策 
 扱うテキストが抱える問題点の量・質と、担当の

分担量の関係を慎重に見極めることを考えたい。 
 
 
授業科目名：日本文化研究演習 
担当教員名：高橋章則 
１：評価結果に関する感想・意見 
 大学院の科目ではあり、専攻とする研究分野に関

連する科目であるため、自己評価はおおむね良好で

ある。また、講義内容や難易度についての評価もお

おむね良好であるが、一部に内容が難しいとの評価

もあり、その点を考慮すべきである。 
２：今後の授業改善のための方策 
 本授業のめざす、将来に有意義であることを強調

すべく、学習の動機付けを一層強固にする講義法を

めざす。 
 
 
◆日本語教育 

 
授業科目名：日本語教育論講読 
担当教員名：才田いずみ 
１：評価結果に関する感想・意見 
 今回，ポートフォリオ作成を課題に課してみたと

ころ，発表・課題の難易度が「ちょうどよい」から

「やや難しい」に振れており，自由記述欄には「難

しかった」「厳しい」というコメントもあって，ワー

クロードがやや多かった様子であった。提出された

ポートフォリオに付して返したコメントを見てから

の授業評価ではないので，このデータだけでは課題

設定について，受講者がどう考えたかは判断できな

い（返却後に大変勉強になった旨のコメントをくれ

た受講者もあった）が，読んだものの難易度から考

えて，比較的バランスが取れていたのではないかと

思う。 
２：今後の授業改善のための方策 
 講読に用いるリソースの難易度とのバランスを考

えながら，受講者全員に十分な予習・復習を促すよ

うな課題を設定したい。 
 
 
授業科目名：日本語教育学実習 
担当教員名：才田いずみ 
１：評価結果に関する感想・意見 
 実際に夜間に日本語を教える授業を運営する活動

をともなう授業なので，負担が大きく大変であるが，

ごく一部を除き，ほとんどの受講者が意欲的に取り

組んでいたので，実態を反映した評価であると思う。

自由記述欄に，「有意義」，「大変だったけれども楽し

かった」というコメントも多くあったが，「2単位に

しては，実習，レポート，報告書作成など負担が大

きい」というコメントもあり，これは正直な感想で

あろう。 
２：今後の授業改善のための方策 
 単位に見合った負担へと軽減を図るため教壇実習

を減らすことは，専修の性格から言って望ましくな

い。通常の講義よりもむしろ予習・復習の必要性が

大きく負担の重い実習であることから，単位の見直

しをすることができないか，専修内で検討した上で，

学務教育室に相談することを考えてもよいかと思う。 
 
 
授業科目名：現代日本論講読 
担当教員名：鈴木淳子 
１：評価結果に関する感想・意見 
 教師によるテーマに関する全般的な説明の後，学

生たちの発表というスタイルの講義であったが，全

般的によい評価を得られた．授業への感想の大半が

「おもしろい」，「（将来に）役立つ」「やりがいがあ
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る」であったことから，講義の一応の目標は達成で

きたと思われる．しかし，課題のむずかしさにやや

問題が残った． 
２：今後の授業改善のための方策 
 テキスト内容の理解向上のため，さまざまな関連

情報とその説明を教師側からさらに提供したい． 
 
 
授業科目名：日本語教育論実習Ⅱ 
担当教員名：名嶋義直 
１：評価結果に関する感想・意見 
１）課題の説明が口頭のみ。できれば板書かもう

少し簡潔に説明してほしい 
２）学会参加やセミナー参加があるので，授業は

金曜日以外がよかった 
３）いい経験になった 
４）授業の内容はとてもよく，今後も役立つだろ

うと思われる。 
２：今後の授業改善のための方策 
上記１）と２）については改善を検討する必要が

あると思われる。 
１）について：必要に応じて板書する 
２）この意見を受けてではないが，諸般の理由に

より今期から授業を月曜日に開講している。当研究

室では月曜日も授業が多いので受講生の負担になっ

ているおそれもある。今期の意見を参考にして改善

が必要であれば考えていきたい。 
 
 
授業科目名：現代日本論演習 
担当教員名：田中重人 
１：評価結果に関する感想・意見 
授業の情報量が多すぎるとの意見があるが、これ

は授業の目標から考えて現在以上には減らせない。

授業中の説明や板書に関する意見は、校舎改修工事

の関係で、当初使用予定であったコンピュータ実習

室が使えなかったことにより、プロジェクタ使用を

前提として作成していた資料がうまく使えなかった

り、コンピュータを用いた実習の効率がわるかった

ことによるかもしれない。 
２：今後の授業改善のための方策 
特になし 

 

 
◆日本史 

 
授業科目名：日本史基礎講読 
担当教員：今泉隆雄 
１：評価結果に関する感想・意見 

Q14・15について「そう思う」「どちらともいえな

い」の評価が相半ばしている点は、やや問題である。 
２：今後の授業改善のための方策 
この授業は2年生が初めて専門的な史料に取り組

む授業なので、上記のような評価が出るのはある程

度やむを得ないが、専門の基礎となる授業なので、

質問を受けることを多くするなどして、理解できる

ように丁寧に説明したい。 
 
 
授業科目名：日本史演習（水曜日） 
担当教員名：大藤修 
１：評価結果に関する感想・意見 
近世史で卒論を作成する学生を大学院生向けの演

習に参加させ、院生の発表を聞かせながら研究方法

を学ばせることを目的としているが、評価は概ね高

く、参考になったようである。 
２：今後の授業改善のための方策 
今後とも近世史で卒業論文・卒業研究を行う学生

は大学院生の演習に出させて学ばせる。 
 
 
授業科目名：日本古代・中世史特論Ⅳ 
担当教員名：柳原敏昭 
１：評価結果に関する感想・意見 
 一層活発な議論が行えるよう、事前準備をお願い

します。 
２：今後の授業改善のための方策 
 報告者が事前に参考文献を示すことにするなど、

議論を活性化させるための工夫をします。 
 
 
授業科目名：日本古代・中世史研究演習Ⅷ 
担当教員名：柳原敏昭 
１：評価結果に関する感想・意見 
 この時間は、受講者の発表の充実度によって、内

容が左右されます。より高度な報告をお願いします。  
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２：今後の授業改善のための方策 
 とくに問題がないようですので、今後もこの線で

行います。  
 
 
授業科目名：日本近世・近代史特論Ⅱ 
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 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。前期と比較して、ほ

ぼ全員が内容を理解できるようになり、学習目標を

達成できたと感じるようになった。このように理解

度が高まったのは、やはりスタイルに慣れたという

ことが大きいとともに、前期の反省をふまえて、積

極的に発言を促したことが大きいと思われる。 
２：今後の授業改善のための方策 
前期の反省をふまえて、論文の評価についての議

論を活発化させたことが、結果として多くの院生の

理解を深めた点に注意したい。今後も、討論が活発

になるような工夫を考えていきたい。  
 
 
◆考古学 

 
授業科目名：資料基礎論各論 
担当教員名：阿子島香 
１：評価結果に関する感想・意見 
今年は受講者が少数でしたので、聴く方も大変だ

ったと思いますが、パソコン画面で具体的に石器使

用痕を見ながら説明するなどの授業も可能でした。

感想「おもしろい」ことは何よりで、学問の原点で

あると思います。 
２：今後の授業改善のための方策 
専門的な特定分野の話も、考古学全体に通じると

言うことの意味がよくわかるような説明に努力した

いと思います。 
 
 
授業科目名：考古学実習 
担当教員名：阿子島香・柳田俊雄 
１：評価結果に関する感想・意見 
今年は受講者が少数でしたので、実習で発掘現場

に行くなどフレキシブルに進めることもありました。

写真撮影実習などは、マンツーマンで十分にやれた

と思います。評価結果にあるように、今後も積極的

に取り組んでください。 
２：今後の授業改善のための方策 
実際の研究現場を経験できるような、またその準

備になるような、本格的な実習の設定を続けて行き

たいと思います。他専修の学芸員資格希望者諸君も、

考古学基礎実習から始めて段階的に進むことの意味

を理解されるよう望みます。 
 
 
◆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。ただ、この授業を一言で表現せよという質問

や自由に記述する欄などをみると、厳しい意見もあ

る。 
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、

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 
授業の予習復習にも意欲的にとりくんでもらえ、

また内容に関してもおおむね良好な評価であり、安

心した。文献講読の授業であるが、学部生にとって

はやや難しいものである。それでも、授業中に受け

る印象からすれば、事前にみんなで協力して下調べ

等を行い、 よく頑張っていると考える。このことは

アンケートに見える学生自身の自己評価とも一致し

ている。一つには、博士課程の学生が授業に参加し

ており、学部生の予習に日常的に指針を示している

ことが、学部生にも良い方向に働いているのであろ

う。全体としていい方向で授業ができていると感じ

た。 
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２：今後の授業改善のための方策 
アンケートによる限り、現状にさほど問題はない。

一層、配布物の作成や事前準備を周到に行い、生徒

の意欲を高めたいと思う。 
 

 

◆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 
１：評価結果に関する感想・意見 
評価項目について、「どちらともいえない」という

評価は講義担当者としても判断に迷うところである。   

このような中間的判断が多かったこと自体が反省点

かもしれない。 
 板書の評価が低くなっている。 
２：今後の授業改善のための方策 
板書はあくまで、口頭説明内容を補完するために

書いているにすぎないので、その点をあらかじめ了

解させた上で進めることとしたい。 
 
 
授業科目名：ヨーロッパ史各論 
担当教員名：有光秀行 
１：評価結果に関する感想・意見 
まずまずよい評価だったと思います。 

２：今後の授業改善のための方策 
英文のテキストを用いたが、出席者の理解度の自

己評価にばらつきがあるようなので、次回このよう

なテキストを利用する場合は、進度と説明の精度に

いっそう意を用いたい。 
 
 
◆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 
 本授業では、スライド使用がキーポイントである

ため、資料の効果がどのように評価されるがひとつ

の指針となる。その点、ほとんどが高評価としてい

るのは教員側の意図がある程度伝わったとみなした

い。 

２：今後の授業改善のための方策 
 受講生が受け身になりすぎないように、配布資料

はもう少し簡便なものとし、板書などを通じて授業

中の学生の作業量を増やすことを考えるほうがいい

ようである。 
 
 
授業科目名：東洋・日本美術史各論 
担当教員名：長岡龍作 
１：評価結果に関する感想・意見 
授業内容と方法については、概ね良好な回答を貰

っているが、それに較べて「授業内容をよく理解で

きた」との回答にやや不足感のあるのが気になった。

わかりやすい授業を心がけているつもりだが、そこ

になお改善の余地があることに気付かされた。授業

では、文字資料と画像資料をともに提示して、宗教

思想を「視覚化すること」を歴史的に説明しようと

しているが、価値観の相違する現代人にはわかりに

くいそのような世界観をどのように伝えるか、とい

う点になお工夫の余地があると感じた。 
２：今後の授業改善のための方策 
仏教、ならびにそれと習合した他の思想の基礎的

な考え方を、一次資料を提示した上で、わかりやす

く伝え、その上で、画像資料をより多用して、宗教

的な世界観の視覚化という問題に、学生の関心を導

き、理解を深めるよう務めたい。 
 
 
授業科目名：東洋・日本美術史概論 
担当教員名：長岡龍作 
１：評価結果に関する感想・意見 
内容と方法については、概ね良好な回答を貰って

いる印象だが、それに較べて「授業内容をよく理解

できた」にやや不足感があり、また理解できない趣

旨の回答があったのも気になった。日本あるいは東

洋の視覚文化を理解するための基本的な考え方を、

なるべくわかりやすく伝えるよう心がけているつも

りだが、そのためには宗教的な世界観を理解しなけ

ればならず、それを初学者に対してどのように伝え

るのかという点に改善の余地があると感じた。 
２：今後の授業改善のための方策 
日本あるいは東洋の視覚文化を理解するための基

本的な考え方を伝えるため、西洋あるいは現代の、
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学生の関心を導く事例をも引き合いに出しつつ、画

像資料の提示の仕方を工夫して、理解を深めるよう

務めたい。日本・東洋の視覚文化を貫く、基礎的な

思想に関心を向けるよう務めたい。 
 
 

◆美学・西洋美術史 
 
授業科目名：西洋美術史演習Ⅰ 
担当教員名：尾崎彰宏 
１：評価結果に関する感想・意見 
演習ではあらかじめわかっていることを伝えてい

るわけではない。わからないことから何かをひきだ

せないかと学生自身に考えさせようと悪戦苦闘して

いるわけで、ときには混沌とした段階で時間切れと

もなる。自分で資料を探し出し、新たな視点から考

察できるようになればよい。 
２：今後の授業改善のための方策 
この水準をさらに高めるように努める。 

 
授業科目名：美学・西洋美術史演習 
担当教員名：芳賀京子 
１：評価結果に関する感想・意見 
将来に有意義と考える学生が多かったことを嬉し

く思う。学習目標を達成できたと感じた学生が少な

いのは、語学の壁にぶつかり必要な論文が読めない、

という思いをした者が多かったためだろうか。早い

うちに英語以外の語学の必要性を痛感するのも、こ

の演習の目的の１つであるため、それはそれで有益

だろう。 
２：今後の授業改善のための方策 
グループでの発表を取り入れたが、熱心な学生ほ

ど不満がつのるようなので、今後は１人ずつの発表

にしようと思う。学生の発表の仕方も指導するよう

にしたい。 
 
 
◆社会学 
 
授業科目名：社会学実習 
担当教員名：正村俊之 
１：評価結果に関する感想・意見 
全体として良好な評価が得られたが、調査に取り

かかる時期を早めてほしいという要望が出された。

昨年度も例年と同じ時期から調査を始めたのだが、

結果的に時間が足りなくなったことは否めない。 
２：今後の授業改善のための方策 
  調査の時期を早めたいと考えている。 
 
 
授業科目名：社会学基礎演習 
担当教員名：永井彰 
 １：評価結果に関する感想・意見 
意欲的に取り組んだ、予習復習をきちんとやった、

講義概要に沿った授業であったなどの項目はおおむ

ね肯定的であったが、説明がわかりやすいかどうか

という項目についてはどちらともいえないを中心に

分布していた。文法的にも内容的にもきちんと解説

したつもりだったので、意外な結果であった。 
２：今後の授業改善のための方策 
より分かりやすい解説を工夫したい。また教員の

側から一方的に解説するだけでなく、本当に理解で

きたかどうか、再度質問して答えさせて理解を確認

するなどフィードバックの方法を工夫したい。 
 
 
授業科目名：社会学演習 
担当教員名：下夷美幸 
１：評価結果に関する感想・意見 
 進行度、発表・課題の難易度についてはちょうど

良いという回答が多かったが、発表や課題の分量に

ついては、多すぎるという意見が多かった。英文テ

キストの予習の負担が重かったものと思われる。他

方、授業内容へ興味、有意義、については、そう思

うと回答する受講生が多かったことから、負担感と

達成感のバランスをとることの難しさを痛感した。 
２：今後の授業改善のための方策 
 専門の演習科目ということで、ある程度のレベル

の文献を一定量よみこむことを課すことになるが、

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。 
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◆行動科学 

 
授業科目名：行動科学概論 
担当教員名：原純輔 
 試験結果からみるかぎりでは、授業内容はかなり

的確に把握されていた。しかし、行動科学概論（前

期）や人文統計学（後期）との重複が多いと感じて

いるようである。これらの授業との差別化を図りつ

つ、繰り返しの効果も上げて行くことが必要である。 
 
 
授業科目名：行動科学各論 
担当教員名：佐藤嘉倫 
１：評価結果に関する感想・意見 
 おおむね好評だったが、授業の情報量が「どちら

かといえば多い」がかなりいた。 
２：今後の授業改善のための方策 
 どの程度の情報量が適当かを検討して、授業で取

り上げるトピックを取捨選択する。 
 
 
授業科目名：計量行動科学研究演習 
担当教員名：木村邦博 
１：評価結果に関する感想・意見 
 受講生にとってはこれまで学んだことがない「新

しい」内容（特に認知科学に関することなど）が含

まれていたため、戸惑いや苦労を感じた人もいるよ

うである。しかし、現代において、認知科学の基礎

知識は、行動科学的研究を行うにあたって必須のも

のであり、むしろ大学院レベルの学生がそれを学ん

でいないということの方が問題であると思う。（実際、

授業の第1回目に、認知科学の基本図書を紹介して

読むように勧めている。） 
２：今後の授業改善のための方策 
 この授業は、専門社会調査士の資格認定科目にも

なっており、大幅に内容を変更することが難しい。

その上で、上記のような大学院生の知識不足という

問題に対応するためには、場合によっては第2回目

の授業あたりで、認知科学の基礎知識に関する簡単

な説明を行うことなどが考えられる。（ただし、この

案では、大学院生をますます受け身的な姿勢にする

ことになるという問題もある。） 
 

◆心理学 

 
授業科目名：社会心理学各論 
担当教員名：大渕憲一 
１：評価結果に関する感想・意見 
 教員の授業に関する悪い評価はほとんどなかった。

唯一、Q8「資料等が効果的に利用された」に対して

「どちらともいえない」に74％の回答が集まったこ

とで（他はすべて肯定的）、これは教科書を使ったせ

いと思われ、実際、Q9「教科書が効果的に利用され

た」に対しては 79％の回答が肯定的なものだった。

コメントも「興味深い」「おもしろい」「分かりやす

い」「ためになる」といった肯定的なものばかりだっ

た。 
２：今後の授業改善のための方策 
 幸い、ほぼ肯定的な評価が得られたので、現在の

所、特別、改善の必要はないと考えている。ただ、

以前から思っていたが、Q2「予習復習をきちんとや

った」という項目で肯定的な回答は26％と少なかっ

た。各論は基本的に講義中心なので難しいが、予習・

復習を課するようなやり方も検討してみたい。 
 
 
授業科目名：社会心理学演習 
担当教員名：大渕憲一 
１：評価結果に関する感想・意見 
 ほとんど肯定的評価だったが、Q15「授業内容を

よく理解できた」という項目で「どちらとも言えな

い」の回答が 53％だった（他はすべて肯定的）。例

年に比べて教材が難しかったとは思わないが、次年

度が、説明をもう少し詳しくするよう気をつけた。

コメントも「興味深い」といった肯定的なものとと

もに、「難しい」とか「厳しい」といったものもあっ

た。 
２：今後の授業改善のための方策 
 上で述べたように、次年度は説明を少し丁寧にす

るよう心がけたい。また、「難しい」とか「厳しい」

というコメントに対して、すぐに授業の仕方を変え

ることまで考える必要はないと思うが、しばらく学

生たちの様子を見てみたい。 
 
 
 



 16

授業科目名：心理学研究演習Ⅳ 
担当教員名：阿部恒之 
１：評価結果に関する感想・意見 

M1 のみの少人数の授業であり、じっくり討議で

きる点に満足している様子が伺えた。 
２：今後の授業改善のための方策 
今回はこちらからの話題提供と討議のバランスが

良かったようなので、今後もこれを参考にしたい。 
 
 
授業科目名：社会心理学基礎講読 
担当教員名：辻本昌弘 
１：評価結果に関する感想・意見 
否定的な評価がほとんどなく、学生から肯定的に

評価されていた。ただし、毎回の講義で２名が発表

するという形式のため、自分の発表がない時に予習

復習が十分に行えなかったようである。 
２：今後の授業改善のための方策 
毎回の講義について、すべての学生が予習復習を

するような工夫を検討する。 
 

 

◆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 
１：評価結果に関する感想・意見 
全体的に無難な評価を受けたと感じる。ただ、板

書についての批判は例年のことながら、反省してお

ります。 
２：今後の授業改善のための方策 
板書をもっと丁寧に、より多く、という批判につ

いては、できるだけ気をつけるようにしているが、

長年の習慣というものはなかなか直しにくい。板書

するのはキーワードだけだということを授業中に説

明を繰り返すことで対処したい。 
 
 

◆宗教学 

 
授業科目名：宗教学演習 
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と思いますが、感

想を読むかぎり、授業の意義を皆さん理解してい

たようで安心しました。 
・＜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、これまでの経験で、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

あったが、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 
・実施してみて大きな問題点があるというより、非

常に有益な授業であると考えている。 
・前期には、一人「興味が持てない」「有意義でない」

とする学生がいた点、この授業に対するこちらの

意図を理解してもらうよう働きかけた結果、理解

してもらえた。 
 
 
授業科目名：宗教学講読 
担当教員名：木村敏明 
１：評価結果に関する感想・意見 
授業内容に興味を持てた学生が多かった反面、よ

く理解ができたという学生が少なかった。発表の内

容を学生に選ばせたからだと思うが、このような場

合は発表者以外の学生へのフォローが必要だと思っ

た。 
２：今後の授業改善のための方策 
発表者のレジュメなどについて、教員が事前に目

を通す必要がある。 
 
 
授業科目名：人文社会序論 
担当教員名：山田 仁史 
１：評価結果に関する感想・意見 
関心を持つ人と持たない人に二分されたようであ

る。 
２：今後の授業改善のための方策 
全員にとって興味の持てるような授業というのは

難しいと思うが、参加意識を高める工夫（グループ

ワークの採用など）をもう少し試みてもよいかもし
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れない。 
 
 

◆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 
２００７年度後期は文学部改修工事に伴い経済学

部のコンピュータ室を使わせていただきました。パ

スワードの利用、プロジェクターが常設ではない、

コンピュータ室は一般利用者に常に解放されている、

などの理由から教える側、受講生にとってストレス

の強い環境での授業となりました。そこで課題の負

担を軽くする、文献のデータを教材として用い、授

業に興味を持たせるということに重点を置いてテキ

ストを書き直しました。アンケートによれば授業の

進行がちょうどよい、興味をもったという回答が多

く見られたので、結果に満足しています。これから

も臨機応変に興味のもてる授業作りをしていきたい

と思います。 
２．今後の授業改善のための方策 
今回の評価にあったようにちょうどよい難易度、

課題の分量を目指し、結果としてなんとなく満足感

の味わえる授業にしていきたいと思います。 
 
 
授業科目名：英語演習 
担当教員名：横内一雄 
１．評価結果に関する感想・意見 
昨年度は前期のこの授業に対するアンケート結果

を踏まえ、後期には次の点に配慮して授業に臨んだ。

（１）授業の目的を明確にすること。多様な文体の

英文テクストを読む、という目標を立てて、毎回前

回と正反対の文体のテクストを選んだ。（２）授業速

度のスロー化。難解な箇所については、時間を費や

し、また補助プリントを用いることで、授業進行に

メリハリをつけた。――その結果、これらの点に関

しては評価も改善した様子である。授業担当者とし

ては、授業速度の設定がもっとも気になるところで

あったので、速度についておおむね評価が得られた

のは良かった。また、それに合わせて予習状況も改

善したように思われる。ただ、授業スピードを落と

したことで、情報量の少なさを指摘した学生が一名

いた。これは難しい問題で、ある程度快速にテクス

トを読み進めることと、その都度ごとに情報を提供

することは両立しがたい。うまくバランスをとるこ

とが求められる。また、授業内容に興味を持てなか

った学生が若干いたが、これについてはテクストの

選定によりいっそうの工夫が求められよう。 
２．今後の授業改善のための方策 
 評価の低い項目を見てみると、まず「授業内容の

整理」であるが、これは学生の発表を受けてのやり

取りを中心に進めるため、あらかじめ整理した内容

を話すというのは難しい。ただ、扱うテクストによ

ってはいくつかの要所が予想できるので、それらの

部分については事前にヒントを出すなりして、手際

よく説明できるようにしたい。次に「授業内容への

興味」であるが、これは扱うテクストの選定に十分

に気を配って改善したい。ちなみに今年度はテクス

トの選定を一つの時代に限定することで、毎週の授

業内容に一貫性を持たせるように工夫している。あ

と「学習目標の達成」に関しては、これまで以上に

初に目標を明確に示すことで、学生にいま何をや

っているかの自覚を促すように仕向けていきたい。 
 
 
授業科目名：高等英文解釈法 
担当教員名：橋本二郎 
１ 評価結果に関する感想・意見 
「授業の進行速度がちょうどよい」という評価は

多いが、それに比して「授業の情報量が少ない」、と

いう評価もけっこうあるので、進行速度はあまり変

えずに情報量を増やす工夫が必要かと思う。 
２ 今後の授業改善のための方策 
学習目標をもっと明確にした上で授業の情報量を

増やすように教材選定をしたい。板書がわかりにく

かったようなので、意識して大きくはっきり書くよ

うにしたい。 
 
 
授業科目名：書道 
担当教員名：加藤豊仭 
１．評価結果に関する感想・意見 
 一言での評価、自由記述を見る限り、こちらのね

らい（楽しい書道、しかも書の基礎・基本を学ぶ）
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通りの意見が多く、「ホッ」としています。 
２．今後の授業改善のための方策 
 板書をもっと適確に使いたいと思います。 
 
 
授業科目名：地理歴史科教育法Ⅰ 
担当教員名：吉田剛 
１．評価結果に関する感想・意見 
予想以上に良い評価をして頂き，学生たちに感謝

している。 
２．今後の授業改善のための方策 
学校現場に直結し，十分に役立つ講義を提供した

い。そのために，より具体的な指導法について講義

していきたい。 
 
 
 
 


