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総評に代えて 

学長 宗和太郎 

全学平均値を見れば、５段階評価でどの項目も４点台後半、四捨五入すれば５

である。この１０年間本学は非常に高い水準で、これ以上向上を考えても無意味

だと昨年の総評に記した。ところが、あり得ないと思えた６つの項目で今年更に

ポイントが上がったのである。 

昨年度より高くなった項目を挙げれば、 

「シラバス・授業科目内容の授業目標は達成された。」4.7（昨年 4.5） 

「この授業を受講してよかった。」4.8（昨年 4.7） 

「先生は、学生が理解できるよう授業に周到な準備をし、授業方法を工夫していた。」4.7 

（昨年 4.6） 

「授業の重要なポイントが明確で、わかりやすかった。」4.7（昨年 4.6） 

「授業の内容は興味深く、気づかされたり、考えさせられることが多かった」4.7（昨年 4.6） 

「先生は授業の学習目標をわかりやすく、はっきり示していた。」4.7（昨年 4.6） 

先生方の研鑽と研究授業、授業研究会の積み重ねの成果であり、誇りにした

い。 

しかし教育機関として真に求められるのは、学生からの良好な感想を得るこ

とよりも、DP が目指す学習成果に向けて学生の学習を最大化・最適化し、社会



で活躍できる人材として、また自律的生涯学習者として育てて社会に送り出す

ことである。 

昨年度より学生と教員の授業改善の協議会も立ち上がり、意義ある話し合い

が行われるようになった。また教育の質保証のためのアセスメントポリシー並

びに IR 推進室による各種データ収集と検証も軌道に乗りつつある。教学のマネ

ジメント機能を向上させていきたい。 

昨年も記したことであるが、学生の授業への取組みを積極的にするために、再

度いくつか指摘したい。 

①目指すものを常に意識させたい

学習は楽しいとは限らない。負荷が人間を鍛えるし、人間的成長に失敗やつま

ずきから学ぶことは欠かせない。 

教師は学期始めに授業の目標や意義、方針について説明し、授業を開始する。

一度だけの説明は忘れてしまうものである。学生にしてみれば、なぜこんなこと

をやらされているのか分からず、「やる意味がない」と早合点することも起きて

くる。面倒でも丁寧に、毎回の授業の意義・目標は受講者に分かるように説明し

たい。教師もそのことで授業の意義をいつも意識するようになるだろう。 



②楽しければ苦に思わない

楽しいからやる、それが遊びである。授業に遊びを取り入れると、面倒がられ

ることが楽しんでやれるようになる。テレビ番組などを参考にゲーム化にする。

あるいは遊びにある表現・受容・創造のプロセスが生まれるようにする。などが

考えられる。 

③反応があると、張り合いが持てる

自分が何かをしたことへの反響、応答、評価があれば、それを楽しみに取り組

む張り合いができる。協同学習を取り入れ先生のコメント、クラスメイトの反応

が返る仕組みを作ってはどうだろう。 

④向上・上達が感じられると、積極的になれる

90 分の中で、思い違いに気づく、謎が解ける、できなかったことができる、

意識が変わるがあると、それ自体が面白く（自己実現の欲求）、やる気がでる。 

⑤使命（責任）感があると、苦を乗り越えられる

目の前に楽しさがなくても、今していることが将来の大きな目的・使命につな

がっていることが自覚できると、苦しいことも乗り越えられる。例えば、社会に

出て仕事をするときに、これを知らないと役立たない。これができれば、人が喜



んでくれる。などが見通せれば、頑張る気になれる。 

自分の学習が大きな社会とつながるとき、学習は自己のためではなく、人のた

め、社会のためという大きな根っこを持つことになる。使命感だけで学習を自律

的な生涯学習者へ導くのは難しいだろうが、①②③④と併せて学習動機を育て

たい。 



授業評価の部 

  資料 

全学平均   
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保１ 4.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.8 4.8 4.7 4.8
保２ 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7
福専 4.7 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9
現１ 4.6 4.6 4.6 4.5 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6
現２ 4.5 4.5 4.6 4.5 4.6 4.7 4.6 4.6 4.4 4.6
一般 4.6 4.8 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8

2019年度　 平均 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.8 4.7 4.7

2018年度 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.8 4.7 4.7 4.5 4.6
2017年度 4.5 4.5 4.6 4.5 4.6 4.7 4.6 4.6 4.5 4.6
2016年度 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6
2015年度 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6
2014年度 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6
2013年度 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6
2012年度 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6
2011年度 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6
2010年度 4.5 4.6 4.6 4.5 － 4.8 － 4.7 4.6 4.6
2009年度 4.5 4.6 4.6 4.5 － 4.8 － 4.7 4.6 4.6
2008年度 4.6 4.6 4.6 4.6 － 4.7 － 4.7 4.7 4.6
2007年度 4.5 4.6 4.6 4.5 － 4.7 － 4.7 4.6 4.6

設問項目

※注　　問５，問７については、2011年度に新設した項目であるため、2010年度以前の得点は表示しない。
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授業科目名 あそびと音楽Ⅰ 授業対象 保１ 

授業担当者名 東 真美子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・実習や保育現場で使えそうな手遊び歌を学べた。

・映像や実際にやってみることを通してたくさんの経験ができたこと。

・皆の前で発表できて、自信を持って実習でできたこと。

・手や身体を使って音楽を楽しむ方法がよくわかってとても勉強になった。

・知らなかった手遊び歌のバージョンを身に付けることができたこと。

・必ず前回の復習もふまえて授業をしていたので、復習と新しいことを同時進行していた

ところが良かったと思う。 

・いろいろな楽譜を使っていろいろな演奏をすることができて良かった。

・グループ活動が多くて楽しめた。

・先生がとてもわかりやすく丁寧に教えてくれて楽しい授業だった。

・先生が楽しく活動を行ってくれるので、楽しくすることができる。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・手遊び歌の発表をスマホで撮ってほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・とても楽しく集中して取り組めました。ありがとうございました。

・試験はとても緊張したが、改善点がたくさん見つかったり、友達のアイデアを吸収できた

りして、自分にとってためになった。 

・毎回、手遊び歌を覚えることで、楽しく感じた。

・とても楽しく、あっという間に時間が過ぎていった。

・楽器などを使ってその名前を知ったり、手遊び歌の工夫する点などを教えてもらったり

して実践することができた。 

・この授業を通して、子どもと一緒に遊びをするときの注意点や、実践を通して気づかされ

たことが多くあり、とても貴重な体験をしたと思った。 

・表現が苦手なので、もっと表現できるようにしていきたい。

・発表はすごく緊張するが、実践に近くてよい体験になる。

・大きな動き、大きな声で取り組めた。

担当教員のコメント 

 「あそびと音楽Ⅰ」では、まず、人前で歌うことや手遊び歌をすることが苦手な学生を無く

そうと、楽しく取り組みやすい雰囲気作りを大切にした。最後に全員、発表をしっかり行えた

ので、その成果がでていたと思う。要望にあるように、今後は、ＳＮＳを利用したフィードバ

ックも検討していきたい。 
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授業科目名  あそびと言葉               授業対象  保育科 1 年 

授業担当者名 久松 尚美  

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・全員がみんなの前で実践できる経験ができるので良いと思った。 

・絵本の読み聞かせの仕方が実習で役に立った。 

・実践的な教科だったので、とてもためになった。 

・みんなの前で用意してきたものを発表できる機会がたくさんあったので、とても良かった。

みんなの発表を見ることも楽しかったし、想像力が広がった。 

・実習にて役立つことや、使える内容がたくさんあった。 

・1人での絵本の読み聞かせは、保育所見学実習で役立った。 

・みんなの前でグループ発表することが多かったので、協力することなど学ぶことができた。 

・クラス内で発表し合うことで、学ぶことも多く、これからに生かせると思う。 

・他のグループの発表から学ぶことができた。 

・先生がとても優しくて教えてもらうのがとても楽しかった。 

・グループで協力し、一つのことを練習して発表できた。 

・とても楽しく、クラスメイトとも仲良くなった。 

・自分に自信をつけることができた。 

・絵本や紙芝居、エプロンシアター、ペープサートの表現の仕方がよくわかり、どんどん上

達するのが時間できるくらい、たくさん工夫するポイントを教えてもらえて良かった。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・もっと練習時間が欲しかった。 

・もう少し時間があったら良い。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・絵本からペープサートまで、とても楽しく、実践してためになった。 

・読み聞かせのポイントなどを知ることができて良かった。 

・人前に出るのはすごく恥ずかしく緊張したが、班のみんなと一緒だったので、安心して発

表できた。とても楽しかった。 

・たくさん色々な経験をさせてもらったので、とても良かった。 

・読み聞かせなど、工夫し発表できた。 

・緊張したが、頑張って取り組んだ。 

・みんなの発表の工夫点を取り入れることができた。 

・とても楽しく受けることができ、他の人の工夫などを見て、これから自分も参考にしてい

きたいことがたくさんあった。 

担当教員のコメント 

 1 年次前期に開講されている演習科目であり、6 月の保育所見学実習に向け、基本を踏ま

えて実践できるよう、保育技術の習得を目指している。グループで協力して取り組む内容も

盛り込みながら、広い視野で学びを深めることができるよう工夫した。  
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授業科目名 教育課程論 授業対象 保育科１Ａ １Ｂ １Ｃ １Ｄ １Ｅ １Ｆ 

授業担当者名  有嶋 誠 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・大切なところを詳しく説明してくれたり、わかり易いように示してくれたりしてとてもよかったです。 

・保育指針等の中身をしっかりと理解することができた。保育日誌の書き方も学べてよかった。

・理解できないところがあったら、みんなに詳しく説明してくれた。

・ちょうど良いペースで授業が進み、先生が優しい。

・保育現場の子どもの成長をＤＶＤで見ることができ体験実習に役立った。

・保育指針を写す宿題や実習で得た内容を黒板に書く等して、みんなにシェアできたのは良かった。

・将来保育士になるための知識を深く学べることができました。先生の教え方がわかりやすかったです。

そして先生の声は大きくて聞き取りやすかったです。 

・毎回毎回、小テストがあり、復習することができた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・３限目の授業は、昼食を食べた後なのでとても眠かったです。

・眠くてしかたのないときがあったので何とかしてほしい。

・特にありません。

・スクリーンを代えるスピードが速い時があった、もう少しじっくりと見せてほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・パワーポイントを使い、わかりやすくまとめていた。

・授業が楽しく感じました。

・保育に関するたくさんの知識を知ったのでこの授業を受けてよかったです。

・保育日誌や保育士同案を写すことができて、実習で役立つと思う、

・分かりやすい授業でよかったです。

担当教員のコメント 

  教育課程論の授業は、知識や理解に関する内容が多く、学生の集中力をどのようにして

途切れさせないか工夫しました。グループでの話合いや実習で得た内容を黒板に全員書か

せたりしました。スクリーンのスピードが速いという意見がありましたので、もう少しじ

っくりと時間を欠けたいと考えます。 

  なお、今年度は、２年生の幼稚園実習後にも授業もあったので、実際の実習記録簿を見せ

て、保育日誌の書き方や保育指導案の書き方も指導しました。 
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授業科目名 あそびと音楽Ⅱ  授業対象 保・１CEF 

授業担当者名 後藤祐子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・アドバイスや、工夫のやり方を的確に教えてくれた点

・グループでの発表やペープサートなどをする事で、保育現場でのイメージや実践への自信を持てた

・グループでパネルシアターや、ペープサートの本格的な授業を学習できた点。

・さまざまな楽器を使って練習したり発表したりする場面が多くあった点

・みんなの前で保育をしたり手遊びをすることで意識が高まった

・子どもとの興味を持たせるためにどうしたら良いかを知ることが出来た！

・各場面でポイントも教えてくださり、実践しやすかった。

・子どもたちに視覚教材を使ってどう演じていくとか等様々なことを学べる！

・みんなの前で発表することにより、緊張することも少なくなり、堂々と出来るようになった。"

・手遊びをするときの導入のもっていき方や自分の知らなかった手遊び、歌を知ることができたこと。

・発表などを踏まえた上でこうするといいなどの的確なアドバイスが沢山あった点

・様々な手遊びをしたり、音楽をつけて自分達で作ったりと楽しくできた

・グループごとに活動したり発表したりして人の前に立つことに慣れてきた

・手遊びでは、どうやってすると良いというアドバイスを明確に毎回して下さり学ぶものが多かったです。 

・コードは全くわからない状態だったけど 1から丁寧に教えて下さり理解することができました。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・班での発表の練習の際に、先生がすべて流れを決めてしまっていることもあるため、もう少し自分たち

の決めたものを使いたい。それを見てアドバイスをしていただきたい。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・発表のための準備もしっかりできました。とても楽しかった

・発表までにグループで話し合いをして準備できた。

・授業も積極的に取り組み、発表の練習・準備に時間をかけたり、学友と協力することもできた。

・1時間 1時間楽しく受講できて、保育士になるために大事な音楽分野を学べて良かったです！

・クラスのメンバーと楽しく授業が出来たのでよかったです。

・手遊びとかグループで活動する際に、楽しく、友達と協力したりしてとてもいい経験が出来ました。

担当教員のコメント 

 前期「あそびと音楽Ⅰ」では手遊びや歌遊びのレパートリーを増やすことに重点をおいていたが、後期

はより実践的な内容となり、グループでの子どもの音楽を使った遊びの実践やコード伴奏について取り組

んだが、学生たちはしっかりと実践力を身につけられたと思う。図画工作で製作したパネルシアターを授

業内で使用することができ学生にとってもよかったと思う。次年度も続けて連携した取り組みを行いたい

と思う。 
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授業科目名  あそびと音楽Ⅱ          授業対象 保育科 1年 A B クラス 

授業担当者名 三宅 浩子 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・将来保育士として大切な基礎を学ぶ方が出来たところです。 

・ピアノの基礎から応用まで様々な表現を学べる 

・音楽についてや人として身につけることなどたくさんのことを学ぶことができた 

・厳しいとこは厳しく、楽しいとこは楽しくメリハリがある授業で受けやすかった。 

・手遊び、歌遊び、ピアノのレパートリーを増やすと共に、音楽の面白さや子どもの立場に 

なって考えることの大切さを詳しく知ることが出来るところ 

・1人で前に立ち、表現したりすることが苦手だったけれど、この授業で、克服ができたと 

 思いました 

・社会で必要な、思いやりについても学べた。 

・色々な友達と関わることが出来た 

・保育士として、子どもの活動をいかに良いものにしていくか考えさせられる点。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・ピアノで感情を表したりするのをやってみたかった。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・レパートリーを増やし、自信を持って表現出来るように努力しました。 

・課題も授業もしっかり取り組むことができた 

・最初は恥ずかしく思っていました。しかし、数を重ねるうちに慣れてきたのか前より堂々 

と歌ったり表現したりできるようになりました。この授業で身につけた基礎をもっと練 

習し技術を磨いていきたいと思います。 

・もう少し率先して発表すればよかった。 

・前期と比べて、恥ずかしがらずに自分を表現することが出来ました。また、ピアノも上達 

して、音楽を楽しくするために必要な技術を身につけることができました。 

・どんどん自身(原文ママ)がつけるように、これからの実習や、2年生になってから、頑張 

っていきたいです 

・みんなの前で発表するのは緊張したけど、発表したことで自信がついた 

担当教員のコメント 

 今この時期に、習得して欲しいことが確実に身につくように、様々なことを同時進行で長

期に渡って指導をした。単調な基礎トレーニングであっても、それが一体どんな力となるの

かを明確にするような年間計画を立てた。音楽や表現が得意な学生も苦手な学生も、意欲的

に取り組めるように出発点と到達点を、自身の力に応じて設定できるように工夫もした。そ

の結果、学生への要求は、非常に厳しいものになったと思う。しかし、学生は諦めずによく努

力をしたと思う。特に後期後半は、学生が自身で力がついてきていることを実感し、次第に意

欲を増して授業に臨んでいるのが、よく伝わってきた。目的を理解し、変化や成長を学生自身

が感じることができる授業であれば、学生は教員を信頼して挑戦し、努力するということを

実感させてくれた学年であった。 
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授業科目名 あそびと音楽Ⅱ                  授業対象 保１ 

授業担当者名 東 真美子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・授業で習ったことを、次の回で復習してくれたこと。 

 ・手遊び歌などを沢山学べた。 

 ・発表が多く、自分に何が足りないかなどが分かり、丁寧に指導してくれ、保育現場で実践

できる。 

 ・自分の知らない手遊び歌を知ることができた。 

 ・分かるように丁寧に説明していたので良かった。 

 ・皆の前で発表する機会が多くあり、友達の発表を見て様々な工夫の仕方を学べたこと。 

 ・皆で楽しく授業に参加できたところ。 

 ・実習に役立つ手遊び歌をたくさん知れた。 

 ・発表する機会が多く、緊張がよい経験となり、子どもの前での発表が楽しみになる授業だ

った。 

 ・説明が分かりやすく、授業が楽しかった。 

 ・パネルシアターやエプロンシアターなど発表することでたくさんのことが経験できて、

反省点もみつけることができた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・特になし 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・一生懸命取り組むことができた。 

 ・みんなで楽しく学ぶことができた。 

 ・実際に演習しながら楽しく授業に取り組めた。 

 ・毎時間楽しく手遊び歌やパネルシアターなどの活動に参加することができた。 

 ・授業を休むことなく、発表も頑張ることができた。 

 ・提出物を提出できなかった。 

 

担当教員のコメント 

 

 「あそびと音楽Ⅱ」では、グループで協同して作り上げる発表を多く取り入れており、そこ

での学びが楽しさに繋がっていると思う。また、個人発表では、一人ひとりにジャッジシート

を配り、改善点を指摘した。全員の発表を映像記録に撮り、後で見返して行うこの作業は、多

くの時間を要するが、学生が一人で園児の前に立ったときの自分の弱点を知って、そこを改

善してくことは、非常に重要ではないかと考えた。学生も、こちらの考えを良く理解し、積極

的に取り組んでいたと思う。 
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授業科目名  子どもの健康と安全          授業対象  保１Ｅ・Ｆ 

授業担当者名 桑迫 信子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・実際に体験し深く学べるところ 

 ・怪我などの対処方法を詳しく知ることができた 

 ・スライドや説明が分かり易く、大事なポイントがおさえられていた 

 ・技術も身につけられすごく勉強になった 

 ・保育者としても将来の母親としても役に立つ内容で非常に良い 

 ・時間配分など全て 

 ・福祉（保育）の細かく詳しい説明と体験談 

・質問しやすい環境 

・振り返りシートや一人ひとりの質問に丁寧に答えてくれた 

・授業外でもお世話になった 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・授業で学ぶ内容を増やして欲しい 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・休まず出席できた 

 ・集中して意欲的に取り組めた 

 ・実習で活かせる内容を学べた 

 ・今まで以上に子どものことを深く学べた 

 ・実際に赤ちゃんや道具を使って学ぶことができた 

・これから保育に活かせる内容ばかりだったので受講して本当に良かった 

・話が分かり易かったのでとても頑張れた 

・楽しくて大好きな授業だった 

・積極的にグループ内で協力して取り組めた 

・体験することにより、身にしみて難しさを実感した 

・先生のお陰で何とかなった（個人的相談） 

・先生の授業が受けられて良かった 

 

担当教員のコメント 

 発問に対して、活発なグループ内での意見交換や発言がみられ、演習時も全体的に積極的に取り組んで

いた。後期の科目でクラス内の雰囲気も良い状況のなか、授業展開がとてもしやすかった。ただ、演習中

グループ全体に目が行き届かない点とグループ間で進度に時間差が生じる点から、授業とは関係のない話

をし始め、赤ちゃんを抱きはしゃぎだしたりすることもあった。演習後の反省として注意はしたが、今後

の課題としたい。 
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授業科目名 子どもの健康と安全 授業対象 保 1 

授業担当者名 武村 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・演習を通して実際の対処の仕方がより具体的に理解出来たところ。

・体験談などもあり真剣に取り組むことができた。 ・病気のこととかについて知れた。

・保護者や保育者ではなく、子どものことを 1番に考えることが大事だと分かったこと。

・小テストがあり、家で習ったことの復習ができたこと。

・車椅子や子どもの着替え等実際に自分で実践することでしっかり身について、保育者への

意識も高まりました。

・子どもたちを日々見ていく中で、保育者としての正しい知識や大切な心構えなどを学べま

した。また、先生の話もすごく勉強になりました。

・子どもの排泄、沐浴、着脱などに気をつけることや声掛けなど色々なことを知ることが出来 

たこと。     ・動画などを扱ったり、コメントの返信を行ったりしていたところ。 

・パワーポイントを使い、書いてないところは事例を踏まえて分かりやすく説明していた。

・基本的なことから、実際のところどうなるのか、どうなのかというところまでしてくれて、 

演習に入る時も、わかりやすく前で手本を示しながらやってみてくれたという点。 

・様々な事例を聞いて子供の命を預かる仕事だということを再認識出来て気を引き締めるこ

とが出来た。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・車椅子の授業をもう少ししたかった。

・先生の話してくださる実体験や聞いた話がすごく勉強になったのでもっと聞きたいです。

・もっと演習をしたいし、子供の健康や安全を知りたいです。

・スライドが後ろ向かないといけないのが少し見づらかったです。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・教科書で大切なことを確認し、先生が見本を見せてから実際に活動だったのでわかりやす

かった。   ・小テスト頑張った。  ・先生の話を毎回楽しみにしていました。

・振り返りシートを特に大切にして自分の思ったことや疑問に感じたことを書き、分からな

いままにせず、分かろうとする意欲が高まった授業だと思いました。

・ひとつひとつの授業に集中して、自分から積極的に学びある時間になるように取り組み

が復習するきっかけになっていたのでより理解が深まったと思いました。

・90分間充実した感じがあった。 ・演習も楽しかったが、本物でもっと練習したい。 

担当教員のコメント 

 今の学びがどこに繋がるのか、教室での学びや授業者の示すことが知識の完結ではないこ

とを学生は気付いていったと感じている。環境が十分ではないが、工夫しながら、これから出

会う子どもの達の視線を考えながら、演習に取り組めた。 
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授業科目名 子ども家庭支援の心理学 授業対象 保育科 1年生 

授業担当者名 木村匡登 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・先生の声が聞き取りやすくて、授業内容も分かりやすかったところ。

・重要なポイントが分かりやすかった。

・スライドに追加で説明があった点。

・現在の社会問題や福祉問題について知ることができてよかった。

・優しく、細かく教えてくれたこと。

・授業内容が分かりやすかった。

・毎時間、目標を確かめることができた。

・分かりやすく丁寧に教えてくれたこと

・ノートにうつすところ。

・先生が優しい。

・授業外学習があったところ。授業外学習の発表があったところ。

・子どもの支援を具体的に学べたこと。

・スライドのペースもゆっくりで良かった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・スクリーンが見づらい。

・文字が少し見にくい。

・ノートではなく、レジュメを作って欲しい

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・様々な例えを出しながら、授業を説明してくださるので分かりやすかったです。

・重要なポイントがパワーポイントで示され、分かりやすかった。

・項目ごとに学んでいき、スライドに追加での説明があったことでとてもまとめやすく、しっかりと学

ぶことが出来た。 

・子どもの育ちや現状について学ぶことができ勉強になりました。

・パワーポイントの色づかいを変えてほしい。水色、オレンジは見にくい。

・分かりやすい授業をしてくれた。

・学びのある時間でした。

・一年間ありがとうございました

・しっかりと授業に参加することができた。

・テスト頑張りたいです。

担当教員のコメント 

 学生の感想や考えが分かるように、発表、質問、応答を繰り返した授業展開に努力しまし

た。一定程度以上は出来たように思います。 

一方で、スライド作りに課題を感じました。 

次年度は資料作成についても考慮した授業の取組を考えたい。 
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授業科目名 社会的養護Ⅰ 授業対象 保 1 全クラス 

授業担当者名 樋口 成樹 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 
・*記述ありの 98件のうち多かったもの
 動画により具体的に理解できた（多数）

 DVDで本当にこんな事が起きてるんだと、社会の貧困問題や虐待等知ることができ、親身になって考
える時間ができた。

 スライドやプリントでまとまっていた。
 プリントの穴埋め、まとめプリント（スライド）

 聞き取りやすいスピードだった
 学生の授業コメント振り返りで他の学生の考えが聞ける

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
・*記述あり 9件

① まとめの回答を早く欲しい
② もう少し分かりやすく

 色々はっきりハキハキして欲しい。授業内容が分かりにくい
③ 話ばかりずらずらいうのは聞く側として内容が入ってこない
④ 教科書に沿って欲しい。
⑤ もっとゆっくり
⑥ 政治的偏りを感じて、集中できなかった

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
・*記述あり 63件
 しっかり取り組んだ
 難しい、理解するのに時間がかかる、ポイントが上手くつかめない
 内容が面白かった

 社会問題などについて知ることができた
 集中できないときがあった

 睡魔と戦いながらでしたが、自分なりに多くのことが学べたと思います。

担当教員のコメント 

 多くの学生にとって、「知らない世界」を扱い、制度等の苦手とする学生が多い分野に関わる科目の特性上、

良質な動画等を取り入れることで、集中力の持続、学力格差への対応等を図っていった。学生が敬遠しがちであ

ったり、保育の仕事への志気を損ねる方向に影響したりすることもある科目であるため、そこは丁寧に説明した。

施設実習では、大人の施設での実習があるが、どの科目でもカバーしていない部分があり、そこもある程度積極

的に扱うことにした。 

 改善すべき点の①まとめプリントの解答は、学生に過剰な期待をしていたことがわかり、後半に改善した。⑥

の政治的偏りには、複数の意見を取り上げる等、配慮をしていたつもりであるが、このような意見が出てことを

反省している。一方で、物事を明言できないことが、②のような意見につながるかも知れず、難しさを感じる。

学生の学力や、学習の蓄積度の差への配慮は、難しいとする意見と分かりやすいという意見の両方があることに

も現れている。全体として学習意欲が向上する方向に進むことを重視しして次年度に臨みたい。 
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授業科目名 低年齢児保育Ⅱ 授業対象 保１ＥＦ 

授業担当者名 白石知子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・授業の学習内容と目標が提示され良かった。

・子どものことについて深く知ることができてこれから役立つと思う。

・学生の意見を尊重してくれた。また、的確なアドバイスをしてくれた。

・重要な点をまとめて教えてくださった。・プリントが分かりやすかった。

・前回の復習をしっかり行い、進めているところが良かった。親身に教えて下さった。

・授業が分かりやすく、楽しく受けることができた。・声が通った。

・楽しくできた。保育についてよく分かった。・子どもについて考えることができた。

・グループ活動しながら学べたところが良かった、楽しみながらできた。

・グループで友達の意見を聞くことができたので良かった。

・全員の話し合いの場があり、考えられて、自分たちで気付けないことも気付けた。

・安全など低年齢の子どもについて学べたところがよかった。

・グループで話し合う機会が多く、友達と共有できたのでよかった。

・スクリーンとホワイトボードを使い、見やすかった。指導計画を学んだこと。

・低年齢児の子ども達の発達と対応の仕方を知ることができた。

・後期の演習に入り、発表が増えたり、製作があったりと理解を深めることができた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・低年齢児と関わる機会を実習だけでなく、授業でも関わりたい。

・話し方をゆっくりしてほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・しっかり考えを出したり意見を言えたりした。友達の意見も聞くことができ、参考になっ 

た。学習内容を深く考えることができた。 

・実習などについて学べて良かった。低年齢児の保育について詳しく知れたので良かった。 

・これから活かすことができる内容ばかりで、さらに分かりやすく学べた。

・集中して取り組むことができた。・楽しい授業だった。・授業外学習を頑張った。

・しっかり授業外学習も取り組みたい。・休まず受ければ良かった。

・クラスメイトと意見を出し合うことが楽しかった。

担当教員のコメント 

・本年度から低年齢児保育をⅠ（講義）前期、Ⅱ（演習）後期に分かれて進めている。学生

は特に乳児期の子どもへの関わりの経験が少なく、見学・体験実習等を活かしながら進

めている。

・本年度も低年齢児保育Ⅱの導入に各自の研究発表を取り入れた。基本の研究の仕方を押

さえ、体験実習先等の様子も含めて発表する学生が多く、授業の充実につながった。

・製作等の技術力には個人差があるので、学生の頑張りは必ず誉めることに徹した。
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授業科目名 保育の心理学 授業対象 保 1E・F 

授業担当者名 井上浩義 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

 課題で考えることができること。

 保育の場面での対応をどうしたらいいか、教科書とかで自分たちで考えたりして良か

った。

 説明が分かりやすかった。先生が例えや分かりやすい言葉で話してくれるので理解で

きた。

 将来起こりそうなことについて考えることができた。

 実習に関することがたくさんあって、すごく参考になった。

 事例を一つずつ丁寧に解説してくれた。

 課題が予習になっているので、授業に入りやすい。

 プリントがまとめられている。要点が分かりやすく記載されていた。

 教科書の事例だけでなく、先生の事例も聞きながら授業を受けることができた。

 保育に関する事例が毎回あって、みんなで考えながら問題を解いて、とても分かりや

すかった。

 子どもの心理を汲み取れる保育士の働き掛けを詳しく学べた。

 問題についての解決策を、例を出して具体的に教えてくれる。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 グループ活動してほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 宿題のお題を考えることで、実際の保育現までの対応を考えさせられた。

 課題も取り組めたのでよかった。

 宿題もしっかりして授業を受けた。

 予習や復習が分かりやすくできるので、すごく自分のためになることがたくさん合っ

て学びやすかった。

 課題に真剣に取り組めた。楽しかった。

 実習でとても役に立つことばかりだった。受講してよかった。

 毎時間の授業外学修にもしっかりと取り組め、子どもの心理についてしっかり学べた。 

 ほとんど毎授業寝てしまった。

担当教員のコメント 

 実践力の育成を主眼に、事例検討を中心とした授業展開を行った。授業にあたっては、学生

との対話を重視し、反応を見ながら展開することができた。前期の学びのステップなどを通

して、グループディスカッションなどの方法も理解している学生なので、授業もやりやすか

った。毎回の授業外学習の課題もまた、習慣ができている学生が多く、加えて、毎回しっかり

と一人ひとりの実施状況をチェックしていたこともあって実施率も高かった。取り組みを確

認し、頑張りを褒めていくことで、モチベーションを高めることにもつながったのだろう。 
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授業科目名 保育の心理学 授業対象 保１ 

授業担当者名 小澤拓大 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・スライドやプリントでしっかりまとまっていて、分かりやすかったです。

・先生の声が大きく、聞こえやすかったです。

・グループで話し合う時間があったので、よかったと思います。

・自分の意見を発表する場があったのでよかったと思います。

・子どもの対応について理解できた。

・事例を元に自分で考えることが多かった点。

・自分で考えてそれを伝えることが出来た。

・自分の考えを宿題で書くようになっていたので子どもに対して自分の考えを書いて発表出

来たことがよかったと思う。

・実践的な、事例を踏まえて、授業ができること。

・学生の声を多く拾ってくれる。

・大事なところをわかりやすく説明していた。

・保育者について深く理解できた。

・先生の話が面白く、またわかりやすい解説があったところ。

・内容が難しかったけど現場に入った時は使える内容を学べてよかったです。

・ペースは少し早かったけど、分かりやすかったです。

・将来に役立つ内容が多く、とても勉強になりました。また、なるほどと思うことが多かった

です。

・多くの事例を考える事で保育現場のイメージが膨らんだ。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・内容が難しい。

・内容がわからない。

・スライドをプリントでほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・毎時間授業に熱心に取り組むことができました。

・真剣に取り組むことが出来ました。

・大事なところはメモできていた。

・集中して取り組むことが出来ました。また、先生に当てられた時にも自分の考えを発言する

ことが出来ました。 

担当教員のコメント 

 授業評価アンケートの平均値は「4.6」となったことや、上記の記述内容から考えると、

全体的には高評価であったと判断できる。また、考えること大切にする授業をめざしている

が、上記の記述内容からもある程度はそれができていたように思われる。ただし、要望、改

善に関する意見をみると、学生の個人差への対応も検討点として考えられる。 
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授業科目名  保育者論 授業対象  保 1 

授業担当者名 大坪祥子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・毎回配布された資料やパワーポイントが分かりやすかった。

・時には指名したり、グループで考える場を設けるなど、眠っている人を起こしたり、寝な

いようにしたり、コミュニケーションをとる時間があったのがよかった。

・“子ども・子育て支援新制度”や“全体的な計画”など新たな知識を得ることができた。 

・保育者の役割や専門性について学ぶことができ、ためになった。

・分からないことに対して詳しく説明してくれ、またグループで話し合う時間があったと

ころ。

・授業の最初に前に習ったところを復習し、確認してから本題に入るところ。

・自分で考えた後、発表する場があった。また先生が頷いてくれるところ。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・なし

・明るい雰囲気で眠気が覚めるような授業にして欲しい（1名）。

・もっとグループワークがあってもよい（1名）。

・言葉を言い換える時があるので、統一して欲しい（1名）。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・パワーポイントやその他の資料を多数使い、重要なポイントをしっかり指導してくれた

ので、自分もノートにまとめる際は色分けをし、重要なポイント・難しいことについては

細かく、つながりを含めて書いてくことができた。

・プリント以外の先生の解説のところをメモすることができたので、意欲的に取り組めた。 

・保育にとって基本となる土台を詳しく学ぶことができた。

担当教員のコメント 

 学生が興味を持てるように、また集中力が持続するよう、資料を準備した。1科目 200名

近い学生であるため、資料の準備に時間が掛かるところがネックであるが、手元にあるのと、

パワーポイントで示すだけでは学生の興味の持ち方や理解が違うため、今後も継続して行い

たい。毎回、前回の復習を取り入れたり、関連する内容の時には過去に遡って復習していっ

た。小まめに繰り返すことで学生からの返答の声も大きくなったり、複数になったりしてい

ったので、ある程度の効果はあった。全く集中力の持続しない学生が各クラスおり、その学生

をどのように巻き込んでいくかが課題である。 
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  授業科目名  器楽Ⅰ  授業対象  保育１年 

  授業担当者名 安樂 

  学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・優しく丁寧にわかりやすく教えてくれて、学んでよかった。

・分からないところの説明と、できない時は、何が原因かなど具体的に教えてもらえる点。

・たくさんのアドバイスをもらい、楽譜にポイントを書いてくれてわかりやすかった。

・違うところとかも全部丁寧に教えてくれて先生がすごく優しかった。

・グループと個人レッスンの日があって授業が多かったところ。

・いろいろな曲を弾けるようになった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

３ 授業への取り組みの様子及びその他の感想 

・初心者で難しいと思っていたけど、具体的な練習方法などを教えてもらい、練習する

する意欲がわき、弾けるようになってよかった。

・指導を受けた後に改善しようと練習しました。

・難しい曲にチャレンジして、完璧に弾けた時に達成感を味わえました。

・毎回休まず取り組めた。余裕をもって弾くことができた。

・良く取り組むことができた。練習をたくさんするようになってレパートリーが増えた。

担当教員のコメント 

1 年生は、ピアノの未経験者から上級者レベルの人達まで、多種多様なケースやタイプの 
メンバーの集まりで授業がスタートします。

 練習の成果においても、継続により少しずつ確実に力がついていく人から効果の分かりや

すい人まで様々です。

当初、練習しても成果が見えにくいタイプの人も練習を継続していくと、上達度合いが見

えてきますが、あきらめず、投げ出さずに頑張れるのは、心優しいメンバーの励ましがあ

るからだと感じています。

 いろいろな事情で欠席しても、後れを取らぬように練習時間を増やしてくる人、アルバイ

トの日には空き時間に練習している人もいました。レッスンノートの記述では、気付いたこ

とや要点をまとめ基礎から実践まで幅広く数多くのことを学びました。

これからの実習に備えて、各自、自分のために考えた春休みの課題を練習し、2 年次でも 
保育の現場で活躍する実践力が向上することを期待しています。
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授業評価アンケート集計用紙②
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名

授業担当者名
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授彙群輌アンケート集計用紙②
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授業科目名 外深エ

授業担当者名 多維
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名

授業担当者名

生からの主なコメント
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授業科目名  器楽Ⅰ                   授業対象 保１Ｅ・Ｆ   

授業担当者名 山本 優子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・基礎から一つ一つ丁寧に教えてくださり、指使いやリズムなどがわかった。 

・注意して弾く所を的確にわかりやすく伝えてくれるので、勉学しやすかった。 

・次週に向けての練習内容が明確だった。 

・練習時間がたくさんあり、ピアノを少しでも弾くことができた。 

・色々な曲を弾くことができ、沢山の曲が弾けるようになったこと。 

・楽しく授業を受けることができたこと。 

・先生がとても優しく教えてくださって、わかりやすい。 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・休まず出席した。 

・とても成長できる 

・先生からアドバイスを頂いたら、そこを改善できるようにした。 

・全然弾けなかった前期に比べると、弾けるようになった曲も増えて、もっと練習しようと

思う。 

・弾けない時でも片手ずつゆっくりレッスンしてくださったので、弾けるようになった。 

・ピアノを弾くときは、姿勢を良くするということを心掛けた。 

・挨拶をしっかりするというお話があり、それからちゃんとするようになった。 

・とても良い。 

 

 

担当教員のコメント 

 本年度の 1 年生は、グループとしてのまとまりがあり、前後期通して出席率は良く授業に

臨むことができていた。入学前のピアノの経験は様々であるが、各々課題に最後まで根気強

く前向きに取り組むことができた。 

 礼節に関する取り組みとしては、授業ルールにのっとり、起立して居前を正し授業の始め・

終わりの挨拶を行った。 

 １年という時間をかけて学んできたことを忘れず、基本を大切に更に力を身に付けて欲し

い。 
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授業科目■界 夕f
授業担当者名

_ _ン火多子

1 授業の取 り組みめ織字及びその他あ感急 (解も 多7)

授業評価アンケート集計用紙②
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名

授業担当者名

器楽 1
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名
嗜
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授業評価アンケー ト集計用機

授業科目名メト久
授業担当者名 ‐ ロ
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．
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２
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授業科目名 器楽Ⅰ                  授業対象 保１・２ 

授業担当者名 東 真美子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・一人ひとりにあった指導法 

・丁寧な指導とサポート 

・丁寧に弾き方を教えてもらった 

・先生が良い。わかりやすかった。 

・自分のペースで弾けた。褒めてくれた。 

・ピアノの苦手意識が少しだけなくなったので良かった。楽しかった。 

・すべて良い。 

・初心者の私でも楽しく練習し、弾けるようになれたところ。 

・難しくて何度も間違ったところを、ゆっくり教えて下さった。 

・丁寧にしっかり教えてくれる。 

・分からないところを教えてもらったり、リズムが取れるよう横で一緒に歌ってくれたりし

たこと。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・来年も引き続き先生にお願いしたい 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・教え方が丁寧で、自分の演奏スキルが上がっているのを実感することができた。 

・優しく丁寧に指導してくださったので、ピアノを好きになり、頑張れた。 

 ・練習時間が足りていなかった。もっとやるべきだったと思う。 

・少しでも弾けるようになるために、家での練習を頑張った。授業でも先生からアドバイス

をもらい、すぐに改善できるようにした。 

・もう少し授業外での練習を増やしていこうと思う。 

・最初は楽譜も全く読めなかったけど、練習する中でどんどん読めるようになってきた。 

・毎回の授業で弾けるところが増えてきて、テストに向けて頑張った。短い時間で集中して

受けることができた。 

 

担当教員のコメント 

 

 「器楽Ⅰ」は、保育科 1年生の必須科目であり、実際に実習や現場で必要となるスキルを学

ぶ科目であることから、年度当初から学生の意欲は高かった。その意欲を減衰させないため

に、ピアノ初心者への励まし、ピアノ既学者への的確な指摘を心がけた。また、授業以外の時

間にも質問に応じたり、演奏の確認でミニレッスンを行ったりしたため、学生が不安を解消

していくことに繋がったと思う。今後も丁寧な指導を心がけたい。 
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授業評価アンケート集計用紙②
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生からの主なコメント
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授業科目名  器楽Ⅰ 授業対象 保 1 

授業担当者名 美吉玲子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・出来たら褒めてくれるので、安心して授業を受けることができた

・分かりやすい楽譜を渡してくれたこと

・個人のペースに合わせて進めてくれるところ

・指番号や注意するところなど分かりやすく教科書に書き込んでくれた

・先生が分かりやすく見本で弾いてくれたりした

・弾けるレパートリーが増えた

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

なし 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・個人やグループレッスンなどで皆の進み具合を確認し学び合ったり、先生が分かりやすく

指導、助言してくれたおかげで上達でき、気を付ける点など明確になり良かった

・練習不足の時もあったため、家での練習を十分にして授業に取り組むべきだと思った

・曲のレパートリーを増やせたので良かった

・たくさんの曲が弾けるようになり自信にもなった

担当教員のコメント 

 個人のレベルに応じて、伴奏音を一音ずつからコード、楽譜通りと段階的に進めていきま

した。無理なく、しかし少しずつレベルを上げていくよう学生の様子を見ながら対応しまし

た。行事曲などよく使用される曲に関しては、簡易楽譜を渡しレパートリー増に努め、就職

時にも使えるよう指導しました。これからの練習意欲に繋げてもらいたいと思います。 

 課題としては、リズムに苦手意識を持つ学生が毎年いることです。手拍子や体を使って学

んでいますが、その対応をもう少し考えていきたいと思います。 

 これからも一人一人の力量、理解度をよく観察しながら、皆がレベルを上げていけるよう

学生の指導に努めたいと思います。 
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名
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授業科目名

授業担当者名

授業評価アンケート集計用紙②
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だリクご`` τ゙′ブ′あ`わ″ヾヽ (`2ア

ガ筋解扉驚#:Iアご筋・て「字′2死イ(て く
rイ′ ^´ "、

濶t赫傷宏■鶴隻i〃′晰のを多つ″に多いこCレ

1んじヾ″′
をた′ん

“
′びヽ夕か夕ごび′

“
■/パイ      1・じ儀τ゙′4

ミ体υヽうιノグを形¢ (″
ψざら後ルイ f多
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名

授業担当者名

エ

さ卜
｀
リ

授業対象 休 |

1ビ
ア だ

つ
輝 とにT躊「卜教え,れ うくつトボタこゴ ηごか′曰 ど十ξ岸4

澪Q気 す れつ
l,子` ′ t′ 7/φ‐rナ it得 ,`I

`イ鐵人妹ノス>.だ ん́ 7'あ スレそ拠ニマ‐行ぅこと

′寧黎夕|ぃ 琴拷 こ助 1≒ たIR(■■
2 授業への要望・改善方法についての意見

′―」週1カ 113」峯 1♪ か夕(カ ラヽ ス ′夕ど`手̂|わ て
'つ

ゃ]ぢ tて くようい大ス

′ 巨布へぐ―スためヽみ飛釦` マ` Lァ レ|て くア
｀
お

'奏

ρ√あリタニ′12午玖で

ら'tあちノL「ソみ マ`ーj(な 考えリ

′者にな (

「手霧聰 観珊響犠 紳鵡τ綱に等、積ニ
′
本 lφ、■ ′夕しVの 解性卜存 |、

`｀
ア宋人́ 繊 層彊り←つ2由 7イ てい糸 `

′た,1ビ %ヽで 4`う に不午卜 に1「 と'メキ71ドくマ)y?/ブ ぃ寸子o■久ル`私とハ(｀
なつう

可タミしつ。マ“[豫  ,41%Lも とヽ t卜 おうu卜｀ヽと

'し

7  ′イ下み沙―力(7み ムな″
ツ

当教員のコメン 智′スやけ止いaマ イ`不キ8ヶ T(1て 人一イキ鴛
'7タ

お為171ヵ七 とリラス1■ し乙嗜秀鷹B矢 0涎≧L)ク 1`レー7° だ` F‐ ι賜て

件itに ■卜■あ t・,平砕キ薬o轟キ
"モ

身にっtァさτ}多あit lタ

〔」だ_予 l｀あ1・ 彦幌みアlァ て`[チ ｀``丁ないヒλ`ぅ■, ″争奔にと■も

令念争 bう ■ 殊 纂 宰のて` ウト梃L■ ミ球 tて いくこと1大tp rだ

ヨrl■
シ=,考ネこ今ttド a`t■it`'瘤れ 再腕〕ルt■

一≒ 言っ驚じ しヽう らか  千支茉 争しな 勝 多ウ 沿 抱、フヽあ ,て †「 デ7/`雲

ttt■ llプ 鳥キlト ト十貯 だ」か、うだ
'し
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科 目名  図画工作 Ⅱ

授業担当者名  守川美輪

授業対象  保育科 1年 CDEF組

生からの主なコメント

1 授 業の良か つた点

・保育に使える教材をたくさん作ることができた点。  ・新聞紙を使つた工作など、身近なものや季節のもの

・集中してできた。 ・授業、テキパキしていた。    を使つた工作があつたこと。

・黒板に分かるように書いておいてくれていること。  ・スクラップブッキングは家にも飾れ、思い出にもな

・作品を作るのが楽しかつた。1自 由な作品を作れる。  るのですごくいいと思いました。

・自分のペースでつくれる。 ・忘れても材料くれる。  ・先生の製作に関するアイデアが豊富で一つの製作

・褒められて自信が持てた。・図工が楽しくなつた 1  物でも色々な学びや経験ができた点。

・分からない所などを個別で教えてもらつたりした。  ・ア ドバイスを沢山くれ、作りやすかつた。

・自分で考えて作れるため良かつた。・見本があつた。  ・色合いや配置等を学べてとてもためになりました。

'図二の色んな工夫の仕方やアイデアが自分で導き  ・一人ひとりにいいところなどア ドバイスをしてく

出せるような授業ですごく楽しかつた。        れて、頑張ろうという気持ちになった。

・自分のペースで作業ができた。   
‐       ・製作が苦手だが、ア ドバイスをもらうことでスキル

・色彩についての勉強や誰でも楽しめるような作品  が上がったと感じられた。

づくりができる                   ・沢山作品が作れて、教え方なども学べたところ。

2 授 業への要望 口改善方法 につ いての意見

・もう少しゆつくりすすめてほしい。・詰め込みすぎ。  ・何個のものをつめつめで作るので時間かかるし焦

・あんまり材料費がかからないものがいい。      るのでゆつたりとしたい。

・説明を初めに全てしてしまつて、聞いてても頭が混  =最 初に自由な発想が大事という話があつたけれど

乱してしまつたので、合間合間にして欲しい。     結局リアリティー重視な感じがしたので統一してほ

・授業の最初の説明をもう少しゆつくりして理解す  しい。

る時間が欲しい。

3 授 業の取 り組みの様 子及びその他の感想

・楽しく取り組むことができた。・熱心に取り組めた。  ・無欠席で頑張れたけど、なかなか良い作品が作れな

。自分で出来る限りの丁寧な仕上げができた。     かつた。 ・追いつけなくてところどころ投げやり。

・子どもの保育活動で、指導計画などを立てる時に、  ・色んな作り方など覚えようとした。

年齢に応じて、どのようなことをすればいいのか、  ・図工をすることがすごく好きになつた。

考えを広げることが出来た。            ・不器用なりに真剣に取り組むことがでた。

・準備物や提出物を頑張つた。            ・良い作品ができるように家でも頑張つた

当教員のコメン ト

授業内容は概ね良いと考える。学生自身の知識や技能、創造性を高めるという目標をほぼ

達成できた。苦手な学生の多くが表現の喜びを感 じることができたと思う。

課題は、進め方が早いという学生が数名いることだ。ゆつくりと話 し、説明するよう努めて

いるが、今後は一層意識 したい。間違いやすい点なども付け加えて説明したい。

授業外学習をすることを期待して、内容を構成 しているが、授業内でできないため、進度が

早いとする学生が数名いる。授業外学習の必要性を伝えたい。     _
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授業評価アンケート集計用紙② 

 

授業科目名：図画工作Ⅱ          授業対象：保１ 

授業担当者名：瀬尾 哲代 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・制作の手順や方法が毎回詳しく説明されていたので、わかりやすかった。 

・実際の保育現場で生かせる技術が学べた。 

・色々な素材で制作し、絵本を手作りすることで何を伝えたいか考えることができた。 

・自分で制作した作品をみんなの前で発表した時、たくさん褒められて嬉しかった。 

・1 人 1 人の個性や意見を受け入れて制作を進めてくれたので、嫌にならず取組めた。 

 

2 授業への要望・改善方法についての意見 

・まじめに制作をしていない学生に、もっと注意してほしかった。 

 

3 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・保育のことを考えて制作したので将来のことを考えることができた。 

・ひとつひとつの作品を丁寧にしっかり最後まで作り上げる事ができ達成感があった。 

・作品の上手、下手ではなく、その制作の工程も大切なことだと学んだ。 

・作品、レポート提出期日をすべて守れた。 

・今後、実習で役立つ図画工作が学べた。 

 

 

担当教員のコメント 

 学生は皆大変真面目に授業に取り組んだ。使用する画材等も各自、様々な工夫がみられ、回数

を重ねることにより、完成度の高い作品に仕上がった。 

合評会を行うことで作品に対して、自分の考えや気持ちを率直に述べる事ができ、他の学生の表

現や意見交換を通して、自己理解と他者理解のきっかけになったと考えられる。 

 この興味を更に深め、保育教育に生かしてほしい。 
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授業評価アンケー ト集計用紙 (②

:授
業科目名 低年齢児保育

授業担当者名 斎藤 俊子

授業対象 保育科 1年

からの主なコメン

1 授業の良かつた点

・毎回の授業ごとに、目標 ,要点がはつきり示され、授業がわか りやすかった。
・先生の声が大きくはつきりしていてわかりやすく教えてもらった。
。「子どもに関する情報」を毎時間調べてくるという課題は、新聞やニュースに関心をもつようになり、

子どもについて興味J関心が増した。

また、先生から紹介される新しい情報は考えさせられることが多く世の中の動きについて、学ぶこと

が多かつた。・

・夏体み、冬体みの課題の玩具制作や爵だより作成などは、実際に保育士としてすぐに役立つような内

容だったので大変だったけど楽しく学ぶことができた。

また、自分の作品を一人ずつ発表し、紹介するのは楽しかったし、先生からのアドバイスがうれし

かった。友人の作品を見ることで学ぶことも多かつた。

・演習は、自分たちで考えさせられる授業となり、関心をもつて幅広く学習することができた。また協

ィ  議の結果を発表しあうことで友人の色々な考え方を学ぶことができた。
・DⅥ)な どの視聴覚教材により子どもの生き生きした様子や危険な場面、保育士の対処の仕方などが

よく理解できた。次回の実習の参考にもしたいと思つた。
・「私の体験」 (子 どもの観察・成長をひと月ごとにまとめる記録は、日常生活の中でこどもをよく観察

するようになり、子どもの色々なところに気づくことができてよかつた。また、子どもを見る視点が

変わった。
。授業が講義だけでなく遊びの要素も取り入れられるなど、色々と工夫されていて楽しかつた。
0子 どもについてよくわかる授業で大変勉強になつた。

2 授業のへの要望・ 改善方法についての意見

・パワーポイントは、すべてプリントアウトしてくれると有難いです。

3 授業の取 り組みの様子及びその他の感想

・倉1作玩具の製作や園便りを作成するのが休み中の課題となり、大変なところもあつたが、楽しかつた。

保育士になつた時に役立つと思つた。
・毎時間の「子どもに関する情報収集」は、自分で学ぶ姿勢につながつてきて積極的に授業を受けるこ

とができた。しかし、年度初めの意欲が長続きできなかつた。
・遊びを取り入れた授業が時々あり、楽しく学ぶことができた。
・乳幼児に関する知識やポイントがパワーポイントにまとめられていて分かりやすい授業だつた。

当教員のコメン ト

・授業始めに「授業の日標・要点」を示し、終了時に毎回提出させている。「質問欄」の内容をクラス全

員に次時に説明しており、これがわかりやすい授業に少しは役立っているのではないかと思われる。

徹底できでいない部分もあるので「わかる授業1を 目指し、さらに工夫していきたい。
・子どもに関する多方面からの最新情報をこれからも発信していきたい。また、学生自身にその情報

収集を呼びかけているが、全員の継続が難しいと考えている。全員が取り組めるよう指導に力を入れ

たい。     ,
・長期の休暇中の課題だけでなく毎回の授業ごとに課題を与えてきた。課題は精選をしたつもりであ

るが、さらに検討の必要を感じた。
。今後も特に自主的な学習ができるような工夫の必要を感じている。また、弓|き続き、施設や地域にお

ける活動を支援していきたい。     11
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授業科目名  低年齢児保育Ⅰ・Ⅱ              授業対象  保１ 

授業担当者名 松下 律子 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

  ・グループワーク(エキスパート活動など)を行い、学友の良い所を見ることができたり、

自分の意見を持って取り組むことができたので、より深く学ぶことができた。（１４） 

  ・低年齢児の年齢による違いや特徴がよく理解できた。（１１） 

  ・パワーポイントで、ポイントも赤で示すなどわかりやすく、見やすかった。（１２） 

・毎時間授業外学修で学んだことを紹介し、解説があったところ。特に、授業外学修をス

クリーンで解説してくれたところ。（１０） 

  ・動画や事例を通してわかりやすかった。（１０） 

・実習や将来に向けてとても役立つ学びが多かった。また、新たな発見が多かった。（８） 

・わかりやすくプリントにまとめて説明してくれた。毎回目標が提示してあった。（１３） 

  ・おもちゃづくりや園便りなど実践的なところがよかった。（４） 

  ・意見が言いやすい雰囲気があった。 

  ・学生のスピードに合わせて授業を進めていた点が良かった。 

  ２ 授業への要望・改善方法についての意見 

  ・もっとゆっくりすすめてほしい。（２） 

  ・学生によって対応が違う（１） 

  ・授業外学修をもっと分かりやすくしてほしい。（１） 

  ・学生の私語（１） ・白板の文字をわかりやすくしてほしい（１）  

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

  ・授業では楽しくわかったことは発表できる場があったので、とても良かった。（７） 

  ・学習ノートもまとめることが自分の日誌にも繋がり、復習もできた（３） 

  ・欠席することなく、しっかり集中して取り組めた。（２０） 

  ・授業で習ったことを実習で活かせた。（８） 

  ・前期は、授業外学修をおろそかにしていたので、後期で毎回提出し、「Ａ」をいただい

て、目標達成できたので嬉しかった。 

  ・授業外学修にしっかり取り組むことができた。他の学生の考えを聞いて取り入れよう

と意識した。（１２） 

  ・授業外学修にしっかり取りくまなければいけないと思った。（５） 

  ・グループワークでしっかり意見が出せた。（５） 

担当教員のコメント 

 ・アクティブラーニングの手法である協調学習(ジグソー法)による授業形態が学生に好

意的に捉えられた。授業外学修の課題を４人一組のグループで意見交換するため、意見

が言いやすく、一人１人の責任も問われるため、授業外学修への取り組みの意識が高ま

った。班代表が意見を全体発表しすることで、考え方の違いを共有化した。また、学生

の模範解答はあらかじめスキャンし、解説したものを、スクリーンで提示することで、

互いに学びあうという意識が高まった。学習ノート、授業外学修の活用ができた。 
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授業科目名 特別支援教育Ⅰ             授業対象 保１ ABCDEF 

授業担当者名 園田 和江 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・スライドやプリントでしっかりとまとまっていてわかりやすかったです。・ひとつひとつ丁寧で説明がわかりやすい。 

・気になる子どもや実際に障害をもって生まれてきた子ども達への支援をどうすればいいのか知ることが出来たこと。 

・子供にはいろんな子供がいて、その子にあった対応をすることが保育者として大事なことだと改めて感じられたことがよ

かった。・事例を元に考えていくことが多くあって分かりやすかった点。 

・重要なポイントがわかりやすいところ。・障害児について、知らないことがたくさんあったけど、知るたびにもっと深く知

りたくなって授業外学習や、授業に積極的に頑張ることができました。・それぞれの障害の支援の仕方を詳しく学べた。 

・障がいについて知ることができ、保育者や保護者との連携の大切さも学ぶことができました。 

・自分がどう思うか、学生がそれぞれ発言したことを全て聞き取ってくれて、理解してくれた。 

・学生のスピードに合わせて授業を進めてくれた。・話し合いをしたり、実際に体験したりするなどした点。 

・気になる子や障害児の特性や援助方法などがよくわかって良かった。・今まであやふやだった特別支援のことに対して丁寧

に教えてもらったのが嬉しかった。より繊細な問題だということを感じました。・障害のある子どもへの支援について事例を

踏まえながら教えていただけた。・現場の話を沢山聞けた。 

・映像やビデオなどを見て支援を受けている人のようすや、どんな時にどのような対応をするのか学ぶことが出来た。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特別支援の必要な子や、その保護者に対しての支援が就職してからすごく不安なので、対応方法を詳しくもっと学びたい。。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・積極的に発表しました。・集中して取り組めたと思う 

・障害があろうとなかろうともって生まれたその子の個性であり、大切な命だということを改めて知ることが出来た。 

・様々な障害があり個人差もある為難しかったですが事例などを元に自分でしっかり考えることができました。そのことで

ポイントを押さえることができました。 

・ビデオを視聴して詳しく知ることが出来ました。どういう子が気になる子なのかを考えることが出来ました。 

・事例をもとに考えたり、気になるこどもへの対応について知ることができたので良かったです。 

・授業を通して特別支援教育について学ぶことができた。 

・色々な障害について知ることができ、また援助や支援方法を考えて学ぶことができた。 

・授業外もしっかり取り組むことで理解をより深めることが出来た。・例題が多くあってイメージしやすかった 

・保育者になる意識を持って、障がいへの対応等、自分が保育者だったらこうするなという立場で考えることができました。 

・授業外学習での気づきが多く、取り組んでよかったと思います。・授業外学習もしっかりすることが出来たし、知らなかっ

た障害のことを知れたので良かったです。・毎回の授業外学習を取り組むことが出来ました。1回調べていることだったので、

授業の理解が進むことができました・欠席が多かったかなと思いました。授業外学習にもう少し真剣に取り組めたらよかっ

たかなと思いました。障害のある人たちのについて詳しく学習することが出来てよかったと思いました。 

・発言できるタイミングが多くあって、積極的に参加出来てよかったです。 

・ひとつの例についてみんなで考えることで様々な意見を取り入れられることが出来て良かった。 

担当教員のコメント 

 特別支援教育に担っていく保育者として、気になる子どもを、何かしらの発達障害があるのでは、と思う前に、子どもの

良さをまず知ることが重要である。子どもの良いところに支援のヒントがあり、また、それが保護者との信頼関係を築いて

いくことにも繋がる。クラスの他の子どもと繋ぐために、もちろん発達障害の特性について専門知識を持ち、対応について

詳しく学んでいることが前提となる。毎回の授業で、事例について学生同士で議論したことで身についていく授業になった。 
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授業評価アンケート集計用紙② 

 

授業科目名  保育内容「言葉」の指導法         授業対象  保育科１年 

 

授業担当者名  畦浦 敏彦 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

  ・  先生が範読し、絵本の細かな読み方、見せ方を優しく、分かり易く教えてくださった。 

  ・  読み聞かせの後、褒めてくれたり、アドバイスをしてくれた。 

  ・ 毎回いろいろな絵本にふれ、友達同士で読むことができた。 

  ・ 目標、課題をはっきりさせていた。 

  ・  ゆっくり丁寧で凄く楽しかった。 

  ・ 子どもの気持ちにより沿うにはどうしたらよいか様々な事例を通して知ることができた。 

  ・  絵本の読み聞かせ、紙芝居などの実習が多く、身を持って学ぶことができた。 

  ・  重要な点やわからないところを丁寧に説明してくれた。 

 ・ プリントに詳しくまとめてあって分かり易かった。 

  ・  声が大きく聞きとりやすかった。 

  ・  毎回、みんなの前での発表やグループでの発表をするという実践があり実習に活かせた。    
  ・  絵本をみんなの前で読むことで読み方など学べた。 

  ・ 先生が学生の気持ちをよく理解してくれた。 

 ・ 先生との距離が近く、授業に参加しやすかった。 

   

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・ 特記事項なし 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

  ・ もう少し字を速く書けるようになりたい。 

  ・  初めは絵本の相互評価も「４」が多かったが、終わりには「５」が多くなってよかった。 

 ・  無欠席でなかったのが悲しい。体調に気を付けます。 

 ・  提出シートはしっかり書いて提出できた。 

 ・  絵本を読んだり、紙芝居を演じたりできてよかった。 

 ・  発達にあった子どもの声かけなど学べてよかった。 

 ・ 絵本がすらすら読めるように家にある絵本を何冊も読む練習をした。もっと上手に読めるよう

に頑張りたい。 

 ・ 子どもにことばを教える大切さがよくわかった。 

 ・ 読み聞かせをしていて楽しくなったので、経験することの大事さがわかった。 

 ・ 人前で普通に読めるようになってよかった。 

  ・ 絵本の読み方など自分なりに理解できてよかった。 

  ・ ＤＶＤ視聴後、保育者の子どもに対する愛着行動を感じ取れた。 

 ・ 私語をしない。 

  ・ 発表を通して反省点が見つかるので、改善して上達していきたいです。 

担当教員のコメント 

  ・ アクティブラーニング等考慮した演習での研究討議等の在り方を工夫し、学生がより一層積極 

  的に課題解決に向けた演習に取り組めるように、演習の工夫改善を図りたい。  
 

  ・ 学生の予習・復習がより一層充実するために適切な課題を設定し、絵本、参考図書等の情報を 

  届けていきたい。 
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授業アンケート集計用紙 (用紙②)

授業科目名 (保育内容「言葉」の指導法)  授業対象 保育科 1年

授業担当者名  ( 工藤 道子 )
生からの主なコメント

1 授業の良かつた点

・ ビデオやプリン ト等の準備がしつかりできていて、分かりやすい内容で授業がす

すめられた。

・ 教科書を朗読 し読み終えたとき、一人一人読み方や聞き取 りやす さなど褒めてく

ださり嬉 しかった。

日 毎国内容についてのプリン トが配られ、教科書を読み丁寧に説明されながら授業

が進められた。

・ 授業の内容にそつて、絵本や紙芝居を読んでいただいて、楽 しく授業に取 り組む

ことができた。

・ DVDを 見て、実際に保育現場で働いている人の行動や考えを知ることができ、

自分もそのような保育がしたいと強く思つた。

・ 先生の体験 した話や具体的な事例を通しての授業は分かりやすかつた。

・ 教科書にも多くの事例が出てお り、DVDも 視聴する事ができ、保育現場をイメ

ージしやすかつた。

・ 色々な絵本に触れ、子どもと言葉の関連性が深 く理解できた。

・ 教科書を読んだ際に一人一人に対 して、丁寧なコメン トをして下さつた。

2 授業への要望 口改善方法についての意見

・ 特になし

3 授業の取り組みの様子及びその他の感想

・ 教科書だけでなく、絵本の読み間かせや、DVDを 視聴する事で理解が深まつた。

口 どのように言葉が発達し、大人の言葉が子 どもにどのように影響するかを知るこ

とができ、深 く学べた。

こ 適切な指導法を学ぶことができ、しっかりと落ち着いて授業に取 り組むことがで

きた。

・ 子どもへの対応の仕方等、事例を通 して分かりやすく学ぶことができた。

当教員のコメン

L教科書を分かりやすくプリン トにまとめ、実際の事例等も入れることによつて、

学生の反応もよく、問題等も真剣に取 り組んでいた。

・ 学生が興味を示 し深く理解 させるため、DVDや 現場の実体験を取 り入れた。

・ 授業中のワークシー ト記入やレポー ト課題によつて、内容の理解の定着を図つた。

「 授業の資料作成や実際の授業の進め方について、創意工夫を図つた。

・ 絵本や紙芝居などの実演をし、授業に対 しての興味。関心を深める工夫を図つた。
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授業科目名 保育内容「言葉」の指導法           授業対象  保１ 

授業担当者名  髙妻弘子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・模擬保育が難しかったけど、教えてもらいながらやってみることができてよかった。 

 ・先生が子どもになりきっていて、子どもの気持ちが理解しやすかった。 

 ・学んだことをみんなの前で実践することが多かった点。 

 ・よい例、悪い例をはっきり示していたところ。 

 ・言葉の獲得について詳しく学べたこと。 

 ・模擬保育や読み聞かせなど実践することが多く体で体感できたこと。 

 ・声が聞き取りやすかった。 

 ・必ず復習をしてくれて理解が深まった。 

 ・毎時間プリントを用意し、ポイントを押さえていた点。 

 ・映像がありわかりやすかった。 

 ・目標を立てることで明確で取り組みやすい。 

 ・絵本を読むときのポイントや指導案作成の仕方など気付かされることが多かった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・学生が分からない時に、優しく教えてほしい。 

 ・宿題を出さないでほしい。 

 ・質問の意味が分からないときがあった。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・前もって準備したり練習したりして授業に集中し、学ぶことがたくさんあった。 

 ・絵本の発表や模擬保育など、友達のアイデアがとても学びになりました。 

 ・よりよい発表ができるように頑張った。しっかり取り組めた。 

 ・グループ発表など１つ１つみんなで協力してできた。 

 ・提出物が出せなかったり欠席してしまった。 

 ・いろいろと実際にやることで、少しずつ緊張がなくなり少し自信がつきました。 

 ・先生から投げかけられた質問についてしっかり考えることができ、どうしたらもっとよ

くなるかも考えた。 

 ・時々ついていけないことがあったので、遅れないように取り組みたいです。 

 ・子どもとの関わりの中で「言葉」はとても大切だと思いました。 

 

担当教員のコメント 

 1年次から模擬保育が入り進め方に悩んだが、苦戦しながらも実践の難しさや準備の大切さ

などを学ぶことができていた。幾つかのグループ活動のなかで、学びあう刺激もあったので

はないかと思う。質問・応対の言葉に気をつけようと反省した。 
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授業アンケート集計用紙 (用紙②)

授業科目名 (保育内容「人間関係」の指導法)  授業対象 保育科 1 年

授業担当者名  ( 工藤 道子 )
生からの主なコメン

1 授業の良かつた点

・ 学生の言葉をしつかりと受け止めてくれるので、意欲的に取り組むことができた。

・ 教科書の事例と先生の保育現場の内容等を照らし合わせての説明で分かりやすか

つた。

・ レポー トの書き方を分かりやすく教えて下さりしつかり書くことが出来た。

・ 教科書を読んだ後、一人一人にコメン トしてくれて嬉 しかつた。

・ DVDで 実際の保育現場を見る事ができ、分かりやすかつた。

・ 教科書の事例を分かりやすく説明して下さり、更に DⅦ を視聴できより深く理解

できた。

豪 体んだ時には、名前を書いてプリン トを用意 してくれていて、一人ひとりの存在

を大切にしてくださり嬉しかつた。

・ 実際の現場で使える内容が多かったのでとても意義深かつた。

2 授業への要望・改善方法についての意見

属 特になし。

3 授業の取 り組みの様子及びその他の感想

・ 先生の声は聞き取りやすく、分かりやすい授業だつた。

・ 教科書を読んだ後、一人一人誉めてくれるので嬉 しく、授業がとても楽 しかつた。

「 具体的な事例があり、対処方法などを学び分かりやすかつた。実践していきたい。

・ 人間関係での対応の仕方や トラブルの対応の仕方を詳 しく知る事ができた。

・ 先生の声は聞き取 り易く、しつかり集中して取 り組むことができた。

・ しつかり学習することができ、レポー トは自分の体験をもとに書くことができた。

・ 子どもとの関わり方を丁寧に教えてくださるので、とても充実した時間でした。

当教員のコメン

・ 教科書の内容をわか り易 くプ リン トにまとめ、実際の現場の体験等 も入れ、

説明することで、学生も真剣に取 り組んでいた。

こ 教科書の内容とDVDの実践 lFllと の関連を図り、授業方法や内容の工夫を図つた。

・ 授業中のワークシー ト記入やレポー ト課題によつて、内容の理解の定着を図つた。

ロ レポー ト、DVDの 感想等の提出物にコメン トを書き賞賛することにより、授業

への関心を深めた。

・ 教科書を読んだ後や発表などで、ひと言コメントし褒めることを心がけた。

・ レポー ト課題に対して、困難な学生に対しては、先輩たちの具体的例を示し指導に当

たった。
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授業科目名  保育内容「人間関係」の指導法        授業対象 保 1A・B・C 

授業担当者名 井上浩義 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 
 プリントでしっかりまとめられていて分かりやすかったです。 

 先生の声も大きく聞き取りやすかったです。 

 ゆっくり授業を進めてくれたのでついていけた。 

 子供のねらいと内容についてしれた。 

 指導案を書いたこと 

 事例で考えることが出来る 

 自分の考えを発表する場がある 

 自分で考えたりグループで考える時間が多いところ 

 声が聞きやすかった。 

 的確なアドバイスを言ってくれるところ 

 日誌書きなどの課題のおかげで書き方や言葉を学べた。 

 分かりやすく説明してくださる点 

 保育士に必要なことについて沢山学べた 

 資料を用いた説明がわかりやすく、事例についてクラス全体の意見をまとめる活動がよかった。 

 ちゃんとみんなの意見を聞いて、回答したので色々な意見が知ることができた。 

 実際に保育現場で使うことをこの授業を通して学ぶことができてよかったです。 

 「なるほどー！」と思うところや、実際の保育現場、子どもたちなど知らない知識をたくさん学

ぶことができました。すごく勉強になりました。 

 ねらいや目的をはっきりとさせていた点 

 スライドがあって見やすく分かりやすかった。 

 丁寧に教えて下さった事と、指導案を練習させて頂けて自信に繋がった 

 保育の現場で役立つ内容ばかりだった点。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
 席を固定してほしい。 

 もっと実際の保育現場のことについて知りたいです。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
 積極的に発表しました。 

 楽しく参加出来た。 

 指導案を書いて実習に使えるように出来たこと。 

 こどもの発達に沿った支援や対応について知ることができたのでよかった。 

 授業外学習を頑張った。 

 真剣に授業に取り組めたと思います 

 しっかりノートをとった 

 授業の取り組みに関しては、意見の出し合いなど、積極的に取り組んだ。 

 これからのためにとても役立つ内容を学べてよかったです！ 

 ひとつひとつ集中して授業に取り組み保育者になる意識を持って授業に取り組みました。 

 欠席が多く目立ったかなと思いました。後々自分にくるのでちゃんとしたいと思います。授業内

容は 2年次にスムーズに行くようになるための指導案書きなど、とても役に立つと思いました。 

 楽しく臨めた上に、実際に事例を解いて子供の姿を浮かべることが出来た 

 

担当教員のコメント 
 基礎的な内容の講義と、事例検討や指導案作りといった演習的な内容のバランスを考えながら、より実

践的な学びにつながるように配慮した。とりわけ、グループディスカッションでは学生の声を積極的に拾

いながら、他者の意見に耳を傾けられること、分かりやすく伝えることを意識させた。  
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授業科目名  保育内容総論                 授業対象  保１ 

授業担当者名  小川 美由紀 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・グループ発表があったこと。製作あそびを立案しての発表や保育のねらいを考える活動 

があったこと。 

 ・先生との距離が近く、質問もしやすかった。解説も分かりやすい。 

 ・実際に子どもの様子を映像で見て、考察して、子どもの姿を一番捉えながらできる授業 

だったので、とても役に立ちました。 

 ・先生の実体験などを踏まえた授業内容。面白いエピソードが聞けて理解しやすかった。 

 ・質問した際に、的確なアドバイスや良い点を言ってくれたところ。 

 ・スライドやプリントでしっかりまとめられていて、分かりやすかったです。 

 ・子どもの発達を詳しく知れたこと。 

 ・毎回、授業目標がはっきりしていてやりやすかった。 

 ・学生のスピードに配慮して授業を進めていた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・特になし 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・製作あそびの保育内容を考えて、発表することができたので良かったと思います。先生は 

詳しく教えてくださるので、これからの保育に活かせると思いました。 

 ・映像を見ることで子どもの様子が分かり、保育者の配慮なども行動を見ることで具体的 

にイメージできました。 

 ・保育についての様々な知識や技術につながる内容が多かったので、実際の保育現場で発

揮できるようになりたいと思った。 

 ・年齢別の発達のプリントが分かりやすかった。 

 ・楽しく面白く分かりやすい内容だったので、これからの実習への不安が少し和らいだ。 

 ・先生が「年齢に合っているか考えて」とよく言うので、自分の言動が子どもたちにどう伝

わるのかをよく考えるようになった。 

 ・先生の授業はとても分かりやすくて、毎回授業が楽しみでした。先生のような保育士を 

目指したいです。 

 

担当教員のコメント 

 ・「総論」ということで、保育内容を広く浅く伝えるよう心がけた。「子ども主体」の保育が

基本であるということを、学生には教授できたのではないかと思う。これから実習に臨む

中で、この授業で学んだことを実践の場で経験していけると良い。実際の保育実践映像や、

製作物を教材として用いたことで、学生の学びへとつながったことは大いに評価できる。 
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授業科目名 保育内容総論                 授業対象 保育科 1年  

授業担当者名 泰田 久史 

 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・内容説明が分かりやすかった。 

・保育の歴史について詳しく知れた。 

・DVDなどの映像を使ったりして分かりやすかった。 

・諸外国の保育について学び違いを知ることができた。 

・プリントと先生の説明がリンクしていて分かりやすかった。 

・教科書を読み、自分で書くことでまとめやすかった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特になし 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・発表をがんばりました。 

･各回のプリントをしっかりまとめることができた。 

・郷土の偉人や保育に関わる事など多くのことを学ぶことができた。 

・教科書を一人ひとり読むときに漢字に注意して読みました。 

 

担当教員のコメント 

 

保育内容総論を担当して 5 年目になった。制度改正にともない昨年テキストを変え 2 年目で

あった。昨年の反省を基に 1 回毎にその時間のプリントを作成し、授業の流れやポイントが

分かりやすくなるように工夫した。 

保育の歴史や郷土の保育教材等を自分で考えることを今年は力を入れ、内容が表層的になら

ないようにした。学生の頑張りをプリントで確認したが、今年はプリントの内容と提出状況

がよかった。 
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授業科目名  声楽 授業対象 保育科１年 

授業担当者名 末平浩康 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

＊声を出す時のアドバイスがわかりやすかった。 

＊一対一のレッスンが自分の反省点を知ることになりよかった。 

＊楽譜に大切なところを、チェックしてくれた点。 

＊色んな歌を歌って、自分が少しずつ成長しているような実感ができたから。 

＊同じ曲を何度も練習して繰り返した点。 

＊わかりやすく説明、助言をして下さった。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

＊知っている曲（流行っている）曲なども歌いたい。 

＊もう少し知っている曲を歌いたい。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

＊先生の適格な指導で、声の出し方が少しずつわかるようになった。 

＊先生がユーモアのある方なので、とても楽しく受けさせていただきました。 

＊沢山のアドバイスを受け改善できた 

担当教員のコメント 

 声楽的な見地から見て、特にこの学年の学生は能力が高く、前期の 80周年行事「ぞうれっ

しゃがやってきた」でも、十分な力を発揮してくれた。建学の精神については、歌う姿勢、

心の姿勢を意識して授業に臨み、学生も素直についてきてくれた。 
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授業科目名 音楽療法総合演習                授業対象  保２ 

授業担当者名 山下恵子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・音楽療法の素晴らしさを知ることができ、音楽に対しての興味や関心を持つことができた。 

・質問に毎回答えた。 

・実践ビデオを見ることができた。 

・自分の良さに沢山気付かせてくれる内容であった。 

・分かりやすかった。 

・先生の経験談、失敗談を聞けたこと。 

・楽しく学べた。 

・演習がしっかり自分の身になっていた。 

・専門的なことを知れた。 

・授業を通して、知ることが多かった。 

・一人ひとりの感想、質問に丁寧に答えてくれた。 

・毎回授業を振り返ることで、他の学生の気付きを共有し、新たな学びに繋がった。 

・感性が豊かになった。 

・音楽療法の基本を学ぶことができた。 

・授業内容が工夫されていた。 

・学生の意見や質問をしっかりと受け止め、満足のいく回答であった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・実践に結びついた授業をさらにして欲しい。  

・実技をもっとしたかった。 

・もっと授業を受けたい。 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・前回の感想をもとに振り返りシートを作成し、配布した。前週の質問に答えることで授業内

容を深めることができた。 

 

 

担当教員のコメント 

 音楽療法士取得をめざした意欲の高い学生ばかりであった。学生たちの学習意欲が高いゆ

えに教える側にも力が入った。今年度より、新たに導入した振り返りシートによって、学びを

深めることができることが分かった。また、教育実習後に学生の視点の広がりが見え、成長を

感じた。 
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授業科目名  保育指導法Ⅱ              授業対象 保 2C・D  

授業担当者名 井上浩義 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 
 現場で役立つ授業内容だった。説明も詳しかった。 

 グループ活動が多く、自分以外の意見を知れた。 

 一人ひとりに声をかけてくれた。 

 事例検討や研究保育を通して、より現場で活かせる学びをすることができた。 

 問いかけて、答えると、助言をしてくれた。 

 とてもわかりやすかった。 

 模擬保育を通して、授業で学んだことを生かした。 

 事例や模擬保育で分かりやすく学べたので良かった。 

 授業のポイントや考える時間などがあったこと。 

 友達の模擬保育に参加することで、多くの学びがあった。 

 質問したら答えてくれる。 

 子どもの遊びの発達について学べたこと。 

 たくさんの事例検討 

 研究保育のレパートリーが増えた。 

 プリントを配ってくれるところ。 

 皆の前で模擬保育ができた。 

 プリントが見やすい。 

 子どもへの援助の仕方がさまざまなシーンで具体的に知れたこと。 

 学生に合わせて、授業の方法を工夫していた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
 プリントに穴をあらかじめ開けてほしい。 

 毎日同じことを学んでいる気がして良く分からない。 

 グループワークもたくさん入れてほしい。 

 テストに出るくらい大切なところは、書かせるようにしてほしい。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
 子どもに対しての声かけなど、具体的に学ぶことができた。 

 内容がとても興味深く、受講してよかった。 

 授業を受けて、保育指導に関してすごく参考になった。 

 分かりやすい授業だった。 

 さまざまな事例が出てきてとても役に立つ。 

 実際に現場を想像しながら受けることができた。 

 楽しく授業を受けれて、とても良かった。 

 実習でも役に立った。 

 メモをしながら授業を受けることができ、考えさせられる授業だった。 

 事例検討では、自分の意見だけでなく他の人のも聞け、勉強になった。 

 

担当教員のコメント 

 より実践を意識し、クラスの集団として成長することを目指した授業展開の工夫を行った

が、それが学生にもしっかりと伝わっており満足している。カリキュラム変更により次年度

からは閉講する科目であるため、この授業での学びをどの授業でどう展開するかを考えてい

く必要がある。  
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授業科目名  こども音楽療育演習              授業対象 保２A～F 

授業担当者名 中武亮子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・必要な知識を取り入れられる場が多かった・音楽と子どもの動きや発達について実際に体験で学ぶこと

ができた・いろいろな子どもの姿から、どう関わったら良いか考えられた・説明の後で実際に演習できた・

実際のセッションに沿った内容だった・音楽について考えることがあり、専門的なことを詳しく理解でき

た・音を使って身体を動かす目的がわかった・いつも的確に丁寧に教えてくれた・楽器などに多く触れ、

楽しくできた・様々な音遊びができた・リズムが分かりやすくなった 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・音楽療法と差があってわからない時があった 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・積極的に取り組んだ・集中して楽しんで取り組めた・身に付けようとして頑張った 

 

 

担当教員のコメント 

 今年度はいつもに増して熱心に取り組むこども音楽療育の学生が多かったと感じる。専門

的な授業は音楽療法の学生に比べて少ないが、発達と音や音楽との関係や音の使い方につい

ても理解している様子が伺える。「こども音楽療育士」資格取得の大きな可能性を感じるこ

とができ、今後さらに音や音楽が保育及び療育に活かせるよう、授業内容の充実を図ってい

きたい。 
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授業科目名   音楽療法演習               授業対象 保２A～F 

授業担当者名  中武亮子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・楽しい授業・高齢者の歌を学べた・障がいのある方の様々な遊び、セッションについて学べた・対象者を

踏まえ、発達を細かい視点で見たり実際にイメージして自分でも動くことで、どのような援助が必要な

のか考えることができた・セラピーの目的をしっかりと教えてもらえた・深く学ぶことができた・いろ

んな気づきがあった・多くのリズムや音使いを学べた・いろいろな楽器や道具を使って楽しめた・音符

が読めなかったがこの授業で分かるようになった・先生が熱心だった・一つひとつ丁寧に進んで行った・

できないことや分からないことを躊躇なく聞ける雰囲気がある・身に付くまで何回もできた・グループ

で仲良く取り組めた 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・もう少し早く終わって欲しい・途中で終わってしまうときがあったように感じる 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・積極的に参加できた・一番前で頑張った・一生懸命音を探すのが楽しかった・自分の表現を増やせた・一

つひとつじっくり考えることができた・音楽療法のそれぞれの活動をする中でどこを見ていくのか、関

わり方などの視点が分かった・音楽療法の授業が多くて大変だと感じることもあったが休まず出席でき

た・理解できるまで頑張った 

 

 

担当教員のコメント 

 対象者の発達や状況、活動の意味、多くの遊びや音の使い方、楽しさの中に様々な意味が

あることなど、多くの内容を取り入れながら行ったが、音楽療法士を取得する為の集大成と

して様々な気付きがあり、身に付けたことがあると実感しているコメントがあり、ありがた

く思う。理論的に考えたことだけではなく、それらが感覚として身体の中に入っていき、対

象者と音や音楽を使って遊べることが重要であるので、今後とも学生の主体的な学びを目指

していきたい。 
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授業科目名 器楽活用法 授業対象 保２A～F 

授業担当者名 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・実践しながらみんなで楽しめた・様々な楽器を使って表現できた・いろんなことが学べて役に立った・

技術、音楽力が高まった・苦手なリズム打ちに毎回取り組んだ・身体や楽器を使って感じる楽しさを教

えてもらった・分かりやすい説明・表現が苦手だったが楽しみながらやる機会になった・1つのことに時

間をかけて深めていけた・周りの人と多くの関わりがあった・先生が熱心に教えてくれた

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・音楽療法の授業は似かよっているので先生を変えるなどの区別をした法が良い

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・恥ずかしいと思うこともあったが楽しめた・難しいこともあったが楽しめた・練習を重ねることで少し

ずつできるようになった・演奏する能力だけでなく表現力も高められた・集中して積極的に取り込むこ

とができた・言葉にすることでリズムの初見ができるようになった・休まず出席できた・自分から動く

ことは苦手だが楽しく活動できた・

担当教員のコメント 

・音楽療法の必修科目であるので、普段はあまり使わない様々な楽器を用いて奏法や動き・物・感情に音

をつけることなどを実践的に行った。学生達にとっては難しい課題もあったが、繰り返し行うことでで

きるようになることも多く、それを実感しているコメントもあったことに安堵した。今後の課題として

は、より実践的な力を身に付けるために、学生の主体的な取り組みを促していくことである。

中武亮子
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授業科目名  保育相談支援              授業対象  保育科 2 年 

授業担当者名 久松 尚美  

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・事例を多く活用することで、実際に考えたりしながら、書く練習ができた。 

・ロールプレイングや他の意見を共有することで、自分では気づけない部分を、たくさん知

ることができた。 

・ミニテスト等を行い、知識の定着を図っていた点。 

・自分で考える時間が多くて良かった。詳しい内容でわかりやすかった。 

・連絡ノートの書き方など、保育現場で実践できることを学べて良かった。 

・就職するに当たってとてもためになり勉強になった。 

・演習やロールプレイングを通して、保育の支援の仕方がわかったところ。 

・プリントがまとまっていて、とても分かりやすかった。毎回丁寧でわかりやすかった。 

・スライドがとても分かりやすく、文字も大きかったため、とても見やすかった。 

・事例を基に実践をすることができて、とても身になったと思う。分かりやすかった。 

・一つ一つの項目に対して、分かりやすく受け止めてくれていた。 

・ゆっくり進めていたのでやりやすかった。 

・実践もあり、現場で働くことがシミュレーションできた。 

・具体的な例で話しをしたり、質問に答えてくれたりしていた。 

・授業のメリハリがあり、集中して取り組むことができた。 

・学生の発言に付けくわえ、更に詳しく説明している内容など、学びにつながった。 

・実践や学友同士での意見交換が多く、より実践的な授業だった。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・もっとテンポよくすすめても良いかと思う。 

・熱が入ると、段々早口になる傾向がある。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・ロールプレイングなど、しっかり取り組むことができた。 

・真剣に取り組んだ。休まず出席できた。集中して取り組めた。 

・毎授業の出席を目標に、授業をしっかり受けようと頑張った。 

・実際にやってみたりすることで、とても分かりやすかった。 

・この授業は好きなので、前向きに演習など行った。 

・毎回しっかり取り組み、多くのことを学べた。 

・グループや個人で考えたりする所は、しっかりと考え取り組んだ。 

・子育て支援について詳しく知ることができた。受容・共感する大切さを知った。 

・自分の意見を他の人に伝えるのは苦手だったが、他の人の意見など、グループ演習を通し

て知ることができたので良かった。 

担当教員のコメント 

 2年次後期開講の演習科目であり、これまでの学びを踏まえたうえで、より現場における実

践を意識した内容となっている。多角的な視点を持って、支援を行う大切さを伝えている。 
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授業科目名  子どもの食と栄養            授業対象  保育科２年 A～F 

授業担当者名 高妻 瑠弥乃 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・食を楽しむ方法や栄養について細かく教えて下さった。  
・調乳や白玉など子供と携わるに当たって経験しておいたほうがいいような授業を受けられた。 
・調理実習があり実際に作って考えることが出来たのでよかった。調理実習が実践的でよかった  
・実際の現場で役立つことを多く学ぶことができた。  
・保育の場を想定した食育を学ぶことが出来た。 
・調理を子どもと行う時の配慮を考えることができた。 
・先生の授業の進め方がとてもよかった。 
・授業外学習をすることで事前に学習できた。 
・実際に自分で考えて物を作ったりしたこと。  
・声が明瞭で聞き取りやすかった。 
・子どもに伝えるときにどう言ったら良いか例を言ってもらえて良かった。 
・大事な要点は明確に伝えて下さり、とても内容が理解しやすかったです。また、学生の質問にも丁寧

に対応して頂き、とても学びを深められる事が出来ました。 
・生徒にとても熱心で、分かりやすい授業を教えて下さっていました。質問をしても丁寧に返答してく

れて授業に集中できました。 
 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・課題が多いので減らして欲しい。 
・もう少しゆっくり説明して欲しい。 
・調理実習を増やして欲しい。 
 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・勉強になったところが沢山あって授業を受けてよかったと思いました。 
・食事への配慮の中で大切なことを色々学ぶことができました。アレルギーなど子どもの命に関わるこ

とにはしっかり気をつけていきたいと思います。 
・食と栄養を通して子供にどのように食について意識してほしいか考え直す事ができました。働く園も

食に力を入れているので、自分でも勉強していきたいと思います。 
・初めて知ることが多く沢山学べて良い経験になった。食への大切さについて気づけたし、保育士にな

った時に気をつけようと考えさせられて勉強になった。 
・グループの模擬保育など食と栄養についてのいろんな人の考えが聞けてすごくよかったです。 
 

担当教員のコメント 

 アクティブラーニングの一環で取り組んだ模擬保育について、学びが多かったと感じる学生が多数い

た。また、子どものクッキング体験中や食事介助中の事故防止を念頭に置いた調理実習では、就職後の現

場を自ら想定して取り組むことができたようである。今後も自調自考型の授業を実施し、授業外学習につ

いても実践的な知識に繋がるような課題内容に変更して学生のニーズに沿った授業展開を行いたい。 
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授業科目名  器楽Ⅱ              授業対象  保育２年 

  授業担当者名 安樂  

 

  学生からの主なコメント 

 

   １ 授業の良かった点 

・おもしろく楽しく受けることができて、ピアノが嫌いという気持ちがなかった。 
・初めて知ることがたくさんあって楽しかった。 
・ていねいに優しくわかりやすく指導していただいたこと。 
・童謡を色々知ることができた。自分のピアノ力を上げることができた。 
・レパートリーを増やすことができた。 

   ・毎週授業があったので良かった。 
   ２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 
    ３ 授業への取り組みの様子及びその他の感想 

・先生がたくさんアドバイスをくれたので、とても理解しやすかった。 
・事前に練習して毎時間授業に取り組むことができるほど、授業が充実していました。 
・毎回しっかり練習して授業に参加することができた。 
・頑張って練習してレパートリーを増やすことができた。 
・嫌だったピアノが、練習するにつれ、自分の上達が分かって楽しくなってきました。 
・楽しく授業に臨むことができピアノを徐々に弾ける様になりました。 
 

    担当教員のコメント 

   
 2 年生は、実習や就職試験など将来、保育士として働く時に困らないように自学力や実践力 

をつけることを意識しながら授業を進めていきました。 
      1 年終了までに何ができないのか明確になっている人には、一緒に練習して、ゆっくりじっ 

くり理解と練習することを勧めました。 
ピアノに対して苦手意識が強い人達には、上手くいかない原因を一つ一つ説明して、理解 
することから始め、少しずつ練習が進むようになると、上達していきました。 
中級者、上級者の人達も、苦手なリズムや指番号などの理解を深め、練習を進めて上手に 
弾き歌いができるようになりました。 
実習を経験すると目的意識が明確になり、練習時間が増える人も多くなりました。 
2 年当初では、コード伴奏の弾き歌いから始めて半年で上級者でも難しい曲をスラスラ弾け 
るようになり、「継続は力なり！」とメンバーが感心するほどの人もいました。 
向上心があり、互いに励ましあい、素直で明るく優しい、保育の現場での活躍が楽しみな 
人達です。 
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授彙評価アンケート集計用紙②
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授業担当者名
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授業担当者名
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授乗辞極アンケート集計用紙②
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授業担当者名ェ豚

生からの主なコメント
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名番知 授業対象補ゅ
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名髪み7'
授業担当者名、7多笙

授業対象 付各そ

生か らの主なコメン ト

授業の良かつた点

しつあ¬ノイ

プ万 ふ「夕を亀」写Jじ
ヒ多.場多く

多鴫ィ
llttfyヤ 火 γ汚孝しt ttφ ノ″みグιフの知̂0ア・~~/ビ い` リー    ′― 'ン ー'i,ら、デ,~鯛ん、モ%

レz千ぞ影 。|クイ|で
｀
多
`バ

ち 丼 晰 ノっず争子■して彰 じ多夕`
ノ  _  ́  /_′ ヽ _、 ′ヽ   っ _■  、 あ午 ″ 力   _  l   カ

物I姉を17サ〔i鮮I●ビ蒻 7昂 L冴凝孫ちボ場Vみ :ン
、           、、 し       1ヽ′    ″ レ _ヽヵ  ノ 1′ イ

老ニス
`二

どグ11該iノし,どの`ケダー/7●たτ″りぺごれヽんaハ |イしくイ御りこτζネル・

酔y),4″〕1率がり飾鰐詭滅

"第

歓鮮ηグ影瘍曇筋デ
ル′

已磁豊竃屹     粋,"7t,凛ヽt発議軟づ携、

Z弊襟tttβ fみ子3琢場ク後ノ多いフガイん力光ク
'パ タヽノイが

1ル
7タフ降クツヽ/啄 t'ψじが欠

授業の取 り組みの様子及びその他の感想

IV′蜀《二/吻鯵場イ了し発ちフド多ζ」14ι
%レ形。だと癬つブ硼バ

髯1プ
l多 タソ炒 た́,//1ウしクッ脅ん

多1篤影r皮ガ冤ン●」夕″iF,与L“マο多鬱L:移綺移才i:易し
/じ

しめぅもらlφグのレルタ形峯。ユ協
・形b勧ァィ

鶴惚l競麓.饒絣影勿t亀鑢『
｀
♂訳霧豚鮨 彰

1と)ゞ芝L」;i′ ί:プテ!「 `物
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授業科目名  器楽Ⅱ                   授業対象 保２Ａ・Ｂ   

授業担当者名 山本優子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・重要な部分、難しい所をしっかりと丁寧に教えてくださった。 

・苦手でもわかりやすく、優しく説明してくださった。 

・一人一人に寄り添って、個々のレベルに合った指導をしていた。 

・先生が明るくて雰囲気の良いレッスンであった。 

・頑張りを認めてくれた。 

・授業を楽しく受けることができた。 

 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 

 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・先生の教えてくださる言葉を素直に受け入れ、苦手意識が克服できるように努力した。 

・しっかりと授業に出席し、色々な曲に挑戦して積極的に取り組めた。 

・他の学友がレッスンを受けている時など、待機している時にきちんと弾くことができた。 

・休まず出席した。 

 

 

 

担当教員のコメント 

 ２年生においても、授業の始め・終わりの挨拶を起立してしっかりと行うように心掛けた。 

前期は主に実習曲の準備、後期はコードによる伴奏付けや子どもの歌の弾き歌いに取り組み、 

各々努力する姿が見られた。 

 皆、使用する楽譜やレッスンノートをきちんと準備して授業に臨んでいたが、ノートの自

己管理ができず、提出日を守らない学生が一名いたことは残念であった。最後まで責任を持

つという事の大切さを教えていきたい。 

 卒業後は、専攻科への進学・就職と様々であるが、私の担当した学生の就職先である保育 

園は、挨拶など礼節を重んじる所もある。２年間学んだことを総合的に生かして、社会人と 

して一層成長して欲しいと願っている。 
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授業評価アンケート集計用紙②
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授業評価アンケート集計用紙②

1 授業の良かつた点
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科 目名

授業担当者名

各奪エ
そT乞年票こ軍

からの主なコメント

授業対象隼,こ _F

14Vア )ク フト舞弔 lp_ク
ーマ協久1ダこ

学ちて―愉『ソ勧移動,7婢 T`外多ιtrみた

7紘[難バイ
下 '24響

%Z半チ宅の載をζ

tlら,こ 、ヽR嗜 け多ってな‐マア、ク`
`

1 授業の良かつた点

疇晰 ″をイ′ψい畝 ヴζ
笹 毛

りl始滋 :鮮訂
〃7%

マト・パ■7ttっ ?｀ソロスに1し二多

2-レー↓仁蒸為(久マく灯多
(を也ルt/rレ 川´丁写マC←
■―‐h― 卜包

蓋曇ァニ1奎省承ぞЪ意見2 授業への要望 口改 :

・・
lli[現で1マ

イ レ)ク「人̂手
寸%

ク惨マしてtそ
C‐・

授業の取り組みの様子及びその他の感想

ψのレ′で―卜`1-キ ヤうマイ・ヒルマイ■T/C

淳残ユ多‐孝6は r twこぬT各

)aPttI場 (aゃ デ碑 昨子ようtar政 漱わゴtマで

電Ⅲlす轡■も移第ソてt‐ィ
熱望壺算叶子もノ匁ズギ″zal・ rL2ば、、クーしぃる7今 クーあろλ77炒‐―,kクヽ

'6イ

マi3と
執つっ、、そろ矛(キ ルt17ηャ_、 とんイヽレ多

が́ 4夢各:寸τ才浅7111て  ヽヽ1じ aて 1 場宇tt

ウじ力1く 71っ て成み√げて」丁́ ヒれがうも

4界 み
o、 千Йわたしb時イもよく、料 ■ttも ftち,1争 トンタリ4・ユ』ねごLTく

.

Cυマ/ρ
~為

今I「 を雀l.Jl卜Qしれ の場ラギ鳥鴻き■・ ノーミアド資本
"´

シネi`・ とて…

1影鼻結11年]:1:l畢キ」
しもうご喘

.■
yわ

it lヾ ″甘廿寸

61



授業科目名 メト楽■
授業担当者名上 ▼μ ひ

生か らの主なコメン ト

授業の良かつた点
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授業評価アンケート集計用紙②
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授業科目名 器楽Ⅱ 授業対象 保２ 

授業担当者名 東 真美子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・自分の悪いところを指摘してくれたり、アドバイスをくれたりするところ。

・弾いてくれたので、リズムなどが分かりやすかった。

・演奏技術が上がり、曲のレパートリーも増えたと思う。

・先生が弾いてみせてくださるところ。

・グループレッスンや個人レッスンなど、様々な形で授業を受けられる点。

・毎時間ごとに少しずつ上手くなっていくのを実感できた。

・毎回、課題について最後にまとめてくれたのでわかりやすかった。園の課題も一緒にして

くれたので、安心して実習に行けた。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

（記入なし） 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・ピアノがスキルアップできたのも、東先生のご指導やご助言のもと、楽しい環境の中で向

上することができたおかげです。ありがとうございました。 

・1年生の頃より比較的、弾けるようになった。

・毎回、楽しくレッスンに参加することができた。1年の頃よりも具体的なアドバイスを多

くもらうことができ、良かった。 

・しっかり取り組めた。

・楽しく授業を受けられ、ピアノがもっと好きになった。

・先生から教わったことや練習したことは、絶対無駄にはならないので、働き出しても頑張

っていきたい。 

・難しい曲にも挑戦できたので、楽しく思えた。

担当教員のコメント 

 「器楽Ⅱ」は、保育科 2年生の選択科目であるが、必要性を考えてほとんどの学生が履修す

る。2年生は、実習での実践と直結しており、高い意欲を持って授業に臨んでいる学生が多い。

ただ一方で、意欲はあるが、技術がついてこずに、気持ちが後ろ向きになる学生もいる。そこ

で、左手の伴奏をコード奏に替えるアドバイスを行うと、難易度が少し下がり、学生が再び前

向きに取り組むようになった。この経験からも、本学を卒業する学生が、簡単なコード奏を身

につけられるように、試験のあり方などを工夫していきたいと考えている。 
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名

授業担当者名
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授業科目名  器楽Ⅱ              授業対象 保２   

授業担当者名 美吉玲子  

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・音楽の基礎知識について詳しく教えてくれた 

・難しい曲を弾きやすくしてくれた 

・苦手な曲も丁寧にしっかり細かく何度でも教えてくれた 

・先生が褒めて伸ばしてくれた 

・弾けなかった曲が弾けるようになり、楽しく授業を受けることができた 

・とても分かりやすく教えてくれ、頑張ろうという気になれた 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・初心者は初心者で集めてしたい  

・一人ずつの時間をもっと増やしてほしい 

 

 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・めりはりがあり、授業に取り組みやすかった  

・練習する時間があまりとれないこともあったけど、弾ける曲（レパートリー）が増えた 

・もっと頑張って練習すれば良かったなと思う 

 

 

担当教員のコメント 

  

 学生の多くは真剣に練習に取り組んでいました。しかし、曲の構成や伴奏音のグループな

ど、形になっているものを見つけることが出来ていないので、効率よく練習に臨めるよう指

導に心掛けました。やはり楽譜の見方を知っているかいないかで取り組み方にも差が出ま

す。これからの練習に繋げてもらいたいと思います。 

 一方で、家での練習時間の少ない学生には、日々の生活の中で、保育士になる責任と自覚

を深め、練習に励んでもらえるよう個人に合わせた教材指導にも力を入れたのですが、これ

からの課題です。 

 学生の様子に応じた指導を考え、努めていきたいと思います。 
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名 赤 来 I
授業担当者名
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名

授業担当者名
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授業科目1恭葉
授業担当者名  、1ち

授業評価アンケート集計用紙②
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授業科目名 教職概論             授業対象 保２ＤＥＦ  

授業担当者名 白石知子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・目標が明確であった。事例や実際の出来事を用いての説明があり分かりやすかった。 

・学習ノート（授業外学習）で予習をしておくことで授業にスムーズに取り組むことができ 

たので良かった。学ぶポイントが明確であった。内容が実際の現場で使えるものばかり 

でとてもためになった。 

 ・テーマにそってグループでの話し合いが有り、意見交換・共有があり、学習を深めること 

ができた。友達の考えを聞くことで学んだ。一つ一つ考えにアドバイスをもらえた。 

 ・声が大きく聞きやすく、質問したら優しく返してくれた。適切なアドバイスが良かった。 

 ・スクリーンを使って分かりやすかった。プリントがあって分かりやすかった。 

 ・先生がしっかり学生の意見に耳をかたむけ、丁寧に答えてくれたり、丁寧に授業をしてい 

たので分かりやすかった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・個人の考える時間をもう少しとってほしい。 

 ・スライドの進め方をもう少しゆっくりしてほしい。 

 ・１回の授業内容量が多い。進め方が早かった。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・グループでの取組（話し合い）や発表など積極的に考えて行うことができた。 

 ・日々の課題やレポートを頑張った。・沢山考えることができた。集中して取り組めた。 

 ・授業外学習をしっかり提示してくれたことで、授業にしっかり取り組めた。 

 ・授業から、重要な点、新たな学びを知ることができた。・ＤＶＤも見たかった。 

 ・「教職概論」の教科名から難しそうと思ったが、分かりやすく面白く楽しかった。 

 ・内容が難しかった。・保育士に向けて心構えができた。 

 

担当教員のコメント 

  

・「教職概論」は内容的に難しく考える学生が多い関係で、各時間課題を設定し課題解決学 

習を含めた講義を行った。事前課題（授業外学習）に積極的に取組む学生は、グループワ 

ーク時に自分の意見を積極的に発表していた。学生同士の意見交換は効果的であった。 

 ・学生の発表に対するコメントは改善点も含めて学習意欲を維持できるように丁寧に行っ 

た。学生にとってコメントは、学びの達成感を感じさせるか否かの重要なものであるこ 

とを今後も認識し工夫したい。 
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授業科目名   教職概論        授業対象 保育科２Ａ ２Ｂ ２Ｃ 

授業担当者名  有嶋 誠 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・動画を見たりしてわかりやすく伝えたりしたところ。 

 ・様々な事例が多く、わかりやすかった。 

 ・実際に働き出してからのことを深く考えさせられる授業で、すごくためになった。 

 ・保護者への対応をどうするのか、事例をもとに考えたりすることがあった。 

 ・保育現場の就業規則のことについて学べたことがよかった。 

 ・先生が判りやすく教えてくれたり、保育現場での役立つことを指導したりした。 

 ・毎回、授業の目標があったので勉強しやすかった。  

 ・保育現場での事例がたくさんあったり、旧友と話し合ったりして、考えさせられることが多かった。 

 ・授業の中の大切な部分は要点をまとめてありわかりやすかった。 

 ・わかりやすい例えや世間話を程よく挟んでくれたところ。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・プリントの文字が小さい。 

 ・画面が早く変わるので時々書くことができなかった。 

 ・特にありません。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・最後にまとめがあるともっと良い。 

 ・この授業を受講してよかったと思う。 

 ・時々、眠い場面があったが、残り少ない授業では頑張ります。 

 ・教職に関することを多く学ぶことができてよかった。 

 ・少し体調が悪くても「受けたい」と思えるほど、この授業は楽しかったです。 

 

担当教員のコメント 

保育現場に就職する学生が多いことから、教職に関しての学習を丁寧に進めました。特に、

就業規則やない庭園へ提出する誓約書などは重要視しました。また、将来で会うであろうモ

ンスターペアレントや虐待事例、クレーム対応等も事例として扱い。一人で悩まず相談する

ようアドバイスしました。教職概論は、知識と理解に関する内容が多く、学生の集中力が途切

れることが多くありました。そこで、何回かの授業で集中力が不足する時間帯に幼稚園でよ

く流れる音楽をかけたりして集中力を高めました。グループ活動なども今後は工夫したいと

思います。 
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授業科目名 視聴覚教育                  授業対象 2年保育科   

授業担当者名 志賀 眞 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・様々な教材を作ったので今後に生かせそう。 

・皆のことを考えてくれて人生において大切なことを教えてくれるところがよかった。 

・スクリーンに映し出される視聴覚教材がとてもお手本になりました。前向きになれる話や

人生の大切さを知れた。 

・学生に作らせるのみでなく、先生も作って発表してくれたので創作活動に入りやすい。 

・動画を用いてくれたので分かりやすかった。 

・座学だけでなく、パソコンでのフォト５７５作り、創作活動、発表会が多くて充実した。 

・発表会で友達の作品を見せ合ったところがよい。 

・涙活で感動した。 

・準備がよい。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・フォト５７５発表会ではよい作品を挙手させるのではなく、アンケートを取った方がよい。 

・折り紙はもう少したくさんのパターンを知りたかった。 

・展開が早かったので、もう少しゆっくり進めてほしい。 

・目標をもって明確に。 

・たまに余談が長い時がある。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・振り返りシートで先生が毎回丁寧にコメントを書いてくれるのがうれしかった。 

・毎回楽しくて、次の授業が楽しみだった。 

・いろんな手作り作品が多くて、保育に生かせることをたくさん学んだ。 

・もう少し、主体的に取り組めばよかった。 

・授業をきっかけに作り物の楽しさに気づき、製作が好きになった。 

・いつも色々なことを考えさせる授業で集中して取り組んだ。 

 

担当教員のコメント 

約７０名もの大人数を授業するので、９０分の中で学生の飽きが来ないように、途中、感動的

な涙活を３分ほど入れたり、視聴覚に関係する動画を入れたり、創作活動を入れたり、作品発

表会をふんだんに入れたり、自分が受講生の立場に戻りながら授業の流れを考えた。学生と

のコミュニケーションを図るために授業の振り返りシートを用いて、必ずコメントを書き添

えた。また、毎回授業用プリントを作成して導入段階で説明した。居眠りの学生も一部いた

が、学生が腹を立てないように「頑張ろうね！」などと注意の仕方を考えた。甘い指導である

かもしれない。 
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授業科目名  小児体育Ⅱ   授業対象 保育科 ２年 ＤＥＦ 

授業担当者名 倉岡豊実 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 

・ 個人での模擬保育とグループでの模擬保育があり、実習や現場に向けて自信がつい

た。 

・ 自分で考え自分で進める授業の大変さ、自力で指導する経験が出来た。 

・ 沢山の運動遊びを経験でき、現場での指導に活かせることができた。 

・ 事後研究会で友達からの意見や改善点などを聞くことが出来たので、次の授業

に繋がった。最後に先生からの的確なポイント指導がよかった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・特になし 

  

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 

・沢山の模擬保育を体験して、発見や参考にできる点があった。 

・体育は苦手だったが、この授業を通して好きになった。保育現場でも身体を動かすことの

苦手な子どもに寄り添って行うポイントが掴めた。 

・知識・技術だけでなく、仲間との助け合う力や喜びも学ぶことが出来た。 

 

担当教員のコメント 

 

・ 模擬保育を全員一人で経験させることの大切さは、学生からのコメントからも分かる

ので、前期から計画的に行うことが今後も必要である 

・ 模擬保育の質の向上については、前半よりも後半に連れてレベル向上がなされること

を視野に入れ、指導案作成を行わせ実践させた。導入の工夫や手作り道具の準備など

に発展が見られるようになってきた。 

・ 事後研究会での保育者へのコメントは、個人評価項目に「良かった点」「改善点」を記

入する欄があるので、発表者からの意見・感想は具体的に模擬保育者に届き、事後研

究会の内容も深まっていった。 

・ 授業の準備から、事後研究会の司会進行、記録等、個人的に役割が与えられる 

と皆責任をもってやり遂げることができ、主体的な学習の力が学級全体に付

いてきた。 
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授業科目名 小児体育Ⅱ 授業対象 保 2 

授業担当者名 大石祥寛 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・様々な運動遊びが経験できた

・毎回、楽しく活動できた

・発達に応じた活動をいくつも行ったこと

・自分で考えたり、他の人の意見を知ることができた

・学習ノート等を通して、考えさせられることが多かった

・多様で楽しい遊びを沢山知ることができた

・色々な身体の動かし方ができる遊びを体験できた

・模擬保育などを通して色んなことを学ぶことができた

・模擬保育を行って適切なアドバイスがもらえた

・運動遊びでの配慮を学ぶことができた

・重要なポイントについて分かりやすく説明していた

・ただの運動ではなく、子どもの色々なことを踏まえた体育を学ぶことができた

・意図をもって運動活動をしていた

・先生の元気やパワフルがやる気に繋がった

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・最後にまとめをしてほしい

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・真面目に取り組んだ

・全力で、とても楽しく授業に参加できた

・毎回学ぶことが多く、楽しい授業だった

・少しずつ回数を重ねるごとに、運動遊びへの視点が変わった

・普段話せない人と話したり、コミュニケーションを取れるようにした

・みんなの模擬保育で工夫した遊びを知ることができた

・友達の発表について良い点と改善点をしっかり見つけ、取り入れようとした

・私は運動について苦手意識があったが、そんな私でも楽しく授業に参加できた

・体育についての概念が変わった

・安全面が分かりやすかった

・声かけの仕方や教え方（伝え方）などより深く学ぶことができた

・みんなで協力することの大切さ、楽しさを学ぶことができた

・できるだけ舞い授業、体調を整えて参加し、しっかり取り組む目標を忘れなかった

担当教員のコメント 

 実践的な活動および毎回の振り返りを通して、学生の主体的、対話的な活動を通して、深い学びを促す

ことができた。 
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授業科目名障害児保育Ⅱ            授業対象  保２ ＡＢＣクラス 

授業担当者名 樋口 成樹 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点   
  *記述ありの数が 40件のうち多かったもの 

 画像や動画を用いて、具体的に理解しやすかった。 
 事例を取り上げての説明が分かりやすかった。 
 事例を用いた話し合いがよかった。 
 説明が分かりやすく興味が持てた 
 質問にしっかり答えていた 
 スライド等は見やすい 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
*記述ありの数が 7件。うち多かったもの 

① もっと細かく知りたかった。 

② スライドの文字が多い、プリントが見難い 

③ 試験対策プリントを勉強しやすいものにして欲しい、解答もほしい 

④ 専門的で難しい 

⑤ 言葉遣いが難しい。分かりやすい言葉で説明して欲しい。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
＊記述ありがの数が 27件 

 しっかり取り組んだ。集中して受けた。まじめに取り組んだ。 

 テキストへの書き込みをするなどした。 

 実際に実習で出会った障害を持った子どもの援助が分からなかったのですが、授業でその子と関連づけて授業を学ぶこ

とができ、援助の仕方などを深く考察する事ができました。 

 

担当教員のコメント 

  本科目を担当するのが、昨年に続き 2 度目となるが、昨年度は、障害児保育Ⅰで習うべき内容の定

着が思わしくなかったことから、障害児保育Ⅰの内容の復習を多く取り入れていたため、実質、今年

度初めて担当する形となった。教えてみて本科目が学生にとって非常に難解なものであることが授業

を重ねるごとにわかり、「構造化」等の抽象的な概念を、事例を中心に具体性をもって繰り返し説明を

していった。 

 改善すべき点の①「もっと詳しく」については、積極的な学習姿勢の表れとも思える。②のプリント

等については好ましい評価もいただいており、今後も学生と相談しながら配布物のあり方を考えたい。

③については、「解答を示していないもの」は、事例などで考え方を問い、回答がオープンになるもの

のことであると思われる。 

 足し算と割り算を同時に教えているような難しさと、足し算が習得できていない生徒と掛け算を習得

済みの生徒に同じように教える難しさを感じた。次年度に向けては、学生とのやり取りもより増やし、

全体としての満足度と理解度を高めていくよう努力したい。また、小テストを導入するなどして基礎

的知識の定着と、授業の集中度を高めるようにしたい。 
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授業科目名  障害児保育Ⅱ       授業対象 保育科 2年 D・E 

授業担当者名 串間 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・先生本人の実践の中で体験された話を聞いて、楽しく聞くことが出来た。 

・講義は、日頃の先生の体験を踏まえて説明されるので理解を深める事が出来た。 

・実際の映像（ＤＶＤ）を取り入れ、実際の子どもとの関わり方やケース会議のあり方を学べた。 

・教科書ではわかりづらい内容（保護者との関わり方 アドバイスの仕方など）を具体的な場面 

を設定した上で教えてもらった。 

・ひとつの動画（ＤＶＤ）を何回も繰り返し、視点を変えて障害児の困り感をどうつかむかという授

業で集中して取り組めた。 

・保育所以外の児童福祉の他の現場の様子が聞けたことは興味深かった。 

・分からない事を質問した際、助言してくださり、授業のポイントをしつかりと教えていたので 

わかりやすかった。 

・毎回プリントが用意され、グループワークも多く発表の機会もあり良かった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・先生の運営する施設（自立援助ホーム）の様子をみてみたい。 

・ワークシートの穴埋めのスペースをもっと大きくしてほしい。 

・言葉が聞きとりにくいときがあった。 

・重要ポイントの説明が複数回あった。 

・実習前に教えてもらいたいことがたくさんあった。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・障害児に対する保育について、不安や難しいとの思いが強かったが、授業を受けて軽減することが

出来た。 

・班活動など、他の人との話し合いをとおしてしっかりと考えることができた。 

・友達と話し合う場面も多く、色々なことが学べた。 

 

担当教員のコメント 

・施設現場の生々しい現状を伝えつつの授業を心がけてきました。学生にメッセージが伝わり安堵し

ました。 

・講義中の私語が気になる場面もありましたが、忠告に対しては素直であり授業は進めやすかった。 

・シラバスに合わせた授業を行うためには、その根拠となる教科書が必要だと感じました。学生の中

には教科書を購入していない者も見受けられた。 

・私の都合(出張)等により休講日が生じた。学生には補講をおねがいすることになり申し訳なく思っ

ています。 

75



 

授業科目名 障害児保育Ⅱ                   授業対象 保２Ｆ 

授業担当者名 中村 秀子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

障害児に対する関わり方でとても不安だったけど授業をして少し分かりました。 

障がいのことについて深く考えられた。４ 

分かりやすくたくさんの知識が身についた。 

グループワークがあったところ。２   楽しく授業できたところ３ 

先生の実際の体験話が聞けたところ。５ ＤＶＤを鑑賞し、分かりやすい授業だった。５ 

事例について考え、グループで意見を交換できたのが良かったです。 

気になる子への対応や障がいのことを深く知れたので良かったです。 

これから幼稚園の先生でもつかえる勉強だったこと。 

障がいについてたくさん学べたので、自信がついた。 

分かりやすい。全部を受入れて共感してくれる。 

毎回丁寧に分かりやすく説明してくださったこと。 

とても話したり質問しやすく何でも答えてくれた！！ 

優しく分かりやすく教師の手本となりました。 

とても聞き取りやすく分かりやすかったです。 

１人１人を見て授業してくれた。ペースを待ってくれた。 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

とても勉強になった。 ためになった。 

一生懸命取り組みました。７  楽しく授業に取り組めた。３ 

集中して取り組むことが出来た。 忘れ物なく授業に取り組めた。 

提出物が遅れたけれど、しっかり提出することが出来た。 

事例をしっかり考え、たくさん考えを生み出すことができた。 

真剣に学んだ。 毎日、積極的に授業に参加できました。 

積極的に話し合いに参加できた。 意欲的に参加することが出来た。 

寝てしまうときもあったけど、楽しい授業でした。 

担当教員のコメント 

 授業内容の関心度は様々でしたが、グループでの話し合い事例について、発表など熱心に

取り組んでくれました。体験したことの内容になると一層しっかり聞いていました。挨拶と

私語を慎むことについては指示通り守ってくれましたが、建学の精神「礼節･勤労」の意識を

高めることが出来なかったことが反省点です。 
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授業科目名 情報処理概論          授業対象 保育２ 

授業担当者名 河野 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・Excel や PowerPoint のやり方について分かりました！インターネットはこれから先必ず必要となるので学べてよ

かったです 

・タイピングの時間があり、タイピング力を高めることができたところ！ 

・ワードやエクセル、パワーポイントの使い方を 

・詳しく知れたところ！" 

・パソコンで実践させてくれた 

・パソコンの扱い方について、詳しく知ることができた。 

・パソコン楽しかった 

・パソコン全然打てなかったけどこの授業でまだ打てるようになりました。 

・先生が絶対この授業で打てるようになるって言ってたのほんとだなって思いました。 

・パソコン早く打てるようになったし、計算とかプレゼンテーションもできるようになったこと。 

・プレゼンの仕方などたくさんのことを学ぶことができた 

・楽しい 

・実際にパソコンを使いながら、わかりやすく説明してくださったこと 

・実際にプレゼンテーションを作ったり、視聴したりすることでどのようにしたら人に伝わりやすい物を作れるのか

学ぶことが出来たところ。また、授業の始めに毎回、タイピングをすることで、タイピングのスキルをあげられるこ

とができた。 

・実際にやって見せてくれたところ。 

・実際に現場に出たときにも使っていくことができる技術や知識をたくさん教えてもらいました。 

・社会人になってとても役に立つからいいと思った。 

・初心者でもわかる丁寧な指導でした。 

・将来役立つ知識をつけることができた。 

・詳しく教えてくれて 10 分間のタイピング練習のおかげで前よりも早く打てるようになった。 

・分からないところは、丁寧に教えてくれたところです。 

・毎回、10 分間のタイピングをすることで、たくさんの文字を打つことが出来るようになった。 

・毎回寿司打や 10 分タイピングの時間があったこと 

・毎回速度を測ったところ 

・たくさん打てるようになった。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
・高校の時にやったことある内容とかも全画面を使って説明していたので、こちら側からも操作ができる状態にし

ていてほしかったです。 

・全員が 2 分間のパワーポイントを発表してから 1 分間のパワーポイント発表したかった。自分が頑張って作った

のを見て欲しかったし、みんなのも見たかったです。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
 ・相手にわかりやすく伝えるのが難しかった。 

・タイピングが正しい手の位置において打てるようになって打つスピードもはやくなりました！ 

・楽しく授業に取り組めました。 

・打てる文字数が増えて嬉しかった。 

・初めはなかなか出来なかったけど回数を重ねるうちにできるようになりました！ 

・発表が出来た。 

担当教員のコメント 

今年度もパソコンの初心者から１級取得者までがいるクラスだったが、全員がタッチタイピングができるよう指導し

た。特に保育現場でも必要なスキルを身につけさせ、Word や Excel では学んだことを人に説明する工夫や

PowerPoin では人に伝えるための方法などを指導した。 
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授業科目名  身体表現及び即興演奏法         授業対象 保２A～F 

授業担当者名 中武亮子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・CDの音楽を聞きながらいろいろなリズムで動くことができ、今まで自分になかった表現や動きを身に付

けられた・音や動作のバリエーションをたくさん知ることができた・いろんな音が動物や人間の動きに

繋がることが分かった・動きや絵本に音を付けることを知ることができ、考えながら実践できた・絵本

で役作りをして演じることができた・音を聞きながら動く活動でどこに気をつけるのかが分かった・専

門的に学べた・グループ活動での取り組みが楽しかった・ダンスや楽器演奏などいろいろなことを学べ

た・恥ずかしかったが前よりも表現する楽しさを知ることができた・自分の表現を増やせた・楽しい教

材がたくさん準備されていた・説明が詳しかった・音や音楽の大切さを知ることができた・ 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・自分から動くことは苦手だったが楽しく活動できた・一生懸命取り組んだ・集中して楽しく活動できた・

グループ活動が多くみんなで楽しくできた・他の人の動きを参考に取り入れながら音に合わせて動いた・

即興性を身に付けることができた。現場で活かしたい・音付けを理解し成長できた・音のイメージが広

がった・毎回楽しい授業で先生も真剣に教えてくれた・表現がすごく苦手だった・ 

 

 

担当教員のコメント 

 身体の表現と音や音楽がぴったりと一致することが必須であることの理解、音楽療法や保

育における即興性の意味などを伝えることに力を入れた授業であった。初め学生達は、型か

ら抜け出して表現することに不安を持っていたが、最後には集団で活動する中で音や音楽に

よって自由な表現が引き出される様になったと考える。今後は、一人ひとりが音や音楽を感

じて瞬間的に動けるようになることを目指したい。 
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授業アンケート集計用紙 (用紙②)

授業科目名 保育・教職実践演習 (幼稚園)  授業対象 保育科 2 年

授業担当者名  ( 工藤 道子 )
生からの主なコメント

1 授業の良か つた点

・パワーポイン トなど使つて、分かりやすく説明され内容の理解ができた。

・先生の実際の体験談などを含めての説明で理解 しやすかった。

・指導案や 日案の書き方を詳 しく知ることができて、とても良い経験になつた。

・連絡帳の書き方や行事のコメン トなど、様々な面で実践的な学びができた。

・ 現場での実際の資料を使つての講義は、とても興味深 く分かり易かった。

・ 熱心で分かりやすく、とても楽 しく落ち着いた雰囲気で受講できた。

・ テーマ別の 5回の選択の授業は、自分の苦手な面を集中的に学べることができて

とても良かつた。

・ 先生が優 しく詳 しく教えてくださり、体験談など聞けてとても勉強になつた。

E説明が一つ一つ丁寧で、読み方等も褒めてくれ、声かけも多かつた。

・ 保育現場で使える体験談を聞き、とても参考になつた。

2 授業への要望 =改善方法についての意見

・ 特になし。

3 授業の取 り組みの様子及びその他の感想

・ 先生の授業は分かりやすく、とても優 しいので休まず頑張ることができた。

= 指導案や日案を実際に書く演習等で、将来に繋がる講義であつた。

・ テーマ別に分かれたことで、自分の苦手な部分を克服できた。

・ 少人数に分かれて受ける授業では、苦手なピアノの練習をすることができ、頑張

って練習することができた。

・ 毎回真面目に取 り組みことができた。保育の場で活かしていきたいと思う。

・ 模擬保育に自分から希望し参カロすることができ、経験を深めることができた。

・ 先生の話 し方が穏やかでわかりやすく、楽 しく授業に参加することができた。

当教員のコメン ト

・ この実践演習の授業も改善を重ねながら進めてきた。テーマ別学習も学生に好評

で、ようやく定着してきたように思われる。

・ 現場で実践したことや、これまでの学生の実績を参考資料にし、工夫・改善し授業

に臨んだ。

・ 保育指導案を書き模擬保育を行つたり、日案や連絡帳の書き方等、現場で活かせ

る内容を多く取 り入れ工夫を図つた。実践力が着いていれば幸いである。

・ テーマ別の 5回の授業は、絵本・紙芝居等を教材 とする授業だつたので、図書館

の研修室で行い、効率的に進めることができた。
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授業科目名 保育・教職実践演習（幼稚園）          授業対象  保２ 

授業担当者名  髙妻弘子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・様々な例題について考える時間があってよかった。 

 ・実践などを通してやったので分かりやすかった。 

 ・重要なポイントを分かりやすく説明して伝えてくれていた。 

 ・プリント以外でも実際働いていた時の話や興味深いことを学べた。 

 ・聞き取りやすくて授業内容が分かりやすかったです。 

 ・実践的なものが多くてよかった。 

 ・保育士になった時の子どもや保護者への対応方法を知ることができた。分かりやすい。 

 ・実際の現場にとって必要なことを学べた。知識、技能が身についた。 

・内容の 1つ 1つが具体的で分かりやすい。 

 ・分かりやすくポイントを的確に教えてくださったのでよかったです。 

 ・先生の鏡 保育者の鏡 先生みたいになりたい 

 ・書くだけでなく考えるなどの活動も取り入れていてよかった。 

 ・プリントがほんとにわかりやすくされてていい。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・先生の読み聞かせをもっと聞きたかった。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・毎時間集中して取り組めた。 

 ・勉強になった。 

 ・この授業を受けることで、より一層知識が多くなったと思います。 

 ・真剣に取り組めた。とてもためになる話ばかりだったので集中できた。 

 ・熱心に取り組んだ。 

 ・自分の立場にたってしっかり考えることができた。 

 ・真面目に取り組みました。 

 ・この授業は夢中になって取り組めた。 

 ・毎授業出席を目標とし、授業で学べることを活かせるよう頑張った。 

 

担当教員のコメント 

 学生の態度から、授業内容が学びに繋がっているのか自身を振り返ることも多かったが、

コメントのなかでは 1人ひとり就職を意識して取り組んでいたことが分かってホッとした。 

課題の提出や授業内プリントの記録が丁寧でない学生の指導がうまくいかなかった。集団に

なったときにプラスの方向に向かえるような授業展開ができるように研鑽を積みたい。 
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授業科目名 保育・教職実践演習（幼稚園）         授業対象 保・２C 

授業担当者名 後藤祐子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

･グループで話合いがあった時があり、色んな人の意見も聞くことができて良かった。 

・気づかされる事が多かった。みんなの意見を聞いたりまとめたりすることで勉強になった。 

・考えることが多かったり、専門的な知識を深く学べる授業内容だった。 

・自分の苦手なとこを、5回を通して集中的に学べたこと。 

・実際に現場に出た時に、保育者としての必要な知識を 15回通して学ぶ事が出来ました。子どもの最善の 

利益を守る為にも、私たち保育者が適切な保育を展開して行くことが求められるので、責任感を持たな 

くてはいけないなと思いました。 

・詳しく説明してくれたり、実際の体験談などを話たりしてたので良かったです。 

・保育者として現場で働くにあたって大切な知識などをたくさん学ぶことが出来ました。 

・毎回スライドを使い、見やすくてプリントも穴埋め式だったので勉強しやすかったです。 

・グループでの活動もあり、他の人の意見も聞けたりしたので良かったです。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 特になし 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・授業に出席し、しっかり取り組んだ。 

・集中してとりくめた 

・分かりやすい授業で難しい内容ではなく簡単な授業でした。良かったです。 

・色々なことを学べてよかったです！ 

・保育者になるにあたって、色々なことをこれからも吸収していこうとおもいます" 

・保育者を目指すにあたって大切なことを知ることができ良かったです！・ 

・毎回の課題、レポートを提出できました。 

・先生の言ったことを自分なりにメモするなど熱心に取り組むことができた。 

 

担当教員のコメント 

 5回のテーマ別授業について学生たちも苦手な部分を補完できよかったと思う。15回の本授業におい

て、テーマが毎回違い、内容も多岐にわたるため、授業者として重点をどこにおくのかが難しいと毎年思

うが、今年度は、学生同士で答えを導き出せるよう、ほぼ毎回の授業でグループワークを取り入れた。と

ても活発に意見が出るクラスであったため、充実したワークとなり、学生たちも保育の現場をイメージし

ながら考えることができていたと思う。次年度も授業の内容を工夫していきたい。 
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授業科目名  保育・教職実践演習（幼稚園）         授業対象  保２ 

授業担当者名 大坪祥子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・事例をもとにいろんな場面を想定して考えることができた。 

 ・自分の知らなかった手遊びをたくさん知れて、レパートリーが増えた。 

 ・自分の苦手と向き合うことができた。 

 ・保護者への対応や連絡帳の書き方など不安だったところが分かるようになった。 

 ・自分で考え、それをグループで意見交換できたところ。 

 ・テーマ別で分かれた時に虐待のことについてしっかり学べた。とても大事なことを学べ

た。 

 ・就職した時に活かせる内容だった。 

 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・なし 

  

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・たくさん考える時間があり、ついていこうと必死だった。 

 ・意欲的に参加できた。 

 ・毎回出席し、授業の中で発言することができた。 

 ・自分の意見を人に伝えることができた。 

 ・一生懸命自分なりに考えながら取り組んだ授業だった。 

 ・園便りや連絡帳など授業外学習で取り組んだが、それも楽しかった。 

 

 

担当教員のコメント 

 毎回、授業外学習を授業の始まりに回収し、学生同士で相互評価するなどの工夫をするこ

とで授業外学習の取り組みの促しにつながった。また、翌週には評価をして返却し、フィード

バックを行った。人数が多いので点検するのにも時間を要し、あっという間に翌週になるた

め大変ではあったが、学生が返却されたものを見直す時間もとれたので、理解につながった

と感じた。また他の学生が書いたものを写して提出したこともすぐに分かるため、そのこと

を学生に伝えることで、教員がしっかり見ていることやそのような取り組み方ではいけない

ことが早い段階で分かってもらえたように思う。履修カルテの取り扱いや内容について、ど

のように活用していくか今後検討が必要ではないかと感じた。 
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授業科目名  保育指導法Ⅰ（環境）           授業対象  保２ 

授業担当者名  小川 美由紀 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・学生に寄り添った授業の進め方だった。質問にも丁寧に応じてくれた。 

・実際に模擬保育をする中で、周りの人や先生から評価され、自分自身の気づきもあり、 

学ぶことができた。 

 ・保育指導案についての指導と、模擬保育演習でのアドバイスが的確で、分かりやすくて 

沢山の学びになった。 

 ・実際の保育現場の映像や写真を見たり、実体験を話したりしてくれるところ。 

 ・先生が実際に行った保育実践を見られたこと。 

 ・保育士としての助言だけでなく、子育て中の母親としてのコメントも入れてくれる。 

 ・模擬保育で実践的に学べたこと。 

 ・毎回、目標が提示されていたので授業内容を最初に把握しやすかった。 

 ・楽しく授業を受けることができた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・特になし 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・とても感謝の多い授業です。 

 ・すごく楽しかったです。 

 ・短い間だったけど楽しかった。ＤＶＤとかためになることばかりで、反省してもアドバ 

イスしてくれて学べた。 

 ・保育者になりきって活動することができた。 

 ・保育者としてどのようなことをすれば良いかを考えたり、書き出したりできた。 

 ・先生の体験談が４月からの就職に活かされ、納得することが多かった。 

 ・毎回、とてもためになる授業で学ぶことが多く、集中して取り組めた。 

 ・グループでしっかりと計画を立てて協力できた。模擬保育後に指導案の添削があり、改 

善点を教えてくださり、分かりやすかった。 

 ・この授業で特に模擬保育の準備を頑張りました。他のグループの模擬保育も参考になり 

ました。ありがとうございました。 

 

担当教員のコメント 

 ・保育指導法Ⅰの授業は領域「環境」７回、「健康」７回という限られた時間数での授業で

あるが、２年生後期のこの時期で、就職が決まっている学生も多いため、模擬保育におい

てはより実践的なアドバイスや指導案の添削等を行った。事後研究会を通して学生同士で

意見交換を活発に行うことができ、大変よかった。 
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授業科目名  保育指導法Ⅰ（環境）             授業対象  保２ 

授業担当者名 大坪祥子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・実際に行う立場になって考えることが多かったので、参考になる授業だった。 

 ・事例をたくさん考えたところ。先生が毎回、アトランダムに当てるので常に考えていた。 

 ・細かいところまで詳しく勉強でき、自分では考えられなかったことを学ぶことができた。 

 ・具体例の中でどのような配慮をしていくかみんなで意見を出しあうことでいろいろな考

えを知ることができてよかった。 

 ・子どもの姿を具体的に想像しながら受けられる授業だった。 

 ・一人一人当てられるのでビクビクしていた。 

 ・先生自身の経験を聞き、現場の先生の生の声を聞くことができ、そのようなところに視点

を向けるのかなど、参考になった。 

 ・みんなで、「この時はどうする？」など話し合ったことも役に立つものばかりだった。 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・なし 

 ・授業のポイントが分かりにくかった（1名） 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・真剣に楽しく取り組めた。楽しかった。 

 ・毎時間しっかり考えて取り組めた。 

 ・積極的に意見が言えた。 

 ・みんなの意見を聞きながら、たくさんの考えを知ることができた。 

 ・授業が終わったら頭が疲れているほど頑張った。 

 ・自分の意見を少しは発表できるようになってよかった。 

 ・自分の考えを持ちながら授業に参加できたので、より現場のことをイメージしやすかっ

た。 

 ・授業外学習も含めて真剣に取り組めた。 

 

担当教員のコメント 

 今年度も学生を授業中に休ませない工夫（子どもの具体的な姿をイメージする仕掛け、ア

トランダムに指名する、自由に発言できる機会の確保など）が学生のコメントからも効果が

あったことがわかった。また、学生の発言に対して常に褒めるのではなく、良い気づきの時に

だけ大袈裟に褒めることを心掛けた。学生はたまに褒められるので喜びが増していたようだ。

また保育は答えが１つではないので、様々な考えを認めながらも、そう考える根拠をもつこ

との大切さを伝えた。いろいろな考えを学生が言える雰囲気を作れたことはよかった。  
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授業科目名 保育指導法Ⅰ（健康）         授業対象 保 2 

授業担当者名 大石祥寛 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・分かりやすくて 1つ 1つ理解できるように工夫していた 

・授業で 1人 1回は当たるので意欲的に学び考えることができた 

・考えたりする時間があったので良かった 

・指導案の書き方が具体的に分かった 

・毎回前回の振り返りから始めているので分かりやすかった 

・事例を用いて考える授業なのでイメージが付きやすかった 

・気づかされることや学ぶことが多かった 

・答えを教えていくだけではなく、どうすれば良いか考えさせられるような問いをされていたので考える

力がとても育ったと思う。 

・細かい部分まで分かりやすく教えてくださり、理解しやすかった 

・生活習慣に関する模擬保育ができて、色々な方法が知れた 

・演習があったり、テーマに沿った授業内容で分かりやすかった 

・1つのテーマで授業することで深く考え学ぶことができた 

・グループ発表の演習を通して気づかされたところがあってとてもためになった 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・分かりやすく伝えて欲しい 

・ペースが早かったのでもう少しゆっくりして書く時間を作ってほしい 

・質問の内容をもう少し分かりやすくして欲しい 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・真面目に集中して取る組むことができた 

・先生が言ったこと、自分で考えたことをノートにメモをし、どんなことが大切か、必要かを考えること

ができた 

・実際現場での様子がイメージでき、働き始めた歳に自分だったらどうするか考えながら取り組むことが

できた 

・自分で考える時に、どんなことがあるかできるだけたくさん書き出すようにした 

・今後に繋がるとても大事な授業なので一生懸命発言をした 

・ノートを分かりやすくまとめることを頑張った 

 

担当教員のコメント 

 実践的な活動および毎回の振り返りを通して、学生の主体的、対話的な活動を通して、深い学びを促す

ことができた。課題は、学生の学習ペースを確認しながら進めていくことなどが挙げられた。 
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授業科目名   音楽理論        授業対象 保育科２年 

授業担当者名 末平浩康 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ＊難しい内容もあったが、何度も繰り返し復習した点。 

 ＊理論の合間に、歌ったり鑑賞なども取り入れてよかった。 

 ＊わかりやすかった。 

 ＊解説がていねいだった。 

 ＊授業にメリハリがあってよかった。 

 ＊とても楽しく授業を受けることが出来ました。 

 ＊繰り返しやることで理解できた。 

  

  

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ＊少し進度が早かったが、でも、周りの人や先生が教えてくれて勉強になった。 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ＊どんなに難しくても、負けずに頑張った。 

 ＊難しい内容を先生や友達とも一緒に考えることが出来よかった。 

 ＊理論的なことを一生懸命考え、理解することに努めた。 

 ＊この授業のおかげで音楽の幅が広がったように思います。 

 

 

 

担当教員のコメント 

内容的に難しいので、できるだけ、音楽の実践面を考慮して、理論を生かせるよう工夫したが、個

人差もあり、全体・個別指導のバランスをどう取り入れるかが課題である。建学の精神を意識して授業

の展開を図りたい。 
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授業科目名  社会制度論               授業対象 専攻科（福祉専攻）  

授業担当者名 花畑明美 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

   ・事例を挙げて説明することで分かり易かった。 

   ・分からないことは、その時間に質問するとその時間に解説してくれる。 

   ・自己学習の後グループ学習することでお互いに教えあい分からないところをなくす

ことができた。 

   ・制度の関する社会情勢を交えながら学習を進めていたところ。 

   ・ポイントが絞られていた。 

   ・教科書にない資料を配布してくれる。 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

   ・教科書の目次の順番に進めてほしい。 

   ・前回の振り返りを毎回小テストしてほしい。 

   ・授業のスピードをゆっくり進めてほしい。 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

   ・分からないことはその時間に解決することが大切であった。 

   ・勉強すればするほど難しくて必死に追いつこうと頑張ることができた。 

   ・学友と調べ合いながら学習することで勉強が楽しくなった。 

   ・授業の内容のポイントをプリントにまとめて欲しかった。 

   ・授業内容のわからないところを質問して自分なりにまとめるようになった。  

   ・一番難しい授業だったが分かるようになって楽しかった。 

   ・分からないところを教科書で調べる習慣がついた。 

 

    

担当教員のコメント 

   ・授業を進める中に、自己学習を取り入れて各人で調べた内容をグループで確認 

することでお互いに理解が深まりしっかり授業に参加できていたと思う。 

   ・質問されたことを即答せずに、全員に教科者や資料で調べさせて答える形をとった

ことが質問も多く授業に全員参加して効果的で、そのことが、「教科書で調べる習

慣がついた」、「学友と調べ合いながら学習することで勉強が楽しくなった」などの

感想に繋がったのではないだろうか。 
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授業科目名 生活支援総論             授業対象 福祉専攻科  

授業担当者名 白石知子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 ・グループでの話し合いがあった。意見を出し合い考えたりする場面がたくさんあった。 

 ・生活支援について、グループワークをして、たくさんの意見を得ることができた。全体発 

表が必ずあり、気づくことが多かった。 

 ・毎回目標がありわかりやすかった。授業内容がしっかりしていて良かった。 

 ・事例を提示して話し合うところが勉強になった。 

 ・プリントがあって、分かりやすくまとめやすかった。 

 ・話し合いや課題演習がバランス良く入っていた。 

 ・実習で学んだことをいかした授業だった。 

 ・分かりやすく教えてくださった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・スライドの進め方をもう少し遅くして欲しい。 

 ・グループ学習の時間が少し短いと思った。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・集中して講義を受けることができた。真剣に授業を受けることができた。 

 ・メモをしっかりとり、授業を受けることができた。 

 ・グループで話し合うことが多く、楽しみながら考えることが沢山できた。  

 ・難しいことも多かった。 

 ・楽しい授業だった。 

 ・欠席することなく授業に取り組めた。自分の意見を出すことができた。 

 

担当教員のコメント 

 

 ・学生数が１４名であったが、学び方について共通理解することから始めたことが良かっ 

た。自分の意見は必ずノート(授業欄)に記入させ、発表させた。その後、グループ内や全 

体で課題解決に向け練り合わせた授業の型が実践できたことが学生の意欲や自信向上に 

つながった。 

 ・学習内容の基礎となる義務教育・高等学校での学習習得状況に差があり、確認・復習に当 

初時間をとった。スタートの状況をある程度そろえることも大切であると実感した。 
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授業科目名  コミュニケーション技術Ⅱ            授業対象  専攻科 

授業担当者名 桑迫 信子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・相手にどのように伝えれば伝わるのか、どのように見せればわかり易いのかを考えさせられた。 
・ポイントが明確で、かつスライドやプリントの細かな説明があり分かり易かった。また、それに沿っ

た国家試験対策があった。 
・学生同士で意見交換し多くの意見を聞くことで、違う視点から物事を考えることができた。 
・自分たちでやってみることで気づき、深い学びができた。 
・沢山のコミュニケーション技術について学び、身につけることができた。 
・自分の考えを人に伝えることができた。 
・周りの人と意見交換したり、アクティブに学ぶことができた。 
・高齢者や障がい者だけでなく、同僚や目上の方とのコミュニケーションも学べたので役にたった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・分からないところの振り返りの時間（本日の授業振り返り）が欲しい。 
・演習をもっと増やしてほしい。 
・難しい言葉をわかり易く説明してほしい。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・相手の伝えたいことを汲み取る姿勢や、話の聞き方について自分から変えていくことができた。 
・とても集中して、積極的に楽しく取り組めた。 
・どのようにすれば相手に伝わりやすくなるのか考えさせられた。 
・欠席もなく真剣に取り組めた。 
・以前に比べて自分の意見を発表し、まとめることができるようになった。 
・人の意見を自分の中に取り入れることができた。 
・コミュニケーション技術の知識を学ぶことは苦手だったが、発表や役割を持つことで少しづつ自信が

ついた。 
・話を聞く姿勢や記録の書き方など幅広い内容が学べた。 
・授業を国家試験にあわせて考えることができた。 
・介護現場における利用者に適したコミュニケーション方法について学ぶことができ、実習にも活かす

ことができた。 
 

担当教員のコメント 

 傾聴･共感の姿勢など、事例や演習を取り入れた学習スタイルが多かった。また、コミュニケーション障

害に関する内容は医学的知識が必要となったりするので、国家試験対策としての問題なども盛り込みなが

ら、資料等の教材もさらに工夫したい。 
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授業科目名  医療的ケア                授業対象 専攻科（福祉専攻）  

授業担当者名 花畑明美 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

   ・演習時間が多くて留意すべき点が明確になった。 

   ・デモンストレーションしてから各班で演習するので理解しやすかった。 

   ・DVDを視聴しながら何回も演習したことで理解できた。 

   ・現場と同じ備品を使用して演習したことが実習で不安なくできた。 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・備品の手袋やカニューレなどしっかり揃えて使い回しをしないで欲しい。 

 ・授業のスピードをゆっくり進めてほしい。 

 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

   ・準備や後片付けも積極的に取り組んだ。 

   ・実施する側だけでなく、実際にされる側になって利用者の立場も体験したい。 

   ・初めての医療的ケアの体験であったが楽しく取り組めた。 

   ・清潔を意識するようになった。 

    

 

 

 

担当教員のコメント 

   ・演習授業の場合、実習服の確認や備品の取り扱い・片付けなど各班で責任を持たせる

ことが演習の取り組みも真剣になると考えられる。 

    医療行為で生命にかかわることであり、授業開始時に真剣さを厳しく伝えた。 

    最終的に一人一人の確認テストが必須であることも伝えたことで、演習への真剣な

取り組みに繋がり良かった。 
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授業科目名  介護過程総論・演習     授業対象 専攻科（福祉専攻） 

授業担当者名 戸敷早苗 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

 ・実習は不安だったけど、一人ひとり丁寧に記録を見てくださり、安心だった。利用者のために何をす 

れば良いのか相談にのってくれた。 

 ・実習に向けた準備を授業の中で取り組むことができた。 

 ・介護過程に関するアセスメントの方法などを詳しく教えてくれた。 

・質問に対してしっかりと応えてくれた。 

・授業で具体的な流れを把握することができたので、見通しを持つことができた。 

・実習中に困らなかった。 

・授業での学びが相互に作用して学びを深めることができた。 

・実習に向けて全員で準備していくので心強かった。 

・自分で考えることがすごく多かった。 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・分からないことをどう考えればいいのかアドバイスが欲しい。 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 ・集中して取り組むことができた。 

 ・利用者のよりよい生活を目指して計画を立てて実施することができた。 

 ・実習に臨むにあたってしっかりと授業を受けることができた。 

 ・難しいと思ったけど、分かりやすく教えてもらえた。 

 

 

 

担当教員のコメント 

  介護過程の学びは実習ととても関係の深い内容であるため、実習時期と内容を考慮しながら授業を 

進めた。学生は学内での学びをものに、実習先の実習指導者の指導の下に介護過程の展開を行ったが、 

特に大きな混乱等も無く進めることができていた。また、実習との関係があるため、学生たちもしっか 

りと授業メモを取りながら、集中して授業に臨む姿勢が見られた点は良かった。しかし、中にはアセス 

メントの方法など根拠を基にじっくりと考え利用者のニーズを導き出すなど、はじめて行う介護過程の 

展開について戸惑いを感じる学生もいたようで、もう少し丁寧に学生の反応を見ながら授業を進める必 

要があったことから、この反省を生かして授業の進め方等改善を図る。 
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授業科目名  介護総合演習     授業対象 専攻科（福祉専攻） 

授業担当者名 戸敷早苗 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

 ・介護実習では初めてで不安も大きかったけど、事前準備から振り返りまで丁寧にしてくださったので 

安心できた。 

 ・実習前に事前学習をすることで、実習中に質問のしやすく、疑問等が一歩踏み込んだものになった。 

 ・事前学習をすることでイメージを持って実習に取り組むことができた。 

 ・実習の準備をすることで、スムーズに実習に臨むことができた。 

 ・実習前に様々なことを勉強することで、見て学ぶもの、その配慮について理解することができた。 

 ・質問に対して分かりやすく教えてくれた。 

 ・実習に向けて施設の概要についてしっかり学ぶことができた。 

 ・自分で考えることが多かった。 

 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ・演習グループでの共同学習の時間をもう少し増やして欲しい。 

 ・どこが分からないのかが分からない。 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・自ら知りたいと思い、学ぶようになった。 

・学習時間が増えた。 

・時間を有効に使うことができた。 

 ・実習へ向けて熱心に取り組むことができた。 

 ・分からないところを自分で調べて身につけることができた。 

 ・事前学習をしっかり行い実習に臨むことができた。 

 ・実習を振り返り、改善点や課題をみつけながら実習できた。 

 ・考えることが多かったり、何が正解なのか焦ったりしたけど、記録が書けるようになって良かった。 

 ・一つひとつの実習や講義にしっかりと取り組むことができた。 

 ・様々な教科書から知識を集めて取り組むことができた。 

 ・実習準備の時間が苦手だった。 

 

 

担当教員のコメント 

 入学後間もない時期から年４回の実習に向けての準備を進めるため、専攻科での学習に対するモチベー

ションや意欲の低下を招かないように、授業を通して少しでも実習に向けての不安材料を軽減できるよう

実習前には特に事前学習の充実を図った。はじめは、これまでに実習に向けての事前学習の習慣がないこ

とから、あまり積極的でない様子であったが、実習を重ねるごとに自ら学んだことが、実習で生かされる

ことを知ると、事前学習の内容にも変化が見られるようになった。また、学生は自分に自信がついてくる

と徐々に実習に対する不安も軽減されるなど、学生自身が自分の変化や成長を実感することで学習意欲の

向上に繋がったと考えられるため、今後も継続して取り組んでいきたい。 
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授業科目名   介護福祉概論Ⅰ            授業対象  専攻科 

授業担当者名  桑迫 信子 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・ディベートが行われ、学生が自身の考えをもって参加する活動が良かった。 
・グループ演習など、他の人との意見交換が活発で一体感が作られた。 
・アクティブラーニングが多く、工夫がされていて楽しみながら授業に参加できた。 
・事例を元に考えたり、実際にやってみてわかることが多かった。 
・様々な角度から一つの事柄について掘り下げていく。 
・尊厳について深く学ぶことができ、人権の大切さを改めて感じることができた。 
・授業に連続性があったので、次の授業が楽しみだった。 
・分かるまで教えてくれ、介護の良さを知ることが出来た。 
・常に学友と協同学習し、周りの意見を聞いたり自己学習することで深い学びができた。 
・介護福祉士の役割、機能、倫理について学べ、すごく重要だと思った。 
・要点がまとめてあり分かり易く、幅広い介護に関する知識が身についた。 
・介護に対するイメージが以前より変わり、改めて介護福祉士の役割について学べた。 
・それぞれの視点で物事を考え、チームとして実践できた。 
・介護についての歴史や重要性がわかりやすくまとめられていた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・もっとディベートなどの時間を作って意見の出し合いをしてみたい。 
 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・介護に対してのイメージが初めより大きく変わった。 
・人として成長できる授業だった。 
・根拠をもとに自分の意見を伝えられるよう意識して行うことができた。 
・楽しく受けられた。 
・集中して積極的に学習できた。 
・積極的に参加し、 前より自分の意見をしっかりと相手に伝えられるようになった。 
・自分の意見を持ち、グループで話し合うことで多くの意見を聞くことができ勉強になった。 
・周りの人と相談し、意見を交換して取り組むことができた。 
・介護福祉士のあるべき姿を学ぶことができた。 
・憲法や条約が思ったより多かった。 
・はじめは自分の意見をいうので必死だったが、相手の意見否定せずに聞いて受け止めることができる

ようになった。 
・ディベートでもう少し全体に協力できればよかった。 

 

担当教員のコメント 

 学生は、ディベートのために情報を集め知識を整理し、学友と協力しながら積極的に臨んだ。また、時

間中大いに活性化し、素晴らしい意見と成長を感じた。来年度も計画的に取り入れたい。 
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授業科目名  介護福祉概論Ⅱ 授業対象 専攻科（福祉専攻） 

授業担当者名 花畑明美 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・事例を挙げて説明することで理解が深まった。

・分からないことは、その都度質問するとその時間に解説してくれる。

・グループ学習したことで意欲的に取り組めた。

・お互いに教えあうことが逆に自分の理解が深まった。

・教科書にない資料を配布してくれる。

・学生が疑問に思うことを先生も一緒に考えてくれる。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・復習の時間が欲しい。

・授業のスピードをゆっくり進めてほしい。

・テストをした後、間違えた個所を教科書で調べるのではなく解説書が欲しい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・自ら勉強する習慣がついた。

・授業に毎回出席して、わからないことは教科書等で調べることで理解が深まった

・すべての授業に毎回出席したことが達成感に繋がった。

・自己学習の時間を大切にした。

・毎回真剣に取り組みわからないところが解決できるようになった。

・授業外学習の時間が増えた。

・もう少しくいついて受ければよかった。

担当教員のコメント 

   ・授業の中に小テストを取り入れて、回答した後に間違えた個所の訂正と、どの部分が

間違えているかを下線で記し、正答を記入するという作業を授業外学習に結び付け

たことが、「自ら勉強する習慣がついた。」「授業外学習の時間が増えた。」など学生自

身の学習意欲と達成感に繋がり効果的であったと思う。 
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授業科目名 介護福祉概論Ⅲ 授業対象 専攻科（福祉専攻） 

授業担当者名 戸敷早苗 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・学習内容に関するデータなどもたくさんあり、理解しやすかった。

・グループワークがあったり、小テストなどもあり、振り返りながら内容を身につけることができた。

・授業内容プリントで分かりやすい説明の授業だったので、情報量は沢山あったけど、多くのことを知

ることができた。

・感染症の授業で、穴埋めだけでなく記入する部分のもあったので眠くならなかった。

・映像を用いることで必要な物やその実際を見て学ぶことができた。

・集中するときと、意見交換のときとのメリハリがあって集中できた。

・施設で就職した場合に必ず気をつけないといけないことや禁止事項などを知ることができてよかった。 

・国家試験の対策をしていたところ。

・プリントがあり一つひとつ分かりやすくまとめてあったり自由に記録するスペースがあって良かった。 

・ポイントや大事なところがまとめてあってわかりやすかった。

・先生が反応を丁寧に受け止めてくれた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・自由メモなど大切なところが分かりにくかった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・虐待であったり、感染症に対する現状や対策などについて沢山学ぶことができた。介護福祉士にとっ

て授業で学んだ内容は大切だと思うので学んだことを忘れないように復習したい。

・必要なことはメモを取り、自分なりにまとめながら授業に取り組むことができた。

・プリントをもとに要点などをおさえることができた。

・分かりやすい授業をありがとうございました。

・自ら穴空きのプリントが欲しいと伝えたり、積極的に取り組んだ。

・授業外学習で理解できなかったところなど調べたりして取り組んだ。

・一つひとつの講義をしっかりと受けることができた。

・法律や年号など苦手な分野だったので覚えるのが大変だった。

・積極的に取り組めた。

・感染症は保育・介護どこでも必要な知識なので、詳しく学びいつでも対応できるようにしておきたい。

担当教員のコメント 

 後期 15回の半期科目であるため、介護福祉士国家試験も視野に入れながら、確実な授業内容の定着を 

図るために、定期的に小テストを実施した。感想にもあるように、定期的に知識の確認を行うことで、 

毎回の授業に対する集中力が高まり、授業外学習の時間が増えるなどの効果もあったと考える。また、

スライドで様々な調査データ等を示しながら授業を進める際は情報量が多くなることもあったが、ワー

クシートにメモを取りながら話しを聞くなど、学生の学習姿勢にも変化が見られるようになった。しか

し、学生によってはワーク氏との活用方法について、メモを取る内容などの要点が分かりにくく、上手

くワークシートを活用できなかったという点からも、さらに学生に分かりやすい説明、学習内容の定着

を図るためのワークシートの工夫等について検討する必要がある。 
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授業科目名 生活支援技術 授業対象 福祉専攻科 

授業担当者名 白石知子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・皆で話し合う時間が多かった。 ・グループ活動が多く楽しかった。

・教え方が分かりやすかった。

・学習内容が日常で使える内容であったので生活に役立てながら学んだ。

・先生が私たちの反応をしっかり受けとめてくれた。

・編み物や縫い物、調理実習等があり、実践しながら学ぶことができた。

・演習があった。授業のスライドが分かりやすかった。

・今後に活かしていけるような授業だった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特になし

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・すごく楽しかった。演習毎に楽しんで行うことができた。

・頑張った。真面目に集中して取り組むことができた。

・しっかりプリントまとめをした。質問しながら取り組めた。

・グループワークをもっとしっかりやれば良かった。

・欠席することなく取り組むことができた。

担当教員のコメント 

・演習中心の授業であったが、レディネス段階で技術力の差が大きかったが、学習の意味を 

理解させ取り組んだ。成功体験させるために、資料等を工夫した。 

・学生数が１４名であったが、学び方について共通理解することから始めたことが良かっ

た。

・演習・実習の際、グループでの共通理解等を徹底したことがまとまりや目標達成に良い

効果が見られた。

・技術力には個人差があるので、学生の頑張りは必ず誉めることに徹した。
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授業科目名 日常生活支援技術Ⅰ・Ⅲ 授業対象 専攻科（福祉専攻） 

授業担当者名 戸敷早苗 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・問題を通して知識を身につけ復習できる。

・それぞれの身体機能に応じた支援方法を自分たちでまとめるところ。

・教えてもらいながら実際に演習を通してポイントを学ぶことができる。

・演習授業ではグループで相談してまとめ、発表することで知識・技術を身につけることができた。

・体の自然な動きについて学習することができた。

・一つの動作毎に確認する時間があり、難しい介助でもしっかりと身につけることができた。

・実技試験に向けてクラスメイトと考え練習することで、負担感がなく、勉強になることが多かった。

・項目ごとに分かりやすくまとめていた。授業の進め方が新鮮で面白かった。

・実際に演習をすることで理解しやすかった。

・始めて学ぶことが多く、難しかったが、何度も教えてくれたり、分かりやすくしてくれた。

・まとめプリントがあり分かりやすかった。

・演習が多く、お語気を通して覚えたため、覚えやすかった。

・わかりやすくまとめてあったので、ポイントがおさえやすかった。

・グループさークで色々な事例を自分たちで考えて、発表することで、考える力や想像する力がついた。

・事例をもとにグループワークでしっかりと考えるところ。

・演習で実際に体験することで、体の使い方や利用者との一夜距離感など体感して学ぶことができた。

・教科書を読む→プリントの確認→問題を解くと言った授業の流れ

・介護福祉士国家試験対策

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・スライドを変えるタイミングが少し早くて追いつけない時があった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・楽しい授業でした。

・毎時間出席し、忘れものも無く頑張ることができた。

・教科書とプリントを照らし合わせながら大事なところにマーカーを引き、理解を深めることができた。

・演習を通して学んだことを実習で行かせた。真剣に取り組めた。

・いくつかのパターンで若干配慮する点が違ったりすることが多く難しかった。

・生活支援をしていく上で、大事な部分なので、学んだことを普段から意識していきたい。

・講義も演習もしっかり受けた。

・クラスメイトと一緒に考えながら学ぶことができた。

・学生同士で教え合いながら演習に取り組めた。

担当教員のコメント 

 授業回数の多い授業であるが、年間を通じて同じ内容はないため、学生には前期授業開始よりそのこ

とを伝えると共に、演習授業の際は、実習同様に服装や身なりを整えて授業に臨むことにしている。年

４回の実習や介護の対象者を考えると常に感染症予防等への意識を高めるための一環でもある。どの学

生もそのことを理解しており、常に身なりもしっかりと整えて懸命な受講態度であった。 

  前期は教科書を基に基本的な内容の学習、後期に入ると利用者の状況に応じた介護の実践力を身につ

けるために、これまでの基本的な知識を基に他科目での学習内容や実習経験等も重ねながら自分たちで

考え、根拠を基に介護を展開する演習内容へと展開している。このような学習が学生コメントを見ても

理解が深まった、楽しく学べたなど、学習意欲の促進、知識の定着という意味でも効果的であったと考

える。授業の進め方については、１コマ授業内容に応じたスライドの量など学生の理解をしっかりと確

認しながら、丁寧な授業を行う必要がある。 
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授業科目名 日常生活支援技術Ⅱ 授業対象 専攻科 

授業担当者名 桑迫 信子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・資料や演習が豊富で理解しやすかった。

・手順を学んでから実際に演習を行い、改めて理解することができる授業の流れ。

・教科書に載っていることの倍くらい深く考える授業。

・分からないところは教えてくれ、分かり易い授業だった。

・同時に国家試験対策を行っていた。

・実際に体験したり、様々な事例や映像を見ることで視覚的にもわかり易く、より深い学びになった。

・実践を通してポイントを押さえ、利用者側や実施者側を実施したのでどちらの気持ちも理解でき支援

方法を考えることができた。

・分からなくても置いていかれることもなく身についた。

・グループワークが多く、自分の意見を伝えたり、相手の意見をたくさん聞いて学べた。

・演習では自分の体の使い方など体験し学ぶことができ、介護をする上で特に重要な内容だった。

・相手役（利用者）から直接意見をもらえたので、改善点が明確だった。

・様々な DVD や映像を観て、「人間の死」について考えることができた。

・感想など自分たちの気持ちを書き出したり、伝えたりできたところ。

・演習を通して学友と学べた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・スライド切り替えが少し早かった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・毎回集中して、積極的に自主性をもって取り組むことができた。

・授業後に自分で学習する習慣がついた。

・様々な分野について学び、どれも今まで自分たちが当たり前にしているものだが、利用者の気持ちに

なって物事を考えられるような授業だった。

・利用者の立場になってケア方法を学ぶことができた。

・今後の生活で大切な内容だったので学べて良かった。

・演習などの準備や片付けに積極的に取り組んだ。

・テストなど、教科書・プリントをもとにまとめることができた。

・演習にもしっかりと取り組み、よりよい支援の方法について学ぶことができた。

・介助や死へのことが分かり、1 年を通して成長できた。

・休む回数が多かったので、もう少し積極的に取り組めばよかった。

担当教員のコメント 

 技術は根拠が重要である。「講義⇒視聴覚教材⇒手順表作成（※課題）⇒演習⇒振り返り」のスタイルを

何度も繰り返すうちに、※課題の手順表作成や留意点などのポイント整理がスピード感をもってできるよ

うになった。根拠をおさえる訓練は国家試験につながる。来年度も継続して実施したい。 
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授業科目名  認知症総論 授業対象 福祉専攻科 

授業担当者名 濵砂貴美子 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・分からないところは解説していたこと。 ・資料がつくり込んであって良かった。

・教科書を使い、要点をプリントにまとめて分かりやすかった。

・様々な認知症を勉強して理解できるまで教えてもらった。プリントに大事な部分がまとめられていた。

・たくさんの資料や復習の時間もありすごく分かりやすかったです！！

・初めて学ぶ分野だったけど、たくさんの認知症についての症状や対応法について学ぶことが出来た。

・授業を進める前に前回の復習をしていたところ。・先生が丁寧な話し方で、進度もよかったです。

難しかったけど分かるように話をして下さった。 ・スライドもあって良かった。

・授業プリントで要点をしっかりまとめていて分かりやすかった。２件

・テストの解説を丁寧にしてくれたところ。

・プリントがあって要点がまとめてあり、教科書を見ながら、より理解しやすかった。

・教科書に沿ってプリントを作っていて分かりやすくまとめていたところ。

・先生の実体験をもとに、その人の様子や動きを教えて下さったので分かりやすかった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・問題を解く時間をつくって欲しい。 ・もっと話し合いなどのアクティブラーニングが欲しかったです。

・ポイントの明確化してほしい。 ・教科書を読む。 ・国家試験の対策をして欲しかった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・有り難うございました。・集中して取り組むことが出来た。 ・プリントにメモしながら行った。

・国家試験での苦手な範囲なのでまじめに取り組んだ。 ・調べ学習を行った。

・授業の小テストなどを通してもっと勉強しようという意欲がつきました。

・資料と教科書を照らし合わせながら大切なところにマーカーし、必要なことはメモをしたりした。

・苦手なところを把握しながら授業に取り組むことが出来た。 ・眠い時もあった。

・認知症の種類やケアの仕方、対策などもわかったので良かったです。

・１回１回の授業を集中して受けることができた。 ・どこが重要なのかポイントなのか分からなかった。

担当教員のコメント 

・パワーポイントを使用して授業を進めたが、基本はテキストであることを説明した。

・「認知機能が低下し日常生活に困難を抱えていても、ひとりの人としその人らしい生き方ができるかどうか

は介護職や周囲に人たちがどれだけ認知症の人の尊厳を保っているかにかかっている。」ということを伝え続

けた。 

・演習の時間をもう少し確保していく。

・国家試験対策についてその方法について再考する。
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現代ビジネス科 

 １年 

 ２年 





授業科目名 医療用語Ⅰ 授業対象 現 1医 

授業担当者名 武村 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・用語の意味を自分なりの言葉で説明させるところ。 ・私たちが答えることが多いところ。 

・ひとつひとつ詳しく教えてくれた。    ・具体的な病院の名前で教えてくれるところ。 

・プリントに分かりやすくまとめられており、自分で調べる機会もあり、考える力もついた。 

・まとめのプリントがあり、分かりやすかった。

・あらゆる症状や疾患に対し、具体的にどのようなものがあるのかを丁寧に教えてもらった。 

・医療用語だけではなく、医療事務として働くことに必要な能力について、学べたこと。

・前に習ったことも、きちんと復習してくれた点。

・分かるまで教えてくれるところ。質問の応答が早い。いいところ、悪いところをはっきりと

学生に伝えるところ。

・専門的なことを詳しく知ることができた。   ・将来の夢につながる勉強ができたこと。 

・医療用語を学ぶ理由が分かり、これからも考えていくべきだと分かった点。

・しっかりと声が聞こえるところ。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・イレウス以外にも、他の病気を調べさせてくれれば、自然と頭に入るのではないか。

・テストを待ち込みアリがいい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・新しい用語がどんどん出てきて、自分なりの言葉で解説することがとても楽しかった。

・欠席が多く反省している。授業は、毎回、新しいことを学べたので良かった。

・とても興味がある内容です。 ・まだ、これからも学びたい。

・医療現場で働くことの自覚も学べ、私自身の気持ちも引き締めて取り組むことができた。

・難しい単語や聞きなれない単語ばかりで、覚えるのが大変だった。

・最後まで穴あけパンチを使用しなかったずぼらさを後悔している。

・初めての内容だったので、分からないことをそのままにせず、先生に質問しようと思えた。 

・事務職に就くにしても、知っておくべきことがたくさんあって驚いた。そして、知っておく

ことの大切さも理解できた。

・レポートなどにまとめる力がついた。

・なるほど病院でのあの時はこうだったんだ、と思えることが多く楽しく学べた。

担当教員のコメント 

 医療用語という科目を通して、医療に興味を抱けるということは、とても重要なことであ

る。調べたり、まとめたりする作業を通して、自分の経験も活かしながら、学生は医療への理

解を深めていった。また、自分の言葉で説明するということにも、時間を費やした。アウトプ

ットができて、初めて知識が活かされることを、身を持って体験してもらえたと感じている。 
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授業科目名 イラスト入門 授業対象 現ビ１ 

授業担当者名 河野 

１ 授業の良かった点 

・やり方が分からないときに丁寧に教えてくれた。

・ずっと絵が描けた。

・自然の観察ができ手書きで表現できた。

・たくさんの絵を色々な方法で描けた。

・今までやったことがないことを体験できた。

・とても優しくて丁寧に教えてくださったところ。

・イラストなどいろんな表現を使って学べた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・ペンタブレットなどを扱ってみたい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・この授業を受けてワードでもイラストが書けることを知った。

・最初は何もやり方が分からなかったけど、今では結構分かるようになった。

・一つひとつゆっくり教えてくださったので、とても分かりやすかった。

・パソコンを使って、いろんな描き方を学べたのでよかった。

担当教員のコメント 

手書きでは、鉛筆、色鉛筆、ポスターカラーなど、パソコンでは Inkscape、PhotoShop、Wordを用い

様々なタッチのイラストを作成した。 

これからは更に観察力や表現力を高められるよう指導したい。 
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授業科目名 情報機器利用プレゼンテーション演習 授業対象 現ビ 1 

授業担当者名 栁田 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・分かりやすい。 ・高校で学んだことよりもっと深く学べたところ。

・社会で役に立つことを知れた。 ・知らなかったことを知ることができた。

・応用が分かった。 ・説明が分かりやすかった。

・たくさんのスライドショーだったり、アニメーションの仕方を教えてくれた。

・いろんな知識を得られた。 ・周りの人と教え合いながらできた。

・プレゼンの作り方が分かった。 ・色んな技術を学べた。 ・実技ができた。

・かなり深い応用まで学べた。 ・機能の説明が分かりやすかった。

・社会人になったときに活かせる能力を身につけられた。

・パワーポイントの使い方や機能を知ることができ、プレゼンの練習ができたところ。

・プレゼンの基礎から応用まで幅広く学べたところ。

・プレゼンの色んな技術を知れたこと。 ・教え方が分かりやすかったところ。

・最後に一人で一からプレゼンを作れたことで成長を感じた。

・一つひとつの動作を丁寧にゆっくりと指導しながら授業をしてくれたところ。

・パワーポイントの使い方が詳しく知れてよかった。

・パソコンについてのスキルがふえたところ。 ・一つひとつ丁寧に教えて下さったところ。 

・これから必要になってきそうな知識を知ることができて良かった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・一度教えたらもうやらないところ。

・レベルによって分けて頂けると嬉しいです。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・これまでの知識＋新たな知識が得られたので良かった。

・たまにまた教えていただける機会があれば宜しくお願い致します。

・この授業がなかったらオープンキャンパスは失敗していたと思うので本当に助かりました。 

・この授業で学んだことは社会人になっても活かしていきたいです。

・不器用ながらも一生懸命がんばれました。夏休みの課題も学んだ知識を生かしたいです。

・パソコンについての知識がふえて良かったです。

・今まで知らなかった技術を知れて今後に生かしていきたいと思いました。

・最初の方は無知でなにも知らなかったけど、この授業を通して、大きく成長できたような気

がする。 

担当教員のコメント 

 1 年生は、出身高校の違いによってスキルに差があり、授業展開に不安もあったが、「分か

りやすい」「良い学びになった」などのコメントが沢山あり、ほっとした。今回の授業を基盤

に、来年は更により良いものにしていきたい。 
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授業科目名 情報処理論                      授業対象 現１ 

授業担当者名 栁田 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・パソコンのインターネットのトラブルを聞けて良かったこと。 

・忘れていたことだらけだったので、もう一度学べて良かった。 

・パソコンについて分かりやすくまとめられたプリントで授業をすすめたこと。 

・パソコンについて詳しく学ぶことができた。 ・コンピュータについていろいろ知れた。 

・専門知識が学べた。 ・モラルについて分かった。 ・実技ができた。 

・情報モラルだけでなく、いろいろなソフトの使い方を学べた。 

・ポイントが押さえられてて分かりやすかった。 ・写真の編集能力等を学べた。 

・フォトショップの機能を知り使えるようになれたところ。 

・最後のストップモーションでは、みんなで協力してとりくめた。 

・やったことのないストップモーションやフォトショップのやり方が知れたこと。 

・動画作成が面白かった。 ・一つひとつポイントをおさえながら教えてくれたところ。 

・いままで未体験だったフォトショップやムービーメーカーをさわることができたこと、さ

まざまなことを知れたところ。 

・基礎から学べて分かりやすかったところ。 ・パソコンのアートや効果が学べたところ。 

・動画やプリントを用意してくださったところ。 ・基礎知識から学べて良かった。 

・説明が一つひとつ丁寧で分かりやすかった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・一度教えたらもうやらないところ。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・提出物の締め切りが近い方を優先させる癖をもちたい。 

・今日頑張るように今の時間を大切にしたいです。 ・分からないところを教えてもらえた。 

・知らないことを学ぶことばっかりで面白かった。 

・先生が小さな画面を横に出しながら説明してくれたのが良かった。 

・初めて知ることがたくさんで楽しかった。 ・パソコンの様々な機能を知ることができた。 

・毎回新しいことがしれて楽しかった。 ・後期にないので自主的に勉強していきたい。 

・ソフトウェアの知識やフォトショップ、ムービーメーカーなどの知識を知ることができて

良かった。 

・もっとパソコンについて知りたくなりました。面白い授業でとてもよかったです。 

・フォトショップのやり方などたくさんのことが学べてとても勉強になりました。 

・商業系の高校ではなかったので、知らないことばかりでした。楽しかったです。 

担当教員のコメント 

 この授業では、情報処理の基礎知識から、モラル・セキュリティ、画像編集、動画編集等、

幅広く情報処理に関する考え方やソフトの活用の授業を展開した。学生のコメントには、良

い意見が多く、授業内容が学生にとって充実していたということを実感できた。  

106



授業科目名 キャリアガイダンスⅡ 

授業対象 現 1 

授業担当者名 学科教員 木村勝則 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・受講者全員に平等に発表のチャンスがあったこと。・就活に向けての準備が 1年間使って出来る。・面接練習。・就活に役立つ情報

を学べた点。・就活の流れなどを知ることができたから。・自己分析。・自分の将来について深く考えることができた。・グループワ

ーク。・就活を始めるための機会ができた。・グループワークが多かったのが良かった。・知りたかったことを知ることが出来た。・

面接練習ができたこと。・聞きやすく、退屈しない講演があったこと。・履歴書作成をじっくりできた。・就職活動に向けての知識や

コツを知ることが出来た。・先輩や外部の方の話。・自己分析。・就職活動の準備ができた。・自己分析に時間をかけて行ったこと。・

先輩や外部の方の講話。・担当の先生が近くにいるので、質問がしやすかった。 

・自己分析を通して改めて自分の性格を知ることができた。・ビジネスマナー。・就職活動について触れることができた所。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・先生によってプリントがバラバラだとまとめにくいので、プリントの内容は別として、プリントの大きさを揃えて欲しかった。

・課題にするのではなく、授業内に収まるような学習をしてほしい。授業外になると、提出することにばかり気を向けてしまい、

本来の意味を深めることができなかったように感じる。・先輩との交流。・面接練習の時間がもう少し長い方がいい。・グループ討論

でのアドバイスがもっとほしかった。・担当の先生によって授業の聞きやすさが違ったので、声や話し方の圧などを調節して欲し

い。・プリントにファイルする穴をあけてほしい。・面接練習の時間が少し短かった気がします。・面接練習の時間がもう少しあって

もいいなと思いました。・先生によってやり方やプリントの大きさなど統一されていなかったところ。・面接の時間をもう少し欲し

かった。・就職活動に向けての実習が欲しい。・医療の方の話をもっと聞きたいと思った。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・課題をギリギリまでしなかったことがありましたが、授業にはきちんと出席し、発言なども出来たので良かったと思う。・グルー

プワークに積極的に参加した。・よかった。・午後ということもあって、眠くなることが多かったことにとても反省しています。・授

業自体とても為になる内容だったので、聞き流したりしていたりしたのは勿体なかったと思います。・この授業では沢山学ぶことが

多かったので、毎回楽しみでした。また、就職に役立つことばかりなので、この授業が終わっても、自分で振り返りながら就活を

していきたいと思いました。・就活を始めるのはまだまだだと思っていたけど、焦りを感じることが出来て良かった！・先輩たちの

話を聞くことが出来て、現実味を帯びてきた。・もっと積極的に発言をできるようになりたい。・グループワークでは、自分だけじ

ゃなく友人の意見を出したり、補足したりサポートできるように言葉の知識や視野を広くしたいと思った。・休みが多かったので来

年度はしっかり出席し、真剣に取り組みたい。・自分の知らない自分を知ることが出来た。・どの時間も真面目に取り組むことがで

きた。・相談しあいながら進めた。・自分の強みや長所を周りの人からどう思われているか知れて良かった。・授業の自己分析を参考

に、やりたい仕事を見つけることができた。・就職活動のためにやるべきことが多くて、大変だったけど、自分が考えている職業に

つくためにも頑張りたいなと思いました。・今までなかなか前に出て発表する機会がなかったけど、この授業を通して自分の意見を

言えたり発表したりすることができた。・この授業を通して、就活への心構えや働くことについて考えることができたことが良かっ

たと思います。・自分の意見を述べることが大事だと分かった。・頑張って取り組めた。・真面目に受けていたと思います。・グルー

プで話し合うことが多かったので、自分の意見も言いつつ、他の人の意見も取り入れることができた。・とても役に立った。 

担当教員のコメント 

私の受け持つ講義のグループディスカッション（グループワーク）等では、学生が自ら気づき、考え、行動できる工夫をした。

チームでの学生の相互理解と就職活動への準備ができた。積極的に討論に参加した学生に感謝している。
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授業科目名 キャリアガイダンスⅡ 授業対象 現 

授業担当者名 矢田、原田、武村、柳田、河野、木村 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・受講者全員に平等に発表のチャンスがあったこと

・グループワークが多かったのが良かった

・自己分析を通して改めて自分の性格を知ることができた

・自分の将来について深く考えることができた。

・就活に向けての準備が 1年間使って出来る。

・就活の流れなどを知ることができたから。

・就職活動に向けての知識やコツを知ることが出来た。

・先輩や外部の方の講話

・担当の先生が近くにいるので、質問がしやすかった

・知りたかったことを知ることが出来た。

・面接練習ができたこと。

・履歴書作成をじっくりできた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・先生によってプリントがバラバラだとまとめにくいので、プリントの内容は別として、プリ

ントの大きさを揃えて欲しかった

・面接の時間をもう少し欲しかった

・課題にするのではなく、授業内に収まるような学習をしてほしい。授業外になると、提出す

ることにばかり気を向けてしまい、本来の意味を深めることができなかったように感じる。 

・グループ討論でのアドバイスがもっとほしかった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・課題をギリギリまでしなかったことがありましたが、授業にはきちんと出席し、発言なども

出来たので良かったと思う。 

・もっと積極的に発言をできるようになりたい

・グループワークに積極的に参加した。

・授業の自己分析を参考に、やりたい仕事を見つけることができた

担当教員のコメント 

 学科の推進するキャリア教育の中核的な科目であるので、授業の改善要望を次年度のシラ

バス作成に生かしていきたい。 
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授業科目名 ビジネス実務演習Ⅰ 授業対象 現-1全員 

授業担当者名 節政 沙弥香 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・就職後を想像しながら学ぶことができた ・教科書に書かれていないことも補足があった

・ビジネスについてのマナーを１から知れたこと ・実践演習が多く身になった

・受付や電話応対など事務には必要なことばかりだった ・就職で役立つ内容が学べた

・グループでの話し合いで、人の意見が勉強になった ・話し合いやロールプレイが多い

・社会人に必要なことを知ることができた ・実践テストがあるところ

・授業の最後に紙に質問を書けるのは、質問しやすかった。分からないところがなかった。

・発表形式で緊張感があった ・場面に応じた対応力を身につけられた

・書くだけじゃなくて実践することが多く覚えやすかった ・きちんとアドバイスがあった

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・書くスピードが少し速かった ・実践と話し合いの時間配分をもっと長くしてほしい

・ロールプレイングの解説のときは、もっとゆっくり授業してほしかった

・板書は眠くなってしまうことがあったので、パワーポイントを使って授業をしてほしい

・話し方が少し聞き取りづらい ・コース交えての席替えをしてほしかった

・お手本をもっと入れてほしい ・授業外の個人指導をしてほしい

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・最初は難しいと思っていた言葉遣いもできるようになって嬉しかった

・電話応対に対して苦手意識がなくなった。できることが増えると楽しいと思った。

・来客応対や電話応対などのスキルアップにつながったので良かった

・話し合いにも積極的に参加できた ・授業で習ったことをしっかり覚え今後に活かしたい

・今までしらなかったことを知ることができました・お客様に対する言葉選びが難しかった

・ノートの色分けや付箋を活用すればよかった

・グループ学習で分からないことが聞きやすかった

・難しいところもあったが、どの内容もとても勉強になった

・実践テストは難しかったが、内容がより身についた実感がある

・実践テストに合格できたとき、本当に嬉しかった

担当教員のコメント“マナーを実践できる”ことを目標にしていますので、学生の喜びの声

を聞け、嬉しく思います。まだまだ授業の進め方等課題はありますので、よりよい授業にな

るように考えてまいります。 
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授業科目名 ビジネス実務総論Ⅱ 授業対象 現１ 

授業担当者名 久保良一 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・様々な資料によって宮崎のことがよく分かった。（４）

・グループディスカッションをして問題を解決した

・グループの人と意見を交換しながら問題について話を掘り下げていくこと。また、いろんな

人の意見が聞けた。（３） 

・普通の授業はたくさん先生がしゃべってばかりだけど、これは自分たちで考え、まとめて発

表したのでとてもためになった。 

・グループ学習が多く、話し合う内容が難しかったため、深く考えることができたし、考える

言葉力も身についた点が良かった。

・とにかく頭を使います。今後の宮崎の外国に対する課題が知れたり、宮崎の魅力を知ること

ができる授業が良かった。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・途中で班のメンバーを替えたりなど、もっと色々な人の意見が聞きたかった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・自分の意見を班のメンバーにしっかりと伝えて話し合いができた。

・授業は休まずに出席し、グルーブディスカッションも参加することができた。他の人の考え

を聞くのも、自分自身の勉強になりよかった。 

・積極的に会話に参加できたと思う。

・班の意見をまとめることが多かった。司会の練習にもなった。話す力も身についた。

・この授業は楽しかったので一回も休まずに授業を受けました。

・これからの宮崎のビジネスを担うことができる人材になるために、今回の授業での学びを

活かしていきたいと思う。

・班でまとまった意見を前で発表する人は緊張しましたが楽しかったです。

・様々な時事ニュースを通して理解を深めることができた。

・授業へは比較的真面目に取り組めていたと思う。集中力が鍛えられた。

・人と自分の考えが違うときがすごくおもしろいなと思った。自分だけ発表するのではなく、

グループみんなで発言をし、１つの課題について考える。今回のディスカッションの練習

と思って取り組めた。 

担当教員のコメント 

 一つの課題について、協同学習の中で｢課題解決型学習｣を取り入れた。学生は積極的に発

言したり自分の考えを述べたり，楽しく授業を展開していた。 
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授業科目名 プレゼンテーション概論 授業対象 現ビ１ 

授業担当者名 河野 

１ 授業の良かった点 
・さまざまなテーマで全員の前でプレゼンすることを経験でき、みんなのを見れる。
・たくさんプレゼンを作成することができた。
・パソコンのやり方がわかって良かった
・パソコンの使い方をマスターした。
・パワーポイントの使い方や他の人の発表を見ることでとても勉強になった。
・プレゼンができたところ
・プレゼンづくりの技術だけでなく、表現の仕方なども教えてくださった点。
・プレゼンテーションの知識や必要なこと、見やすさなどを身についたこと。他の人のプレゼンの発表が見れる。
・プレゼンの技術が上がった
・プレゼンの構成の仕方や作り方を学ぶことができてよかった
・プレゼンの作り方や仕方の基本を学べたこと。
・みんなの前で発表する機会が多かった。
・わかりやすいプレゼンの仕方を学ぶことができた！
・指示が明確で分かりやすかった
・実際にプレゼンをつくること
・実際に自分で調べ、プレゼンを作り上げみんなの前で分かりやすく発表する点。
・社会に出てからも、プレゼンは使うのでどういうプレゼンを作ればよいかなどを知ることが出来て良かったです。
楽しく授業できたのも、良かったです。

・情報をまとめる力がついた
・人のプレゼンをきくこと、見ることで相手との差や違いに気付けることが多かった
・様々な相手を想定したプレゼンの作り方を学ぶことが出来た。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
・発表をもっと増やして欲しい。
・とくにありません。
・自己紹介はしたことあったので他のお題で作ってみたかったです。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
・プレゼンを作るごとにクオリティを少しずつ上げられてよかった。
・みんなのスライドを見れるから参考にできたり、考えさせられる部分が多かった
・欠席なく真面目に取り組めた。
・様々なプレゼンを作ることでアニメーションの使い方などを学べた。
・しっかりできた。
・話したことない人とも話せたし色んな人のことを知ることができました。
・もっと違うスライドの作り方が出来たかもしれないと思うので、他の人の発表を見た上でスライドを作り直したり、
自主的に出来たらよかったと思いました。

・たのしかった
・比較的真面目に取り組めました。
・ある記事の内容をまとめてプレゼンにするのは楽しかったです。"
・同じ課題でプレゼンでまとめる時にみんなそれぞれが違ってとても面白かったです。
・人から学ぶことたくさんありました。"
・ワンランクアップできた気がする
・今回の授業で、プレゼンの作り方を学ぶことができたので、これからプレゼンを作ったり発表する機会があったら

活かしていきたいです。
・プレゼンをうまくできるように準備などに一生懸命取り組んだ。
・プレゼンで相手にわかりやすく伝えるための工夫や、発表の仕方などを練習できたので、社会人になっても学
んだことを活用していきたいと思います。
・プレゼンの発表は楽しかったです
・毎回授業に参加することができ、プレゼンは回数を重ねるごとにどうしたら相手に伝わりやすいか、興味を惹くが
考えられるようになりました。
・順序立てて説明することができた・
・この授業でスライドのデザインや文字の大きさなどに気を配れるようになりました。最後の授業での自己紹介が
発表してうまくいかなかったことが少し心残りです。ですがそれは、自分がしっかり準備していなかった証拠でもあ
ると思うのでデザインその他以外の、自分の発表への取り組み方も見直したいと思います 
・前で発表するということに少し慣れた。
・人に見やすいかつ、自分らしいスライド作りを心がけた。

担当教員のコメント 
聞き手（対象者）を理解し伝えることで、共感が得られる。他の人のプレゼンテーションを見ることで、表現力が高

まった。 
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授業科目名 医療用語Ⅱ 授業対象 現 1医 

授業担当者名 武村 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・いろいろな病気についてわかった。

・パワーポイントも見やすく、わかりやすかった。

・わかりやすく、適切な指導もしてくださった。

・医療の必要な知識を学べたところ。

・医療用語を学ぶ意味が明確になった。

・今までの病気の考え方と変わった。

・事例などに基づいて疾病や、症状について説明してもらえたので、理解がしやすかった。

・自分の言葉で説明させ、異聞の考えをいう練習をするところ。

・実技も少しできたこと。

・先生が生徒と寄り添ってくれた。

・知らない事を知る事が出来た。

・病気についてよく考えるようになった。

・病気について詳しく知れた。

・病気の種類が学べた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・生徒のスピードに合わせてほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・病気についてわかった。

・必要なところ以外にも大事そうなところをメモした。

・小テストなどもしっかり勉強して取り組んだ。また、医療の現場で働くための知識を学べて 

よかった。 

・細かい箇所や、大事なところをメモする力が身についた。

・自分では細かく理解出来ていたと思い込んでいましたが、テストを受けてみてまだ足りな

いと思ったのでもっと頑張ればよかったと思いました。

・難しすぎて嫌になることもあったが、自分が知らなかったことを学ぶのは楽しかった。

・授業でわからないところは友達に聞くことが出来た。

担当教員のコメント 

 医療機関実習Ⅰを視野に入れ、他の科目と関連付けながら、授業を展開した。医療の知識の

中でも、がんや周産期などの診療に関わる事項は、今までの生活上の経験に助けられながら

学生は興味関心を示す傾向にある。しかし、医療法などの法規関係や社会システムになると

全くイメージが持てず、時間外の小テストなどで細やかに指導した。知識が定着するに従い、

医療への意識も高まっていった。 
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授業科目名  企業簿記Ⅰｂ・Ⅱａ               授業対象  現 2 

授業担当者名 久保良一  

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・簿記が学習でき検定に合格した。（２） 

・できない人への対策をしてくれたこと。（２） 

・できる人とできない人とを分けたところ。 

・ペアで学び、分からない所を徹底的に説明していた点。また個別指導をしてもらった。（２） 

・たくさんプリントを準備してくれた。（２） 

・簿記の問題集を毎週木曜日に沢山出されて大変だったが、一つの課題を少しずつやってい

ったお陰で、簿記の文章内容の理解を深めることができてよかった。 

・簿記というものが分かった。 

・分からない所をちゃんと分かるように教えてくれる。 

・課題をこなす中で、自分で気づいて答えられるようになっていくのを実感し楽しかった。 

・対策をきちんとしてくれる所。 

・先生が分からない所を親身になって教えて下さったところ。 

・大学で初めて学んだけれど，分かりやすくて全経の 3級を合格することができた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・日商の授業時間が短すぎる。（２） 

・スピードが速かったのでゆっくりと進めてほしかった。 

 

 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・楽しく授業を受けられた。検定に合格できて良かった。 

・ホワイトボードで書かれたことはしっかりと書き、それと照らし合わせながら問題集を解

くことが出来た。 

・最初は何もわからない状態で不安でしたが、試験に合格して良かった。 

・分からない所は先生も含め周囲と話し合うことができた。 

・簿記はとても苦手でしたが、何とか検定に合格できて本当に嬉しかった。合格できたのも先

生の激励のお言葉があってこそでした。 

 

担当教員のコメント 

 初めて学ぶ学生ばかりで授業は大変であったが、教員としても｢分かる授業｣の展開をどの
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授業科目名 企業簿記Ⅰｂ・Ⅱａ 授業対象 現 1 

授業担当者名 木村勝則 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

繰り返し問題を解いたところ 

復習をしながら解いたところ 

日商簿記 2、3級の対策をしてくれた 

資料とかの準備が良かった 

声が聞き取りやすかった 

資料が沢山あった 

たくさん対策問題作成してくださったこと 

聞き取りやすい 

沢山の問題がとけた 

資格を取得できる 

簿記の勉強が楽しくできた 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

なし 

生徒の書くスピードに合わせて欲しかった 

なし 

資料は少なめでいいと思います 

黒板をうつす時間をもっと長くとってほしい 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

講義をしっかりノートに取り、授業外でも復習した 

真面目に受けていたと思う 

授業を休むことなくでた 

真面目に取り組めたと思います 

自分で解いて分からないところは友達と教え合いました 

検定合格に向けてがんばります 

担当教員のコメント 

 日商簿記検定 2級と 3級の受験を希望する学生のクラスを担当した。学力差のあるクラスであ

る。そのため個別に対話形式の講義をした。受験検定級別に協同学習も取り入れた。学生同志の

相互理解も深める工夫をした。11月日商簿記検定試験で 12名が受験し 6名の合格者を学内で出

すことができた。わかる授業と合格させる講義の実現は、神経をすり減らすが、学生の自己肯定

感や内発的動機付も同時に体感できた。学生にとって、日商簿記検定は社会が認める一番の人気

資格である。生涯にわたる学習を期待する。学んだ学生から税理士の誕生を夢見る。積極的に学

んだ学生に感謝している。
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授業科目名 実践ビジネス演習Ⅰ 授業対象 現 1ビ 

授業担当者名 矢田、栁田、河野 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・企業訪問ができたところ。 ・地元企業のことを知ることが出来る機会になった

・地域に寄り添って授業が進んだから地元宮崎のありがたみがわかった。企業の方の話も聞

けて、これからの参考になった。 

・実際に企業の方と関わって、様々な活動が出来たこと。

・香川ランチに見学に行ったことや企業取材をしたこと。これらを通して、宮崎の中小企業が

若者を積極的に受け入れようとしている姿勢を見ることができた。宮崎に対する印象が変わ

った。 

・実際に企業の方と関わってひとつのものを作り上げるという点で、大きな成長が得られた。 

・様々な体験ができ地域の方や企業の方、先輩やたくさんの人のお話が聞ける所がよかった。 

・農業体験や義業見学などを通して、宮崎の魅力や地元企業の良さについて気づくことがで

きた。 

・様々な場所へ訪問したり、学ぶことができた。毎回、毎回の授業が学び多いものだった。

・地元企業についての理解を深めることができ良かったです。また、これからの宮崎の企業な

どを考えることができてよかった。 

・実際に企業に行ったり、お手伝いをした点。社会と触れ合う機会が多かった点。企業研究を

したのがとても良かった。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・もっといろいろな職種の方から講話を聞いてみたかったです。

・授業の目的、結果をもう少し明確にしてほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・地元企業を知るいい機会になりました。また、その企業の魅力も知ることが出来ました。宮

崎に貢献できる活動ができたと思うので、2年でも頑張ります。 

・積極的に話し合い、準備に取り組んで、かのう inフェスタに挑めたと思う。

・2 年生と関われる唯一のこの授業は、とても貴重で就職活動のことを聞けたりもしたし、2

年生と関わることが出来て良かった。 

・企業の方々のパネルディスカッションがとても勉強になりました。

・地元企業に対する考え方を変えることが出来たのが良かったと思います。グループ活動が

多く、グループのメンバーと協力しよりよい案を練ることができたりしたのでよかったです。 

・必ず、授業に出席することができ、毎回違う課題をクリアすることができました。実際に企

業に行ったり、調べることで知らなかった事も知れて、実際にプレゼンやみんなの前で行っ

たフォーラムなど全てにおいて学ぶ所がありました。 

担当教員のコメント 

コメントを見ると、良いコメントや感想が多く、この授業が学生にとって充実したもので

あることが伝わってきた。特に、学外の方との交流という面でのコメントも多かったので、こ

の授業の目的は達成できているのではないかと感じた。 
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授業科目名：情報資源組織論 授業対象：現１ 

授業担当者名：福田 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・パワーポイントを使って分かりやすく説明していた

・アクティブラーニング(図書館から本を持ってきて調べる)があった

・図書館を実際に歩き、本を探す機会があった

・プレゼンで授業が進んでいくところ

・スライド使いながらだったので楽しかった

・「書誌の請求番号を知る」といった活動も楽しかった 

・内容がスライドを使ってわかりやすく視覚化されていた

・図書館の目録や分類についてくわしく学べたこと

・図書の深いところまで学べた所

・実際に図書館で行う活動があったところ

・図書館のレポートを通して学びを深めることができたこと

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・もう少し声を大きくしてほしい

・プリントの各場所とスライドを統一してほしいです

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・スライドの情報だけでなく、先生の言葉もメモするようにした

・集中して取り組めた

・細かい部分もメモがとれていたと思う

・実践的な内容で楽しかったです

・自分なりに一生懸命がんばりましたできた

・毎回まじめに取り組み、ノートもとることができました。本を探しに行くなどの動きもあ 

って良かったです 

・実際に本を用いて所在記号や分類について学べたことが良かった

担当教員のコメント 

・授業の進め方がスムーズに行かないことがあったことが大きな反省点として挙げられ

る。毎回資料とスライドを使用したが「説明→記入→次へ」のタイミングに関しては

生徒からも意見があったようにより慎重に行い、教材の作成も工夫を行いたい。

実践的な内容を取り入れ「図書館」という専門職の分野を、楽しみながら学べる機会は

必要であると感じた。
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授業科目名 情報処理演習Ⅰ 授業対象 現 1 

授業担当者名 栁田 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・試験対策 ・級別に分けていたところ。常に見回って的確なアドバイスをしていたところ。 

・実際に、時間を計ってくださる点。 ・自分でやっていく力がついた。

・パソコンの技術を上げられたところ。 ・検定を取得することができた。

・検定試験に向けて、目標を立てながら行ったこと。

・級ごとに分かれていたのに、とても丁寧に教えて下さったこと。生徒それぞれの得意・不得

意を指摘して下さったところ。

・分からないところを聞きやすかった。 ・分かりやすかった。

・検定に向けて取り組めて、分からないところを先生が教えてくれたこと。

・資格を取得できた。 ・高校の時よりさらに深く学べた。 ・たくさんパソコンにさわれた。 

・先生が検定まであと何日～や、模擬試験の雰囲気など目標を持って取り組む大切さがわか

った。

・Ｅｘｃｅｌの知識が増やせてよかったです。 ・分からないところを教えてくれた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特になし。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・真面目にした。

・一人ひとりの学習度を理解してくれていたので、授業も効率が良く、楽しい授業でした。

・授業で分からないところを聞けなかった時もあるので、次は聞きたいです。

・最初、全然エクセルができなかったけど、やっていくうちに解けるようになって、検定も合

格したので良かったです。

・楽しかったです。 ・授業中だけではなく、家でも練習し合格できて良かった。

・最初は全然できなかったけど、先生や仲間が教えてくれたから取得できました。

・休むことなく出席できた。 ・２級は難しかったですが、検定に受かって良かったです。

・最初のうちは、完成させることができなかったが、授業を受けていくと、グラフまで完成さ

せることができた。

・授業外でも練習を少しだけできた。 ・休みが少し多かった。

・先生は、まわってしんみになって教えてくれて、がんばろうと思えることができました。

・忘れていた操作方法もあったので、この授業でまた学べてよかったです。

担当教員のコメント 

 沢山の上級資格の合格者を出せて良かった。最近は、1級、準 1級の合格者があまり出てい

なかったようなので、自分の担当した学生たちが多数合格できたことは、自分の自身にも繋

がった。次年度も多数の合格者を出せるように努めたい。 
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授業科目名 情報処理演習Ⅰ（ＰＣ会計）

授業対象 現 1  

授業担当者名 木村勝則 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

 実技が良かった 特になし 会計処理の知識が少しだがついた。 パソコンの技術を上げられたところ 声が

明瞭で聞き取りやすかった。 沢山学べた。 声がでかくて聞き取りやすかった。 ないです。 初めて学べた

ことがたくさんありました 分かりやすかった よかったです 特になし コンピューター会計にはじめてふ

れることができた 会計について学ぶことができた。 声が聞き取りやすかった プリント等があった点が良か

った 簿記で学んだ事を活用できる 実践向けで、体験したのは少しだったがためになった。 時間を計りなが

ら練習ができたところ 将来役立つ簿記をパソコンで体験することができた 検定を取得することが出来た。 

パソコンについて基本的なことが知れた パソコンで使う簿記を学べた点 簿記を入力する機会がないので良

い体験になった 実際のソフトを使用したこと。 実践的な簿記を学べたので良かった。 パソコンでの簿記を

学べたこと。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 声が少し大きすぎるのでもう少し小さめでもいいかなと思う まったく同じ問題を何回も解くのは意味がな

いと思った。 同じ内容を何回もするなら、問題形式を変えてほしいです。 もっと分かりやすい説明をしてほ

しい。 授業の最後にたくさんつめて話すのをやめてほしい。 1人でどんどん授業をすすめないでほしい。 時間

の配分。 同じ問題ばかりでなく違う問題を用意していただきたいです。 もっと時間を長くして欲しい 

毎回一からとかなくてもいいと思う。 何回も同じ内容を繰り返していたからもっと効率よく進めてほしい あ

りません 授業のペースをもっと考えてほしかった 授業のスピードが速かったです。 もう少し授業のスピー

ドがゆっくりでもいいかなと思いました。 スピードがはやくついてこれてない人もいたので。なし。いろんな問

題を解きたかった ゆっくり進めてほしい 先生のペースに追いつけなかった。 ・時間が足りず過去問が終わ

らなかった。  授業のはじめの話を短くするべきだと思う。  先生が焦ってすいすい進めてしまうので生徒が

理解できていなかった。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

毎日取り組むことができたが、分からないところもあったのでしっかり復習したいです なし 就職に役立つ

スキルを身につけることができた

簿記会計について学べた。ギリギリまで粘る力がつきました将来を想像しながら勉強することができた。 見や

すい資料にしてほしい。 社会に出て役に立つと思ったから。 

担当教員のコメント 

 情報処理演習Ⅰでは文書作成、情報処理の検定試験の受験が可能である。私の担当する初心者コースは文書作

成の 1名をはぶき検定は受講生全員合格できた。情報処理試験 12月終了からコンピュータ会計（以下ＰＣ会計）

の講義を実質 4 コマ実施した。時間的に余裕がなく、受講学生の詰め込み学習をお詫びする。来期は、2 年生の

企業簿記の授業で全面的にＰＣ会計の導入を考えている。ＰＣ会計は学生にとって、実際に役立つ資格である。

生涯にわたる学習を期待する。学んだ学生からＡＩと共存できる税理士の誕生を夢見る。積極的に学んだ学生と

情報処理担当の先生に心から感謝している。  
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授業科目名 図書・図書館史 授業対象 現ビ 1 

授業担当者名 佐藤 由紀枝 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・図書について歴史を学ぶことができ、学びを深める事が出来たこと。

・スライドを使っての授業で分かりやすかった。

・図書の歴史を知る事が出来た。

・図書館の歴史について学べた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・とても楽しく授業を受けていました。元々歴史が好きだったので、図書館史も興味深いも

のばかりでした。 

・先生の話が面白かったです。

担当教員のコメント 

学生の意欲的な姿勢が見えて良かった。 
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授業科目名  図書館サービス概論 授業対象 現代ビジネス科１年 

授業担当者名 巻 庄次郎 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・先生の体験も語られて具体的な図書館サービスや活動、情報を知ることができた。

・ＤＶＤ鑑賞など映像資料を取り入れての授業でわかりやすかった。

・グループで話し合いをすることで様々な意見も聞け、考えを深めることができた。

・昔の本の歴史等がたくさん知れて、実際にレコード鑑賞も見せてくださった。

・実際に図書館を訪問する課題が出て、図書館サービスにどんなものがあるかを自分で気付

くことができた。 

・先生の声が聞き取りやすかった。

・図書館サービスについて、多くを知るとともに色々と考えさせられた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・スライドショーなどで授業を進めてほしい。

・もう少し身になる雑談にしてほしい。

・レポート提出の期間を長くしてほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・一回も休まずに真面目に取り組めた。

・前で発表したときに早口と指摘を頂いたことに気をつけるようになりました。これからも

ゆっくり話せるようにしていきたいです。 

・古い本やレコードに触れる機会があって良かった。本から当時の社会がうかがえた。

・様々な図書館サービスがある事を知れた。

・先生の話をしっかりと聞き、一冊の本にも様々な意味や思いが込められていることがわか

り、驚いた部分もあったけどとても勉強になりました。 

・図書館サービスについて、しっかり学ぶためにグループに話し合いにも積極的に参加した。 

・この授業で本や図書館に対する見方、考え方が変わったので良かった。

・巻先生のお話が面白かったです。

担当教員のコメント 

私の県立図書館及び二つの町立図書館長としての経験、そして特に図書館利用者に対する

姿勢など、具体的にわかりやすく学生に伝え、高いミッションを持った図書館員を育ててい

きたいと考えます。 

 司書資格は、学生にとってすぐに役に立たなくても、いつか自分を守ってくるものと信じ

ています。図書館の役割の重要性と可能性、そして司書の仕事の面白さを学生に伝えていき

たいと思います。 
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授業科目名 図書館情報資源特論 授業対象 現ビ 1 

授業担当者名 佐藤 由紀枝 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・実際に司書としての体験談についても聞くことができたこと。

・本などの実物を見せてくれたこと。

・パワーポイントを用いて、写真や HPの紹介などもあり楽しかった。

・様々な話を聞けたところ、色々な本について知れたこと。

・情報資源の区分などを知る事が出来た。

・たくさんの本に触れ合う事が出来た。

・選書をした点。

・実際に本を持ってきてくださる点。

・実践的な活動が多かった点。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・実際に図書の本に触れる事が出来て良かったです。

・メモを取ったり線を引きながら授業を受けた。

・楽しく授業を受ける事が出来たので良かった。

・司書としてのお話もあり、大変勉強になった

・授業をしっかり聞き、図書館ではどのような事を考えて選書しているのかを学んだ。

・真面目に受ける事が出来た。

担当教員のコメント 

選書の際には毎回４０冊ほどの本を持参したが、皆興味を持って手に取ってくれた。 

また、ディスカッションなどを行う際にも、それぞれ発言をしてくれた点が良かった。 
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授業科目名  日本語表現法 授業対象 現代ビジネス科ビジネスコース 1年 

授業担当者名 原田真理 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・最近のニュースを課題文として提出する。

・ニュースに関心をもてた。みんなの前では話す機会がたくさんあった。

・発表の練習ができた点。

・今おきているニュースを授業の初めに聞くから、ニュースに関心もてる。

・グループ学習で、色んな意見を聞いたことで視野を広げられたこと。

・レポートや小論文の書き方を知れた。

・小論文の構成や書き方を身につけることができたこと。

・レポートと小論文を書くたくさんの練習をするいい機会になりました。

・たくさん文を書くことでうまくかけるようになった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・あいうえお発音の練習を追加してほしい。

・急に課題や発表があったので、もっと準備する時間が欲しかった。

・原稿を書く時などはパソコン室で授業してほしい。

・全部ワード入力にしてほしい。

・自分の書いた文についてのアドバイスがもっとほしかった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・提出物の管理はまだできていないけれど、授業を欠席していなかったことが嬉しい。

・たのしかったです。文章も上達したと思います。

・ニュースを見るようになった。理解できなかったところは聞きに行った。

・今までニュースに興味はなかったけど、朝のテレビでニュースを見るように生活が変わった。班や調

べ活動が多かったので楽しかった。 

・積極的に取り組んだ。文の構成を頭つかって練った。

・欠席せず真面目に授業を受けられた。

・小論文を書くことはそんなに得意ではなかったのですが、授業を通して楽しく考えることができまし

た。前で意見を述べることも楽しかったです。 

担当教員のコメント 

 自分の考えをもち、それを言葉で表現する力を養うことを意識させた。全員にニュースを発表させたこ

とで、世の中の動きに関心を持たせることができたのは成果の一つである。文章の書き方等の技術指導に

ついては、一人ひとりの作品に対する添削を行ったが、もとアドバイスがほしいという感想があった。向

上心に応えられるよう努力したい。小論文やレポートの基本的知識は教えたが、実践としては不十分であ

り、今後さまざまな機会をつかってサポートしていきたい。 
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授業科目名 臨床検査と薬の知識Ⅰ 授業対象 現ビ 1年 

授業担当者名 鳥居 慎吾 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・大切なことはマーカーで引いて！と言ってくれるところ

・分からないことをプレゼンを使って教えてくれたところ

・ペンを２種類に分けていたし、授業前に復習などがあり良かった

・教科書ですすめていくところ

・生徒が分からないだろうという所を先に調べている

・薬のことについてよく知ることができた

・検査についてしっかり知れた

・小テストを一人ずつ作ってくださって、頑張ろうと思えました

・重要なところを親身になって教えてくれた点。私達に分かりやすく工夫してくれた点

・てんこ盛りの内容をうまくまとめて小テストもやって学ぶことができた

・要点をおさえて、スライドも合わせて学べたこと

・病気のことがよく知れた。だけど、難しかった

・１人１人に合った小テストを用意してくれていて、とても良かった。また教科書の内容をわかりや

すくしてくれて良かった

・新しい知識を身につけることができる点。小テストをすることで自分がどこまで覚えているのか確

認できる点

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・小テストをもっとやりたかった（特に最後の内容）

・去年のテストを解いてみたい

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・たくさん線をひきました

・たくさん覚えることがあって大変でした

・頑張ってとりくめた

・書き込みを頑張った。授業で言われたところは必ず、線を引いた

・小テストなどにしっかり取り組めた

・今後も授業に一所懸命取り組みたい

・小テストでもう少し高い点を取りたかった

・毎回の復習テストもしっかり勉強して取り組めた。また、付箋などを使ってしっかりメモを取りな

がら授業に取り組めた

・真面目に取り組んだと思う

・授業のスピードがはやくてついていくのに必死だった！

担当教員のコメント 

 多くの学生の講義態度はよく、テンポも大事に全体を網羅することができた。小テスト前の休み時

間に勉強をしている学生も多く見られ、学習への意欲を感じた。 

反省点としては前半の欠席が目立った。学生がこの講義を受けたいという価値を、如何に付加して

いくかが課題と考える。また学習効率的に良いとされていない教科書へのライン引きを多用したこと

には理由があるが、記憶に残った学習内容が「引いた」という「行為」に偏り、一部の学生において

中身が伴っていない印象を持った。１人でも多くの学生が知識を身につけられるよう、工夫の余地が

ある。 
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授業科目名 プレゼンテーション演習Ⅱ 授業対象 現ビ２ 

授業担当者名 河野 

１ 授業の良かった点 

・パワーポイント作成や発表が成長した。

・実践的な授業が多くて社会人になったら役立つものだと思いました。

・実践の時間が多かったので、よりプレゼンの力がついた。

・何度も自分でプレゼン作りを実践できた点。

・プレゼンを何度も経験できてよかった。

・技術力があがった。

・討論では、自分以外の意見が聞けてよかった。

・分かりやすいように学生一人ひとりに指導してくれた。

・一人ひとりをしっかりと評価してくれていた。

・助言も適切にされていてよかった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特になし

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・プレゼンの作成だけではなくて、自分の意見のまとめ方なども学ぶことができた。

･クラスのみんなのプレゼンが見れた。 

・クラスの個性が出るプレゼンを見るのがいつも楽しかった。

・もっと上手なプレゼンが出来るようになりたいと思いました。

・少しでも上達できてたら嬉しいです。

・高校の時とは違う内容を学べてとてもためになった。

・今までは、発表することが苦手で、前に出るだけでも緊張していたのに、自分に自信を持って発

表できるようになれた。

・苦手意識がなくなってよかった。

担当教員のコメント 

聞き手（対象者）を理解し伝えることで、共感が得られる。発表をすることで、話し手の立場も理解

でき、受身ではなく主体的に授業に参加できたのではないだろうか。 

消極的な学生も発表することに“慣れる”ことで、自信をつけられたのではないだろうか。 
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授業科目名 患者論と医の倫理 授業対象 現 2医 

授業担当者名 武村 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・患者との向き合い方なついて学べたところ。

・大事なところやテストに出るところは分かりやすく説明してくれた。

・授業が明確に分かりやすかった。

・考える時間があったこと。

・医療について深く知ることができた。

・患者にいて深く知ることができた。

・医療に関わる者としての心構えなどを学ぶことができ、自身の成長につながった。

・みんなで考えて意見を出し合ったところ。 ・話し合う場面があること。

・気付かされたり考えさせられたりすることが多かった。

・今後、医療事務として働くために必要なことばかり学ぶことができた。

・友達と話すことで、自分の考えを深められることが多かった。

・説明がとても分かりやすかった。

・重要な箇所をていねいにまとめて学べた。

・患者がどういう心理になるかどうやって受容するのか知ることができた。

・具体的な例や身近なことについて話す機会が多かった。

・患者や病院について深く知ることができた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・教科書から探すのが難しいところがあった。書いていないものもあった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・患者についての考え方が少し変わりました。

・考えさせられることがあって、勉強になった。

・出席率もよく、発言も頑張ることができた。

・しっかり授業に集中できた。

・欠席せず、きちんと取り組めた。自分の考えを発言する機会があって良かった。

・欠席することなく取り組めた。

・自分の意見を言えるようにしようと思った。

担当教員のコメント 

 考えを表出できるように、一人が発言する場面だけではなく、板書したりグループで考え

をまとめたりなどの工夫を行った。授業を通して、病院では何が起こっているのか、患者とは

何を考えているのか、学生達は深く学ぶことができたと感じている。医療において患者の役

割行動がなければ成果は望めない。その行動力を引き出せるスタッフになって欲しいと願う。 
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授業科目名 看護概論 授業対象 現 2 

授業担当者名 武村 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・知っておくべき知識が学べた。 ・日常生活で使う知識がたくさん学べたこと。

・自分たちで、意見を考えるところ。 ・話し合いの中で、自分と違う考えを知ったこと。

・話し合いの時間があったこと。 ・考えさせられたこと。

・今までに知っていたこと、プラスで新しい事を知ることができた。気になっていたことも、 

少し解消された。 

・看護について詳しく知ることができた。 ・ケアの仕方について学べたこと。

・学生が悩んでいることを、授業で取り上げてくれた。

・身近なことだけど、知らなかったことを知ることができた点。

・普段、気付かなかったことに気付けた。 ・自分達が知りたいことが授業で知れたこと。

・学生の疑問を説明してくれた点。 ・気になっていることを聞いてくれたこと。

・自分の生活を見直すことができた。 ・自己管理に活かせることが学べた。

・自分に足りないものが分かった。もっとこうしようと思えた。

・スライドを使って、重要なところを詳しく説明した。

・プリントでまとめられて、分かりやすかった点。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・書くことが多く、体験がしたい。

・スクリーンの字を大きくすると良いと思う。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・穴埋めだけではなく、先生の言ったことをきちんとメモして、自分だけのファィルが

作れた。

・楽しく授業に取り組むことができた。

・プリントにメモをとるのを頑張りました。

・しっかり授業を聞いて考えたりできた。

・欠席することなく取り組めた。

・看護ケアやセルフケアについて学べた。

・身体について、疑問に思っていたことを知ることができた。

・身近なことだったので、面白かった。

担当教員のコメント 

 自分の睡眠時間についてまとめる課題では、日中にどれだけ寝ているのかどこで寝ている

のかを認識できていないなど、自分の行動に責任のない日常を過ごしている実態が、ほとん

どの学生にあることが分かった。社会人となるにあたり、日中のパフォーマンスを高める視

点での、セルフケア力をつける必要があることを学生は理解できたと感じている。 
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授業科目名 健康と疾病 授業対象 現 2医 

授業担当者名 武村 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・授業が分かりやすかった。 ・自分達で考えることが多かった。

・健康について学ぶ中で色々な政策があることや、今後に活かせる知識を知ることができた。 

・詳しく教えてもらい、分かりやすかった。 ・写真などが使われ、分かりやすいところ。

・医療従事者になる身として、たくさんのことを学ぶことができた。

・聴きやすかった。 ・プリントにまとめられていて、分かりやすかった。

・健康とは何かとか、死亡原因とか知り考えさせられることが多く、自分はこうしようと

目標をたてることができた。

・発言をして正解した時に嬉しい。 ・皆で一つのことに対して考えること。

・学生同士の話し合いは、良い刺激になった。

・講義を聴くだけではなく、考えさせることで印象に残る授業だった。

・正しい知識を身に付けられた点。

・自分の健康に対する意識が変わったこと。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・テストまでの授業時間の配分。

・スクリーンの文字が小さくて見づらいことがあった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・授業は熱心に取り組んだが、テストを受けて、まだまだだなと思った。

・疾患について知ることができたり、考え方を変えたりすることができた。

・よく考えさせられることが多かった。 ・健康について詳しく知ることができた。

・宿題や教材の忘れ物が多かったので気をつける。 ・しっかり取り組めた。

・授業に真剣に取り組み、自ら進んで発表できた。

・たまに、宿題を忘れることもあったが、きちんと出席ができた。

・今まで思いこんでいたことが、変わって良かった。

・分からないことを聞くことができた。

・これから自分に必要な知識を詳しく学ぶことができた。

・午後の授業ということで、寝てしまうことが多く、もっと頑張れたのではないかと感じた。 

しかし、休まずに出席できた。 

担当教員のコメント 

 「自分は健康か？」という質問に対する学生の答えやその理由は、受講前後で大きく変化し

た。また、健康施策について「何を予防しているのか？」や「障害者は健康か？」など、学生

に考えさせる授業展開を行った。しかし、疾病の成立や検査についての基礎知識は取得が不

十分であり、疾病各論Ⅱで補完していきたい。 
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授業科目名 現代ビジネス論 授業対象 現ビ２ 

授業担当者名 河野 

１ 授業の良かった点 

・自分たちでテーマからアンケートまで行えたこと。

・グループで協力し合うところ。

・協力することの大切さが分かった。

・色んな人の意見を参考にできた。

・将来必ず役に立つことを学べた。

・実際にアンケートを取りに行くなど、良い経験になった。

・分からないところは、しっかり教えてくれて本当にやりやすかった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特になし

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・一から統計を出して作品が作れていい経験だった。

・自分のものをしっかりできた。

・人と協力できてよかった。

・データを取ることの大変さが分かった。

・統計は苦手だったけど、得意なデザインやグラフなどで活躍できた。

担当教員のコメント 

グループで話合い、それぞれが活躍できるよう工夫した。宮崎県統計グラフコンクールに４グルー

プ全てが応募でき、その内３グループが入賞できた。 
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授業科目名 秘書学概論 授業対象 現ビ１ 

授業担当者名 河野 

１ 授業の良かった点 
・たくさんの問題を用意してもらえたこと。
・練習問題をたくさんできた。
・グループワークをしたことで、考える場面が多かったので、覚えやすかった。
・グループでの話合いや、実際に発表をしたり、聞いたりしたこと。
・秘書の勉強を通して、社会人のマナーなどを学べたところ。
・分からない問題はポイントを押さえながら説明してくれたところ。
・みんなで話合いながら、どうすれば良いかを考えたところ。
・説明が分かりやすかった。
・分からないところは積極的に質問ができるところ。
・グループで話し合うから、人の意見が聞けるところ。
・皆と考えながら答えを出したところ。
・聞取りやすかった。
・楽しかった。
・検定に合格できたこと。
・過去問をたくさんさせてもらった。
・分からないとこを説明してくれた。
・いつも生徒の声を受止め、質問してもすぐに答えが返ってきた。
・秘書検定が受けれるとこ。
・分からない問題について、解説の時間をたくさんとっていたところ。
・グループワークを取り入れてくれたところ。
・分からないところを積極的に教えてくださった。
・グループ学習があったところ。
・グループワークもあって考えやすかった。
・班で話合いをして問題を解いたり、過去問を何回も解いたりしたところ。
・グループワークを取り入れてくれたところが良かった。
・質問したら分かりやすく答えてくれた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
・席をつめて前に行きたい。
・グループワークがほしい。
・スクリーンが見づらいので電気を消して欲しい。
・スクリーンを使うときは、全部の電気を消してほしい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
・秘書は私が思ってた以上に仕事が多いと思った。
・社会で必要なスキルが身に付いた。
・次は２級に挑戦してみたい。
・検定に向けて勉強したことによって知識も身につけられ良かった。
・秘書検定は受けたことがなくて、できるか不安だったけど、分かりやすく教えてくれたので合格できた。
・この授業を受けてよかった。
・全く知らないこともあったので、たくさん気付かされる授業だった。
・たくさん問題を解けたのは良かった。
・難しかったですが、受講できて良かった。
・皆と相談しながらできたのが、とても良かった。
・いつもこの時間が楽しみである。
・今回受からなかったので、次回は受かりたい。
・練習問題をたくさん解く時間があったので、たくさん知識を身につけることができた。
・次は試験に受かれるよう頑張ります。
・過去問を何度も解けたところが良かった。
・この授業で秘書３級が取れたので良かった。
・言葉遣いがよくなった気がする。
・秘書検定が取れてよかった。

担当教員のコメント 

秘書検定３級の検定後のひと月は、２級の検定も補えるようグループワークを中心とした演習を行い、知識を高め

る指導をした。 
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授業科目名 ヴィジュアルデザイン 授業対象 現ビ２ 

授業担当者名 河野 

１ 授業の良かった点 

・印刷物のデザインや web デザインを学べて自分が求めていたものをしっかり学べました。

・今後必要となってくる技術を分かりやすく実践で教えていただいた。

・自分が知らなかったことを色々知れたこと

・自分たちで制作させてくれたところです。

・実際に役立つものばかり。

・他の人の作品も見たりして、とても参考になりました。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特になし

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・授業でしっかり自分のものを作り出すことができました。

・様々なスキルを身につけることができた。

・何か分からないことがあったら真摯になって教えてくれて分かりやすくてとても勉強になりました。

・自分たちで制作したりとどう作るかを考えさせられる授業で面白く楽しい授業でした。

・とても役に立つ授業。

・様々なデザインを考えて、学ぶことがたくさんありました。

担当教員のコメント 

実際に学生が制作したものを参考に、理由を添えながら改善した。 

就職先で実力が出せるように、専門のソフトではなく Word で本格的なデザインができるよう指導した。 
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授業科目名 マーケティング 授業対象 現ビ２ 

授業担当者名 河野 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・自分たちで考える時間をたくさん与えてくれたので真剣に深く考えることができた。

・色々な考えを持つことが出来て意見の共有ができたこと。

・様々なテーマで意見交換をできた点。

・話が具体的。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・ありません。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・初めて受ける授業だったけど、わかりやすく身近に起きていることがマーケティングな んだなと

気づけた。

・自分の意見を人に伝えて、それを元に考えたりすることをなかなかする機会がなかったのででき

てよかったです。

・意見を共有し合うことで、様々な視点からの考えを知ることができた。

担当教員のコメント 

学生にとって身近で考えやすい「秋の忍ヶ丘祭」をテーマに考えさせることから始め、自分の強み

を活かした“起業”をするためのマーケティングを考えさせた。このことで、人との関わり（人脈）やクレ

ーム（苦情、指摘）などの重要な部分も、グループワークを通して理解してもらえた。 
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授業科目名 経営学総論 授業対象 現 2ビ 

授業担当者名 栁田 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・グループワークなども行いながら楽しくできる点。

・プロジェクターで毎回準備して下さって、プリントにも書いてたからめちゃくちゃ分かり

やすかった。

・絵を書いたり、図を書いたりして覚えやすくしていたところ。

・現代の世の中の動きを学べたこと。

・写真やイラストがあって分かりやすかった。

・先生の教え方が丁寧。

・面白くわかりやすい授業でした。似顔絵も書かせてくれて楽しく覚えることが出来ました。 

・授業で学んだことを実践して取り組む課題。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特になし

・ありません

・なし

・ありません

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・分かりやすく教えてくれたので、難しいものもすんなり覚えられた。

・経営について少しでも知ることが出来たのでよかったです。

・就活などの時事問題に対応できる内容が多く良かった。

・とても良い授業。

・経営学は難しそうに感じてたけど、先生の教え方が良くて、わかりやすく面白く覚えること

が出来たし、この授業を受けてよかったです。 

・ありがとうございました！とても将来の勉強となりました。

・難易度の高い処理が多かったが、繰り返すことで少しずつ身につけることができた。

担当教員のコメント 

 今年、はじめて経営学総論を受け持った。内容が専門的なので、学生にうまく教えられるか

不安があったが、パワーポイントやプリントをしっかり作成したことで、学生に好感を持っ

てもらえたのではないかと感じている。次年度は、今回の授業をベースに、更に面白い授業に

していきたい。 
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授業科目名 疾病各論Ⅱ 授業対象 現 2医 

授業担当者名 武村 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・みんなで考え合って学べた所。 ・医療に対する知識を深めることができた。 

・一人一人解説をすることでより理解することが出来た。

・何回も問題を解くのでとても勉強になりました。

・検定対策をすることができて良かった。

・試験に向けて対策がきちんとしている所や細かく説明してくれる所。

・試験の過去問などを行ったので、試験に直結した勉強ができた点

・試験対策がしっかりできた。 ・過去問もたくさん解けたのが良かった。

・試験対策が十分にできたこと。

・資格試験に向けて有意義な勉強をすることができた。

・自主学習しながら勉強できたとこ。  ・自分が間違えたところを調べて勉強したところ。 

・自分たちで教科書で調べたので、頭にはいりやすい。

・出来なかった問題をやり直す機会があった点。

・将来医療機関で役立つ知識を学べた。実習でも授業で習ったことが実際に出てきてた。

・請求事務の試験に合格した。 ・大事な所など詳しくまとめて授業を行なってくれた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・解答の間違いが多かったので、教科書を調べて確認することが多々あった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・繰り返し問題を解くことができて、頭に入りやすかったです。

・みんなで回答を探したりとても勉強になった。

・検定の過去問を何回も解いたりして、たくさん勉強する事ができて良かった。

・不安もあるが、授業がなければ勉強する機会も少なかったので受けてよかった。

・始めは全然点数が取れなかったけど、授業を受けていくうちに少しずつ分かり、点数も上が 

ってきました。 

・宿題を忘れて、遅れて出すなどがあった。

・先生や友達と協力する授業で取り組みやすかった。

・しっかり出席し、課題も真面目に取り組み提出期限までに提出した。

担当教員のコメント 

 10 月の末に行われた「医療保険請求事務実技試験」では、20 名の受験で 19 名の合格だっ

た。試験問題が例年になく難解で、合格率が低い中での快挙であった。関連科目の先生方のご

協力もあるが、この科目を通して 2年間の学びが統合されていったと感じている。2月に行わ

れた「医療秘書認定試験」の結果も楽しみである。 
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授業科目名 実践ビジネス演習Ⅱ 授業対象 現 2ビ 

授業担当者名 矢田、栁田、河野 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・企業の方々と実際に関われたこと。 ・自分たちで考え行動できた点。

・実際に役立つビジネスを学べる。企業訪問など詳しく話が聞けた。

・普通の授業では学べないことを沢山学ぶことが出来た点。

・女性起業家のお話が一番興味深く、大変勉強になりました。

・実践ビジネス演習は二年間大変なことばかりでしたが良い経験が出来ました。

・知らなかった事を知れてよかったです。 ・後輩とかかわれたこと。

・自分たちで企画からやって、実践して、その中で欠けている部分や良い点を見つけられて、

最終的には一つのものが完成したという達成感を味わうことができた。 

・企業見学やそのグループによって行った内容を発表する場があるのが良かったと思います。 

・1年生と一緒に交流を深める事が出来たこと。

・KJ法で案を決めたことと、先生の指導が良かった。

・自分達で話し合い、計画を立てて、広報活動や会議などにも参加できて、勉強になる事がた

くさんありました。これから社会で活動していく上で、とても良い経験になりました。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・ありません ・特になし

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・経験のなかった動画作りだったが、試行錯誤しながら無事完成して良かった

・とても良い授業だも思います。これからも続けて欲しいです

・2 年連続加納 in フェスタに関わらせてもらって貴重でいい経験ができたのでこれを活かし

て行けたらいいなと思いました。

・リーダーとしてみんなの役に少しでもなりたいと思い、進んで行動しました。

・1年生と交流できるのはこの授業だけだったのでいい機会になりました。"

・初めてのことで苦戦した部分がたくさんあったけど、そのたびに反省を踏まえて改善点を

見つけられた。

・企画から販売まで実際に経験できて楽しかったです。

・1 年の時より学校での案を出すとき話し合いに参加でき、かのう in フェスタでも自分が満

足した取り組みを行えたので良かったです。就職先でもいかせるように色々なことに挑戦

していきたいです。

・かのう inフェスタではみんなで協力して、成功させることが出来ました。

担当教員のコメント 

コメントを見ると、良いコメントや感想が多く、この授業が学生にとって充実したもので

あることが伝わってきた。特に、学外の方との交流という面でのコメントも多かったので、こ

の授業の目的は達成できているのではないかと感じた。 
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授業科目名：情報資源組織演習 授業対象：現２ 

授業担当者名：福田 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・自分たちで書かせてくれたので少しでも頭に入るからよかった

・重要な項目が分かりやすかった

・実際に NDCを書いたり、練習問題をしたのが良かったと思います

・パワーポイントの使い方

・覚えることがたくさんあったけど、教え方がわかりやすかったです

・プロジェクターを使ってみんなにわかりやすくしていた

・実際にやりながらの授業がよかった

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・いろんな標目など出てきて、調べないと分からないやつも多くて難しかったけど、学ぶこ 

とができて良かったです 

・後期は、体調がすぐれなくて休む回数が多かった。でも、本を探すのも少し簡単になった

気がしました

担当教員のコメント 

・内容的には、専門性の高い演習だったため非常に生徒も難しかったのではないかと思う。 

  演習問題の解説など、より分かりやすく細かい説明ができれば良かったと反省点も多い。 

  実際に司書の資格を仕事として使用する際に役立つ深い授業内容にしていく必要がある 

と感じた。また、この内容を学ぶ上で実践が重要であるということが分かった。 
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授業科目名 情報処理演習Ⅱ 授業対象 現 2ビ 

授業担当者名 栁田 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・面白かったのでホームページを見る目が変わりました。

・ホームページのつくり方が良く分かった。

・初めてすることでも一から教えてくれるところ。

・疑問があったら一緒になって考えてくれる。

・やり方を教わったうえで、実践に取り組めた点。

・先生が真摯に教えてくれる。 ・いい授業で良かった。

・授業で学んだ知識を活かして発表を実践できたこと。

・自分達でホームページ作成ができてよかった。

・基礎から学んだので作成にとりかかりやすかった。 ・ホームページ作成。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・特になし。

・なし。

・特にありません。

・もっと難易度の高いことをして欲しい。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・興味がある分野が増えたのでもっと勉強したいなと感じました。

・しっかり考えていきながらホームページを作成して作ることが出来たので、とてもいい勉

強になったし、今後に活かしていきたいと思います。

・わからないところはちゃんと聞いてできるようにした。

・とても楽しい授業だった。

・もっと専門的な知識まで勉強したいと思う授業。

・HP を作ることは、初めての体験で作る前は、ソースを見たときから難しそうでやれそうに

ないと思っていたけど、実際グループで作ってみて意外と自分できるんだなと感じた。貴

重な体験ができてよかった。

・難易度の高いスキルを沢山学べて良かった。

・ありがとうございました。

担当教員のコメント 

 今年は、初めて通年 1 科目の中で、マクロの授業とＷｅｂの授業の両方を実施した。Ｗｅ

ｂ作成の授業が時間内に収まるか不安だったが、無事にグループ作品の完成まで結びつける

ことができた。学生のコメントを見るかぎり、大方満足しているようなので、今年の授業展開

を来年も継続していきたい。 
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授業科目名 販売学総論Ⅱ 授業対象 現 2ビ 

授業担当者名 栁田 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・プリントはなかったが十分理解できる内容

・教科書に載ってる言葉よりも要約してて分かりやすかったところと、例とかで絵も出して

みんなが分かりやすく覚えれるように工夫していたところです。

・検定に向けて一生懸命分かりやすいように工夫してないださってて、こちら側も授業が楽

しかったです。

・自分たちで考える時間を与えて、より考える力を養えた。

・知らなかった販売の裏側をしれた点

・販売の知識を深く学ぶと同時に、販売士検定試験に向けた対策をできたこと

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・なし

・特になし

・ありません

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・とても良い授業だと思います。

・販売学も経営学と同じくらい難しそうに感じてたけど、ほんとに一緒くらい楽しく覚えれ

て、工夫されてた授業だったので受けてよかったです。

・過去問とかも結構いい点数取れてたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。

・資格を取るために履修したけど、実際にこれから販売員として働いていくための勉強にも

なったし、また新しい知識を得ることができた。

・バイトとかでお店で働いているけど知らなかった事や知ってよかったことなとが沢山あっ

たのでとても勉強になりました。

・消費者としての目線も学べた。

担当教員のコメント 

 通年ではないが、販売学総論Ⅰを取った学生が販売学総論Ⅱを全員受講してくれて、最後

まで一生懸命学んでくれた。この授業では、グループワークも多く取り入れた授業を展開し

たが、それについての良いコメントもあったので、次年度以降も知識詰め込みの授業ではな

く、考えながら学べる授業展開をしていきたい。 
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授業科目名 ＦＰ概論 授業対象 現 2 

授業担当者名 木村勝則 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

これから一人暮らしをする際にためになる話が多かった 

身近にたとえてくれたこと 

なし 

面白おかしく授業をしてくれたところ 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

遅い 

なし 

なし 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

一生懸命頑張りました 

なし 

ありがとうございました 

担当教員のコメント 

 学生が自ら考えが分かるように、質問を繰り返し対話形式の講義をした。協同学習の取り入

れ、学生同志の相互理解も深めた。前期の 6ヶ月いう短い期間に国家試験であるＦＰ技能士検定

の全ての範囲を網羅し、独自の試験対策もした。夏休み 9月初旬の学科試験に 3名の合格者を学

内で出すことができた。わかる授業と合格させる講義の実現は、神経をすり減らすが、学生の自

己肯定感や内発的動機付も同時に体感できた。学生にとって、将来一番役立つ資格である。生涯

にわたる学習を期待する。積極的に学んだ学生に感謝している。 
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授業評価アンケート集計用紙②
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授業科目名  医療情報処理 授業対象 現医 2年 

授業担当者名 犬塚 三鈴 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・ゆっくり丁寧に進めてくれた。

・質問しやすく、分からないところを無くして次へ進むことができた。

・分からないところをとても丁寧に説明して下さった。理解しやすかった。

・実習の時に役立った。就職してからも、とても役に立つと思う。

・学生同士で教え合い、分からない時は先生が教えてくれた。

・先生の説明が、分かりやすく丁寧でした。

・先生が、細かく指導してくれる。

・練習問題をたくさん解かしてくれるので、覚えられる。

・仕事で、直に役立つことが分かった。

・初めて行う事だったが、先生が資料や教材などを用意し、丁寧に教えてくれた。

・ORCAについて詳しく学べ、操作できるようになった。

・実際の医療現場で行う医療事務に近いことを学べたので、とても為になった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・記入なし

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・試験対策ができた。

・解くのに時間がかかってしまうことが多かった。

・医療事務で必要なことをたくさん学べたので良かった。

・友達や先生と協力しながら取り組めたので、とてもやりやすかった。

・集中して取り組めていたと思う。

担当教員のコメント 

毎年、学生の操作処理能力が上がってきている様に思います。前年に比べて、よりたくさ

んの練習問題を解いてもらいました。カルテから診療行為を入力処理し、レセプトを出力す

るまでの一連の流れで、更に操作は上達したと思います。実務において必要となる公費負担

医療や労災の入力処理も行いました。就職後に役立てて、頑張って欲しいですね。１年間、

ありがとうございました。 
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授業科目名 医療秘書実務Ⅰ,Ⅱ    授業対象 現-2（医療事務・医療秘書コース） 

授業担当者名 節政 沙弥香 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・どのような答えを出しても一つ一つ先生が受け止めてくれるところ

・クレーム対応や電話応対など社会に出て通用するように勉強したところ

・実践のポイントを理解できた ・実技があるところ ・実践できるところ

・受付応対など実践的な授業で、仕事に役立つものが学べた ・意見交換ができるところ

・話し合いの場で自分とは違う意見や考えが分かった

・プリントに自分の意見を書き、グループワークでまとめるところ

・プリントと実践がとても分かりやすかった ・秘書について詳しく学べた

・例を挙げて授業を進めることが多く、想像しやすかった。実際の現場でも役立つと思う

・電話応対など実践的なことができた

・実際に職場でこんなことを頼まれたらどのように対応したらよいのかなど、

想像をする機会になった 

・社会で働くうえで大事なことを知れた

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・スピードが少し速いときがある

・補講を平日にしてほしい

・考える時間や書く時間が短くて間に合わないことが多かった

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・自分の意見が発表できるように頑張りました

・自分で考えてグループでもしっかり意見を言った

・患者さまとの接し方等、すぐに実践できることを学べた

・仕事で活かせることが多く、参考になった

・患者さまへの言葉遣いや話し方を詳しく学べてよかった

・これまで言葉遣いに対して難しいと思っていたけど、丁寧に解説があったので良かった

担当教員のコメント 

医療現場での実際のケースを想像し、広め深めていくことで学生の知識アップにつながった

のではないかと思います。ただ、テキストのケースが多いだけに、広め深めていくことによ

って時間が押してしまい、思考やグループワークの時間を削らなければならなかったので、 

進め方を工夫していきたいと考えます。 
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授業評価アンケート集計用紙②

授業科目名 生涯学習概論 授業対象 現２

授業担当者名 池本  要

学生からの主なコメント

１ 授業の良かった点

○資料が多かった。

・資料が多かったことと、見やすかったこと。

・資料を多く用意されていたところが良かったと思います。

・レジメを用意してくれて授業をしてくれた点。

・パワーポイントだけでなく、レジュメを作っているところ。

○重要なポイントを何回も覚えるように教えてくれていたこと。

○みんなで話し合いをさせたり、グループワークをときどきしてくれたこと。

２ 授業への要望・改善方法についての意見

○重要なポイントを教えて欲しい。

・色々な情報を教えてくださったことは、嬉しかったのですが、重要なポイントを毎授業ご

とに伝えていただけると、情報が整理しやすかったのかなと思います。

・重要なところを、決まったマークや色などで示してもらえると分かりやすいです。

・もう少しわかりやすい説明が聞きたかった。

・少しレジメが多かったように感じました。

○黒板などに書く字がつながったりしていて見えづらかったので、もう少し丁寧な字で書い

てほしいです。

○もっと耳をかたむけてほしい。最後まで話をきいてほしい。

○プリントは初めのうちに配ってください。

３ 授業の取り組みの様子及ぴその他の感想

○初めて生涯学習を学んで、教科書には文がぎっしり詰まっていて、難しそうで、実際の授業

でも難しくて分からないことも多いですが、自分たちが使っている公共施設や現状を知るこ

と、学ぶことが出来て良かったです。

○テスト前は、集中して取り組むことが出来たと思う。少しだけど、生涯学習についてわかっ

た気がする。

○前半ちゃんと受けていなかったので、後半がんばった。

担当教員のコメント

・資料の配布枚数については、賛否双方あるが、指導内容の軽重も考慮してより精選したい。

・資料の配付タイミングについては、パワーポイントに注意を喚起させたり、思考させることを意図し

て事前配布をしないこともあったが、指導内容によっては改善したい。

・「重要なポイント」については、パワーポイント上で色分け、下線をするなどの配慮をしたが、学生

への配付資料はモノクロ印刷であったので、資料をカラー印刷するなどの改善をしたい。

・板書については、指摘の通りだと思うので、改善したい。

・学生とのコミュニケーションの取り方については、時間配分等を工夫して改善したい。

・学生の特性（能力や関心事等）や学科の特性を十分に把握していなかったので、指導・対応の仕方に

苦慮することがあった。

・当方の持っている知識、情報、経験等をできるだけ提供しようという「気負い」があったので、学生

の特性等をより的確に把握し、教科の目的、本学の建学の精神等を考慮して、指導内容の精選や指導

方法の改善に努めたい。
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一般教育科目 

（全学科）





授業科目名 学びのステップ 授業対象 保育科１年ＥＦ 

授業担当者名 倉岡豊実 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・毎回の授業目標が明確であったので、次に何をするのか、見通しを持つことが出来た。

・全く分からなかった短大の仕組みを最初に知れてよかった。

・高校生とは違うことが沢山あったので、授業を通して思うより早く大学生活に慣れること

が出来た。 

・大学生になるということやノートの取り方など、基本的だが保育士になるための大切なこ

とを学ぶことが出来た。 

・４人グループやロの字の型など、一斉授業だけでなく授業形態に変化があったので意欲に

繋がった。 

・協同学習することが多く、お互いの名前を知ることによって、たくさんの学友と話すこと

が出来るようになった。 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・ 教科書をあまり使っていなかったから、プリントでもよかった。（１名）

・ もっと、みんなで考えるグループ学習が欲しい。（２名）

・ 正確な漢字を書いて欲しい。（２名）

・ 小学生をやり直している気分だった。（１名）

・ 後期もして欲しい。（１名）

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・苦手な漢字も分かるようになり、保育士としての基礎基本を学ぶことが出来た。

・人前で恐れずに自分の意見を発表することができた。

・保育用語を１年生のはじめから知ることが出来た。

・毎回の漢字テストがあり、満点を目指して頑張れた。

・クラスの人たちとの人間関係を築くことが出来た。

・仲間の協力で、課題や問題点の解決策を考えることが出来た。

担当教員のコメント 

・新科目としてスタートし、大学での学び、学習態度及び倫理観等の基礎的事項の定着を図

るための科目として実施できたことがよかった。 

・学びのステップによる授業効果は、１年学生全体実習指導において、学ぶ姿勢や態度に落ち着

きとして感じられ、授業外学習の時間の伸びは、毎時間の課題設定と確認の徹底にあると思われ

る。 

・学生全員の名前を覚え、声かけできたことで信頼関係の前進が見られた。

・学生との積極的な交流を行い、構成的グループエンカウンターの手法を取り入れ、人的環

境づくりに力を入れたい。

147



授業科目名 学びのステップ 授業対象 保 1C・D 

授業担当者名 井上浩義 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

 積極的に発表できるようになった

 実習日誌等で必要になってくる漢字等を学べた。

 大学についてしっかりと知ることができた。不安がなくなった。

 大学での学び方について理解できた。

 ディスカッションの仕組みを学べた。

 毎回の課題により、保育の基本用語や漢字がたくさん学べた。

 レポートの書き方を学べた。

 グループワークなどが楽しくできるようになった。

 毎回飽きずに楽しいところ。

 授業のポイントを分かりやすく説明してくれた。

 これから役立つ大切なことが学べた。

 どんな意見を出しても全て受け止めてくれた。

 一人ひとりが意見を述べる時間があったところ。

 声が聞き取りやすかった。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 ふり返りシートの授業記録の欄をもう少し大きくしてほしい。

 説明が長い

 重要な部分の板書ができるようにしてほしい。

 この授業がどういうものかわからなかった。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 積極的に発表できるようになったので良かった。

 話し合いなども上手く発言できた

 レポートが難しい。

 大学についてしっかりと知ることができた。

 とても楽しい授業だった。

 大学での学び方を知ることができた。

 同じことを何度も言わないでほしい。

 小テストを通して、保育用語での知らないことを学ぶことができた。

担当教員のコメント 

 今年度より開設した新科目とあって、内容等を検討しながらの授業展開であったため、改

善すべき点は多々あるが、ねらいとしていた大学での学びのスタイルや、グループディスカ

ッションへの積極性などは高めることができたのではないだろうか。毎回のテストや授業外

の課題などにより、授業外学修の習慣もついたのではないかと思っている。今後は、他の授業

でもこの科目での学びがつながっていくように、授業間連携等を図っていく必要がある。 
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授業科目名   学びのステップ             授業対象  保育科 1年 A・B 

授業担当者名  中武亮子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・普段は読まない新聞などを使ってのレポートの書き方、発表の仕方など他の授業で活かせる授業だった・授業

外学習で自分で保育のことを調べてみんなの前で発表したり、調べてくるということが自分にとってとても大

切なこと・子どもの気持ちについて理解できることがあった・とても分かりやすく文章を読めるようになっ

た・これから保育者になるに当たって連絡帳や保護者の方との会話をする際に特に大切になってくる敬語の使

い方であったり、まとめ方を上手く使えるようになる点（複数）・将来に役立つ丁寧な言葉遣いなどが学べた・

基礎的な漢字や現代で起こっているニュースを知れて自分のためになった・社会人としての常識やマナーを知

ることができた・学校に入りたてで分からないことをとても分かりやすく説明され役に立った・資料を用い考

えをまとめ、発表しながら相手に伝わるように話すことを身に付けられた・発表の仕方、文章の書き方、正し

い日本語などを改めて学ぶことができた・グループワークの時間が多かった（複数）ので色んな人の意見を聞

けた（複数）し、クラスメートと話すきっかけができて良かった・毎回目的がはっきりしていて授業に臨みや

すかった・プリントに授業内容を書くことで授業の課題が明らかになり理解しやすかった・できるようになっ

たことが増え、もっと頑張りたいと思った・分からないところを丁寧に教えてくれた・質問に対し親身に受け

止め答えてくれた 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・時間配分・丁寧すぎて逆に分かりづらいところがあった・漢字の勉強プリントを前日に渡すことがあった・必

要な教科なのかイマイチ分からなかった・振り返りシートを 5日分ぐらいにして欲しい・グループ活動をもっ

と増やして欲しい 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・漢字テストで満点を取れるように頑張った・提出物を真面目に出し漢字もよくできていた・学生生活を送る上

で大切なことを学ぶことができ不安などがなくなった・すごく分かりやすく、しっかり授業に取り組むことが

できた（複数）・今の日本の保育の問題について知らないことがたくさんあり、知ることで将来保育者になる

為に知っておかなければならない大切な知識を学ぶことができた・最初は何も分からなかったが、授業を通し

て発表のやり方など学べて良かった・大学のことも世の中のことも分かり自分のためになった・今までに学ん

だ事のないことを学べた・発表の場面では緊張したがしっかり取り組むことができた・自分の意見をはっきり

伝えたり相手の意見を聞きながら自分なりにまとめて発表する力が入学当初に比べてついたと感じた・授業内

のことはしっかり考えることができたが、漢字がイマイチだった・グループ活動以外はつい眠気が来てしまい

ダメだった・正直、なぜこんな事をするのか分からなかった。今の 2年生はしないのになぜしたのかなと思っ

た。グループワークは他の授業でもする。身についたのは漢字だと思う 

担当教員のコメント 

・入学後に必要な基礎的な力を身に付けさせるための授業だが、新しく取り入れた科目でもあり試行錯誤しなが

ら進めていった。学生は熱心に課題に取り組み、毎回行った保育用語の試験にも準備をして臨んでいた。その

結果、身についたことはあるが、前期で終了するので、学んだことを定着させるために何をするかが課題であ

ると考える。 
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授業科目名  文学               授業対象  全 

授業担当者名 原田真理 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・文学について興味が深まった。 

・文学の良さ楽しさ深さについて学ぶことができた。 

・表現が難しい古文の作品内容を分かりやすく説明してくださった点。 

・グループで話し合うことで違う意見がきけたこと。 

・自分の考えなどを自由に発表し、他者の意見などをきけたこと。 

・いろいろの作品を読むことができた所。 

・教材がとても面白かった。 

・言葉の言い回しだったり、昔の人の暮らしが、詩から読み取れた。 

・昔の人の気持が分かったこと。 

・昔のことを沢山教えてくれたところ 

・どのような学生の感想や考えも受け止めてくれるところ。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・もう少しゆっくりわかりやすくしてほしい。  

・訳が分からないからプリントがほしい。 

・話していることが多く、もう少し目で色んなものを見て深めたかった。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・一生懸命取り組みました。 

・ノートを一生懸命まとめました。 

・集中して取り組みました。 

・居眠りしてしまうことが多かったです。 

・古文を学べて面白かった。 

・授業外学習に取り組めた。 

 

担当教員のコメント 

 今年の受講生は、保育科と現代ビジネス科 2 年の 30 名ほどであった。古文や和歌を読み、

グループ討議や意見発表を行ったが、熱心に取り組んでいた。説明はほぼ口頭で行い、わから

ない点は質問するよう促しながら進めたが、全員の理解が得られていないことがアンケート

に記されている。単なる現代語訳ではなく、内容を理解し考える時間にするためにどうすれ

ばよいか、方策を工夫しなければならない。古典から抜粋してプリントを作成したが、古文や

古語に親しみのない学生にとっては難しかったと思う。それにもかかわらず、面白かったと

いうコメントがかなりあったことには励まされた。 
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授業科目名 コミュニケーション英語Ⅰ 授業対象 保 1・現ビ 1 
授業担当者名 植田美穂

学生からの主なコメント

１．授業の良かった点

（保育科）

全員がプレゼンテーションできたところ

子供達に模擬授業する練習になった・授業の仕方が実践的に学べたこと

ボードの見やすさ・わからないところを丁寧に教えてくれるところ

学生のやり方を尊重してくれた・よい点をほめ、皆に共有していたところ

ハロウィン、クリスマスなど海外のイベントを取り入れた授業

保育園などで実際に学ぶ順番に沿って授業をしてくれたところ

（現代ビジネス科）

日常的な英会話や英語圏の文化について知ることができた

アクティブラーニングを通して英語を話す練習ができた・積極性を鍛えられた

授業の最初と最後に必ず復習があったところ・使える英語、日常会話を学べた

グループワークやコミュニケーション能力が高まる授業だった

２．授業への要望・改善方法についての意見

（保育科）

ノートをとる時間が少しほしい

（現代ビジネス科）

挙手での発表だけでなく指名制でもよいと思った

ビジネスで有効に使える英語も学びたい

プリント課題を出してほしい

３．授業の取組みの様子およびその他の感想

英語をもっと学びたいと思った

英語は苦手だと改めて思った・もう少し休まずに授業に行けばよかったと反省している

少しだけ英語がわかるようになって自信につながった

英語は苦手だけど楽しく学べた・英語を使えるようになった

担当教員のコメント

一般的な座学とは異なり、「コミュニケーション英語」は演習授業であるため、英語で積極的にコミ

ュニケーションを図ろうとする意欲・関心・能力を育成することを主眼とした授業内容に心がけた。

小学校では英語が教科となり、それに伴う保育の現場での英語教育に多様性が生まれることを念頭に

置いたうえで、本授業を受講した学生たちが、保育現場でいかせる実践的な英語を学ぶ機会をできる

だけ多く与えたいと考えている。学生自身も、使える英語を学びたいという強い意欲を持っているた

め、その意欲と熱意にこたえられるだけの授業を目指し、今後も真摯に授業研究に努めたい。積極的

で主体的な学習意欲に満ちた学生たちに恵まれて、本年度も充実した授業運営ができ、内容豊かな一

年であった。
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授業科目名  コミュニケーション英語 授業対象 保育科１年 A・B・C 

授業担当者名 藤山由佳里 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

＊働くときにどう英語を教えるかが学べた。 

＊子どもに楽しんでもらうために考える大変さを知れた。 

＊課題をきちんと取り組むことができた。 

＊授業の際の姿勢を意識することで高めることができた。 

＊子どもの活動には言語である日本語の他にも活動に生かせることが知れた。」 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

＊保育現場で実践できる内容をもっと増やしてほしい。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

＊カードゲームでいろいろなことができることを知り、製作を丁寧に行った。 

＊月ごとの発表や製作を頑張った。 

＊英語の歌等を知ることができてよかった。 

＊実際に保育現場で活かせるものがあった。 

担当教員のコメント 

 今年度初めての授業であるとともに、前期の先生から後期を受け継いだため学生も戸惑い

があったかと思うが、徐々にペースができてきた。カードを使った内容等は学生が意欲的で

あったので内容をさらに工夫していきたい。 

今後は基礎力の向上とともに、さらに保育現場でいかせる内容を取り入れたい。 
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授業科目名 社会心理学                    授業対象 全１２ 

授業担当者名 小澤拓大 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・グループで協力してレポートを作るところ。 

・スクリーンとホワイトボードの両方をうまく利用していて分かりやすかった。 

・考えたりする時間があって良かった。 

・事例の答えをみんなで考えて答えを求めたことが面白かった。 

・自分で考える時間をもうけていた。 

・授業が分かりやすかった。  

・難しいことも具体的に教えてくれ、説明してくださった。 

・身近なもので考えられること。 

・人の心理を掴めるようになった。 

・日常生活で疑問に思っていたことをわかりやすく授業で説明してくださったこと。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・要点をもっと分かりやすくお願いします。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・パワーポイントがよかった。 

・人の心をさまざまな角度で見られるようになったと思います。 

・先生の問いかけにしっかりこたえて反応した。 

・質問など考えることができ、近くの人と協力して答えることができた。 

プリントに書いていないことも、書き込むことができ理解が深まった。 

 

担当教員のコメント 

 授業評価アンケートの平均値は「4.5」となったことや、上記の記述内容から考えると、

全体的には高評価であったと判断できる。「考えさせる授業」を大事にしているが、「１．授

業の良かった点」や「３．授業の取り組みの様子及びその他の感想」の記述内容からは、そ

の点はある程度はできていたといえるかもしれない。ただし、考えさせることを大切にして

いると、要点をこちら側が示すことが疎かになってしまう可能性がある。要点を学生自身で

見出すことも大切であるが、「要点をもっと分かりやすく」という意見もあったことから、

その点については今後の検討課題であると考えられる。 
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授業科目名  心理学概論              授業対象 全  

授業担当者名 井上浩義 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 
 実際に実験などをしてわかりやすかった。 

 人のさまざまな不思議なところを知ることができた。 

 面白い実験をたくさんやってみたこと。 

 さまざまなジャンルのいろいろな心理学について学ぶことができた。 

 実際に実験して、結果を出し、考察するのが良かった。 

 学生が興味をもっているものを取りあげ、授業してくださったので楽しかった。 

 保育の場面でも使える内容が多かった。 

 とても分かりやすく説明してくれた。 

 スライド、小テストなどが充実していた。 

 他の授業では学ぶことのできないことを学べたところ。 

 先生が説明する際に用いた例がとても分かりやすかった。 

 興味を持てる部分がたくさんあった。 

 実験をして考察してレポートを書くのは面白かった。 

 心理学に興味が湧いた。 

 毎回、前回の授業の小テストを行っていたところ。 

 話が面白かった。声が聞き取りやすかった。 

 プリントとスライドを使って教えてくれたので分かりやすかった。 

 自分たちが実験したことを基にデータを作成してレポートを作ることで、授業の内容がもっ

と理解できた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
 身近なところ（学校生活、保育現場）で使えることを学びたい。 

 この授業が保育に何の関係があるのか？必要のない科目だ。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
 初めて知ったことが多く、勉強になった。 

 人の不思議なことには科学的な根拠があると知ってすごく驚いた。 

 レポートを書く、という初めての経験をして、上手には書けなかったけどとてもいい機会に

なったので良かった。 

 実験したりするのは楽しかった。 

 普段では学習しないことをたくさん学べたので楽しかった。 

 もっと詳しく勉強したくなる授業だった。受講してよかった。 

 具体例を入れたり、私たちの反応に応えて教えてくれたりしたので、分かりやすく楽しい授

業だった。 

 授業内容がとても面白く、毎回の授業が楽しかった。 

 面白く、楽しく、声も聞きやすかった。 

 自分の知らないことばかり知れる授業だったので、授業が楽しかった。 

 わかった事は、声に出して発表することができた。先生もその声に気付いてくれたりしたの

で、とても楽しく授業を受けることができた。 

 

担当教員のコメント 

 一般教養の授業ということもあり、学生の知識欲を刺激するような内容と、専門的な実験レポート

などのバランスをとりながら、学生主体になるような工夫した授業だった。その意図が学生にも伝わ

り満足している。UNIPA を用いた小テストなどの工夫も効果があってよかった。  
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授業科目名 健康の科学・体育実技 授業対象 保１・現１ 

授業担当者名 真木 博 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

〇思い切り本気でプレイし、運動不足の解消に良い機会であった。（２１） 

〇良い汗をかきリフレッシュでき楽しかった。（２０） 

〇様々な運動・スポーツができ良かった。（１０） 

〇基礎から学べた。アドバイスがあり良かった。 

〇班で助け合い絆を深め、協力する授業が良かった。（５） 

〇大きな声で説明が分かりやすい。（３） 

〇優しい。良い空気。先生も参加してくれたのが良かった。 

〇目標がしっかりと立てられている点、記録する点 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

〇力量差のないチーム編成 

〇得意不得意を考慮したチーム編成 

〇能力別編成 

〇出席番号以外でチームの編成 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

〇楽しくルールなどを理解しながらたくさん体を動かすことができた。（１８） 

〇真面目に積極的に取り組んだ。（１７） 

〇助け合い、協力し合い、チームワークが高められ、仲良くできた。（４） 

〇今後の生活に運動をしていきたい。 

〇できることはとても楽しいことだとわかった。 

〇休まずにできた。 

担当教員のコメント 

〇「礼、ルール・マナー遵守、責任感、協調・協力、思いやり等」の追求は健康の科学・体

育実技の目標そのものである。本年度の学生の取組・態度は良かったと考える。本授業を

通して、特に精神の健康面の向上を目指したが、時間厳守、身なり等においては、全体的

にもう一歩なので次年度を更に精進したい。 

〇学生が強い人弱い人など誰とでも助け合い、協力し合い、楽しく学習し、スポーツの楽し

さを味わうことができるようにできる限り、力の拮抗した班編成を工夫したい。 

〇学生が本授業を通して、ストレスを発散し、リフレッシュできている旨の感想を多く聞

くと本講座の存在価値が高いことを痛感する。 
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授業科目名 健康の科学／体育実技               授業対象  保 1 

授業担当者名 伊東朋子 

 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点(保健) 
・DVDを見たり、実際にパッチテストをしたりなど、すべてに興味・意欲をもち、取り組むことができた。 
・プリントによる先生の丁寧な説明 ・わかりやすい説明で、理解しやすかった。 
・DVDを見て実際の状況が分かるのでイメージがつきやすく分かりやすかった。 
・お酒についても知れていつか今後に活かせる内容で自分のためになった。 
・ビデオでタバコや飲酒，薬物について分かりやすく教えてもらったところ。 
・自分の将来の事を考える良いきっかけになった。・色んなことを詳しく知ることが出来た。 
・声が大きく聞き取りやすかった。・要点を的確にご指導して頂き分かりやすかった。 
・身体のことについて詳しく知ることができた点。・保健の中で大切な話を学べてよかった。 

 

１ 授業の良かった点(体育) 
・クラスの団結力が強まった。 ・たくさんの競技を出来たこと、ルールーを詳しく知れたこと。 
・チームで協力して勝てる工夫をしたり、体を動かして楽しく受けるところが良かったです。 
・身体を多く動かせた。・知識がさらに増え、深く知れた。・クラスの団結力が強まった。前より仲がよくなった。 
・みんなと関わり会えたこと。 ・唯一の運動の時間なのでありがたいです 
・自分たちで作戦を考えて、試合を進められること。 
・生徒たちが主体的に取り組んで、自分たちで考えて授業をすすめていたりしたこと。 
・しっかり体を動かせられる点。分かりやすく説明して下さった点 
・あまりクラスで話さない子たちとも一緒に話し、関わることが出来た。 
・ゲーム(試合中)もコートをまわってアドバイスをくれた。体を動かすことができた 
・スポーツのルールをしっかりと説明してくれ、とても楽しい時間を過ごせたところ。 
・ただ、試合をするだけではなく作戦を立てたり一人一人が班ノートを書いたり全員が取り組めました。 
・学生の自主性を大事にしているところ。・球技が色々な種類出来たこと・先生のはっきりとした正義感 
・普段運動をしないから、1週間に 1時間あるこの授業で身体を動かせたこと。 
・ケガしないようにストレッチをしっかりさせていた点。・みんなが協力して同じ目標に向かえていた。 
・意欲が出るようなご指導であった。・時間の間隔、テンポが良かった。 
・色々なスポーツのルールや仕方を知ることが出来ました。 
・色々なスポーツを経験できた点。体力がついたり学友と楽しみながら関わることができたりした点。" 
・友達と一緒に楽しみながら、授業を受けることができた。 
・様々な競技が出来て、とても充実した時間を過ごすことが出来ました。 
・グループごとで練習したり試合を多く設けることで、とても楽しく協力しながら体を動かすことが出来ました。 
・気をつけることやコツなど細かく説明してくれて分かりやすかった 
・競技をする前に運動がてらに体を動かす工夫をきちんと指導していた 
・自分達で考えて活動する場面が多かったこと。 
・毎回の授業後に反省を書くことによって、次の授業なにを頑張れば良いか詳しく知れた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 
・球技をふやしてほしい 

・授業を増やして欲しい。 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 
・熱心に取り組むことができ、毎回の授業がとても楽しみだった" 

・体育が少し好きになった。 

 

担当教員のコメント 

 毎回欠席者もほとんどなく、学生が意欲的に授業に取り組んだ、指導する側も非常にやりやすかった。今年度

より、新たに導入した作戦ノ－トにより、アクティブラ－ニング化が進み 

今後指導者になる学生達に個人差はあるかも知れないが、体育の授業はとてもいい経験になったと思う。 
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授業科目名  人間の研究 礼節Ⅰ               授業対象  保１ 

授業担当者名 松下 律子 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

   ・社会に出て行く上で必要な知識をしっかり実践しながら学ぶことが出来てとても良かっ

た。（２５） 

  ・実物を用意され、わかりやすく実践的に学ぶので、話もわかりやすく理解しやすく、正 

しいマナーが身に付いた。（３０） 

・一人１人にわかるまで指導をしていただいた。熱心に授業していた。（７） 

  ・授業に沿ったプリントが毎回準備されており、授業目標が提示され、わかりやすい授業 

だった。（５）とても深い授業であった。 

  ・実践授業の準備がすごかったです。 

 ・学んだ様々な作法やマナーが日常生活で自然に使えるようになった。 

  ・メリハリがしっかりしていた。   

  ・和室の使い方が学べて良かった。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

  ・スライドで示す時間を長くしてほしい。 

  ・分からない時や、質問したい時に近くに来てほしい。 

  ・時間内に終わってほしい。 

  ・学生の声を聞いてほしい。 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

  ・実践ができて、学びが多かった。（ノートなど基本的なことも）楽しかった。（４） 

  ・授業外学修が毎回しっかり行うことができました。授業外学修に頑張った。（７） 

  ・授業外学修に取り組みことで、その日に行った内容を理解することができた。 

  ・休まず取り組めた。１時間１時間集中して真剣に取り組めた。（１３） 

  ・授業で自分から発言できた。（２） 

  ・礼節を沢山学べて良かった。大切なことを沢山学べた。（１０） 

  ・前期に比べて、まだまだ流暢ではないが自分の役に責任持って行動することができた。 

  ・分かりやすい指導だった。 

  ・家庭では学べないことが学べたので良かった。 

  ・学び合いにより。友だちからも学ぶことができた。 

担当教員のコメント 

 明教庵は、礼節の修業の場であるということ、練磨により一つ一つの所作は磨かれていく

ことを常に学生に問いかけてきた。学生主体の、取り組みやすい題材を準備することをモッ

トーに、臨場感のもてる演習場面の設定し、実物やＤＶＤを活用した授業の工夫を行った。時

代の変化に対応することや授業外における日常の生活や社会･実習先においての作法にまで

言及し、礼節の意義を一人１人が把握できるように努めた。学生も、しっかり向き合い、楽し

く充実した取り組みができた１年であった。授業外学修への取り組みもほぼ 100%であった。 
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授業科目名  人間の研究Ⅰb(礼節)                   授業対象 保１A   

授業担当者名  山本優子  

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・礼儀作法、気働き、敬語の使い方、茶道、煎茶の淹れ方、テーブルマナーなどを学べた。 

・環境が良く、授業に参加しやすかった。 

・DVDやプリントで一つ一つの内容を丁寧に指導してくださった。 

・実践が多く、体験することができた点。 

・実践の際に友達に見てもらい、アドバイスを書いてもらう機会があった点。 

・抹茶の点て方、お菓子の頂き方などについて詳しく学べ、自分でお茶を点てることができて良かった。 

・実際に先生がお手本を見せてくださり、道具を使って説明していたところ。教え方が大変わかりやすか

った。 

・先生が笑顔でとても優しく授業を楽しく進めてくださり、礼節を楽しく身に付けられた。 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・全ての授業に出席できた。課題を毎回出すことができ、積極的に参加できました。 

・最初はどれも難しく感じ不安でしたが、やっていくうちに慣れ、しっかり取り組むことができました。 

・1年間、身に付けるべきものを、身に付けることができたように感じます。 

・社会人になるにあたって大切なことをたくさん学べて良かったです。 

・誰よりも美しい所作ができるよう努力しました。 

・とても楽しく学ぶことができました。 

 

 

担当教員のコメント 

ある一つの形を修得するにあたり、なぜこうするのか、その理由・背景を説明することにより、多くの

学生の理解を得ることができ改善点を見ることができた。一般教育科目「礼節」は演習という授業の種類

である。学内・実習・社会において必要とされる内容であるので、基本を大切に、繰り返し取り組むこと

で身に付け、実践できるように導いていきたい。 
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授業科目名：人間の研究Ⅰｂ 礼節   授業対象：現ビ１ 

授業担当者名：長瀬 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

・グループ学習を取り入れていたから，自分じゃ気づかない良いところ，悪いところを発見で

きた． 

・授業外学習等，家でも勉強ができるように工夫しておられた所，ビデオ等を見せてくださ

り，分かりやすい所 

・これから生きていくのに必要なマナーを身につけることができた．普通の学校では学べな

いと思うからこの学校に来て良かったと思う． 

・座学だけではなく作法を実演したり和室入室を何度も練習できたこと。普段の生活での間

違いや不足に気づけたこと。 

・先生の体験談を混えた授業はとても頭に入りやすかったし，何より為になりました． 

・礼儀や常識が学べた．また，実際やってみることも多かったので分かりやすかった． 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・もっと茶についてのレポートを班でまとめる時間が欲しかった． 

・入室の時の礼にリュックやコートなど荷物が多い為，少し置ける台があると良いと思う． 

・授業のスピードが遅い．プリントをノートに貼るよりファイリングの方が効率的だと思い

ます． 

・後ろの席はスライドが見えづらいので，文字がぎっちりより少し余白があるといい．また，

赤色は文字が分からないので，違う色にするか文字を大きくしてほしい． 

・よく授業が延びてしまうので，時間通りに終わってほしい． 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・初めて知ることが多かった．社会人になって所作が身に付いていなかったり，知らない人は

恥かしいと思う．企業の顔にふさわしいように敬語や振る舞いを学んだ． 

・自分の知らないマナーが学べるので，正しいマナーを身に付けることができ，日常生活や社

会で役立たせることができます． 

・茶道や、食事作法など、普段なかなか人から言ってもらえたり，教えてもらえないことが大

いに学習できる場でした。とても楽しかったです。 

・周囲の人と協力して実践でき，復習もしっかりできた．積極的に取り組むことができた． 

 

担当教員のコメント 

 アンケートの集計結果から，全ての項目で 4.5 以上の評価があったことから，この授業の

進め方については問題がないようです． 

 話しておきたいことやできるようになってほしいことが多いため，時間内に収まるように

内容を精選したいと思います．  
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授業科目名 人間の研究Ⅱｂ（勤労）     授業対象 現ビ 1、保１ＥＦ 

授業担当者名 矢田 

 

学生からの主なコメント 

 

１ 授業の良かった点 

 

・いろんな作業があり楽しかった 

・クラスの友達と協力して畑仕事を出来る。それを機に仲が深まるのですごく良い！ 

・ソラマメやさつまいもの収穫をしたり神社の掃除をしたりと楽しんで授業に取り組めた。 

・みんなで楽しく汗水流して出来て楽しかった 

・勤労について学びを深めることができた 

・私たちの気持ちを沢山受止めてくれた点 

・これから社会に出るのに必要な知識も持てたと思う" 

・グループで意見を出し合ったり、畑作業で 1 番頑張ったひとを決めたりして、周りを見る

力をつけるところ。 

・勤労とは何かについて深く学ぶことが出来た！ 

 

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

 

・偉人の授業はほんとに為になるので、もっと増やしてほしいです。 

・特にありません 

 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

 

・作業にも真剣に取り組んだ 

・実技も講義も楽しくみんなで協力してできた。 

・畑仕事など、班メンバーと協力して一生懸命取り組めました 

・宮崎についての歴史なども知れてもっと宮崎が好きになりました 

・グループ内で話し合う事の大切さを学んだ 

・畑作業を通し、実際に働くことの大変さややりがいを感じることが出来ました。 

・ノートのまとめ方がもっと上手くできたら良かったなと思います 

 

担当教員のコメント 

  

建学の精神をいかに具現化して教えるかが、本科目の使命であると考え、共同協力の精神

を中核に展開した。また、将来の地域を支える人材と育ってもらうために、郷土の先人などの

功績も折り込んだ。学生の感想からは、その趣旨が十分に伝わったと感じている。 
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授業科目名   人間の研究 勤労 授業対象 保育科１Ａ １Ｂ 

授業担当者名 有嶋 誠 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・先生の声は大きくて、スライドでしっかりとまとめられていて、実際に畑に行って種を植えて収穫し、

働くことの大変さや素晴らしさが深まりました。 

・現代の働き方や働くための法律等知ることができた。また、畑での実習がよかった。

・わかりやすく、興味深い授業でした。

・サツマイモ実習等、食に関する大切なことを理解できた。

・ソラマメやサツマイモを育てて、働くことの大切さを学ぶことができた。

・興味深い内容が多かった。

・実際に畑でソラマメを収穫したり植えたりして、農作業の大変さを学んだ。

・ワークシートに沿ってわかりやすく授業が進んだ。

・資料もたくさんあり、先生がわかりやすくまとめてあったのでよかった。

・ビデオやＤＶＤを活用した授業は理解しやすかった。

・宮崎の歴史上の人物や勤労のことを詳しく学ぶことができた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・授業中に眠くならないように体操等をしたい。

・特にありません。

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・この授業を通して、働くことの大変さや達成したときの喜びについて学ぶことができてよかったです。 

・働くことの現状や保育士の仕事等も知ることができてよかったです。

・とても楽しく授業を受けることができたので良かったです。

・先生は面白い。実際に畑で体験できてよかった。

担当教員のコメント 

本学の建学の精神である「勤労」の授業では、働くことの意義や楽しさ、そして植物を育

てることの楽しさや奉仕する心などを学びました。保育者を目指す学生にとって、最初は実

習畑に行くことに不思議感があったようでしたが、植物の成長を身近に見ることができ学

生の意欲が高まりました。また、実習等で、保育所や幼稚園での栽培実習の経験もあり、興

味が高いようでした。教室での学びや栽培に関する実習、そして働くことに関するＤＶＤ視

聴などを通して、学生は真面目に頑張りました。 

なお、２０１９年４月から実施された「働き方改革」についても具体的な説明を加え、非

常に興味を示しました。  
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授業科目名  人間の研究Ⅱ「勤労ｂ」  授業対象 保１ＣＤ 

授業担当者名 倉岡豊実 

学生からの主なコメント 

１ 授業の良かった点 

・ソラマメやサツマイモ栽培の農作業をし、共に汗を流す体験することで、働くことの難し

さや厳しさ、人として生きていくことの大切さを学ぶことができ達成感を味わうことが

出来た。 

・授業内容も考えさせられる機会が多く、「道徳」の授業のような時間もあった。

・役割分担を決めてからの活動だったのでグループで効率よく協力し合うことができた。

・ＤＶＤの活用やグループワークがあり、皆の違う意見等を聞くことができて、学びが深ま

っていった。 

・スライド等で要点が分かりやすくまとめてあり、見やすく理解しやすかった。

・実習記録（ノート）を継続的に付けることで、しっかりと振り返ることができた。

２ 授業への要望・改善方法についての意見 

・他の農作物を育ててみたい。

・グループが同じだったので、時には変えて欲しい。

・ 

３ 授業の取り組みの様子及びその他の感想 

・畑での実習で何かを育てることで苦悩や達成感を味わうよい機会になった。

・一人ひとりの名前を覚えていて、親近感が湧いた。

・普段は自分のことを話すことはないけど、この授業では、自分の思っていることや考えを

話す機会があり、発表することができた。 

・授業後の感想の書き方について、項目ごとに整理して書くことを学び、今後に役立つと思

った。 

担当教員のコメント 

・勤労のキーワード「共働・共汗・共感」とし、特に畑での栽培作業は重要な時間として授

業に臨んだ。

・「虫が嫌、汚れるのが嫌、日焼けが嫌」等で作業に消極的な学生も事前役割分担を学生に

話し合いで決定させると、皆スムーズに実施できた。 

・１年次の学級の好ましい人間関係づくりが大切であるので、構成的グループエンカウン

ターの手法で時折エクササイズを取り入れた。

・男女共同参画・ＡＩ等時代の流れに応じた内容も取り入れるようにした。
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授業研究の部 

 授業研究会記録 





研究授業
実施日

研究授業
担当者

授業科目名
授業研究会

実施日

2019年5月16日 東　真美子 あそびと音楽Ⅰ 2019年5月17日

2019年5月23日 柳田　健太 販売学総論Ⅰ 2019年5月23日

2019年5月24日 井上　浩義 心理学概論 2019年5月27日

2019年5月27日 木村　勝則 ファイナンシャルプランナー総論I 2019年5月27日

2019年5月31日 桑迫　信子 子どもの保健 2019年5月31日

2019年6月21日 髙妻　瑠弥乃 子どもの食と栄養 2019年6月21日

2019年7月19日 小川　美由紀 保育指導法Ⅱ 2019年7月19日

2019年10月3日 木村　勝則 簿記Ⅱａ 2019年10月3日

2019年10月23日 木村　勝則 情報処理演習Ⅰ 2019年10月23日

2019年10月28日 久松　尚美 保育相談支援 2019年10月28日

2019年11月18日 高妻　弘子 保育内容「言葉」の指導法 2019年11月18日

2019年11月20日 小川　美由紀 保育内容総論 2019年11月20日

2019年11月21日 小澤　拓大 社会心理学 2019年11月21日

2019年11月26日 髙妻　瑠弥乃 子どもの食と栄養 2019年11月26日

2019年11月26日 松下　律子 人間の研究Ⅰｂ（礼節） 2019年11月26日

2019年12月5日 矢田　憲太郎 人間の研究Ⅱｂ（勤労） 2019年12月12日

2019年12月9日 有嶋　誠 教職概論 2019年12月9日

2019年12月10日 三宅　浩子 あそびと音楽Ⅱ 2019年12月10日

2019年12月13日 白石　知子 低年齢児保育Ⅱ 2019年12月17日

2019年12月16日 倉岡　豊実 小児体育　Ⅱ 2019年12月16日

2019年12月19日 木村　匡登 保育教職実践演習 2019年12月19日

2019年12月19日 武村　順子 医療用語Ⅱ 2019年12月19日

2019年12月23日 小川　美由紀 保育指導法Ⅰ 2019年12月23日

2020年1月9日 大坪　祥子 保育・教職実践演習（幼稚園） 2020年1月9日

2020年1月9日 戸敷　早苗 介護福祉概論Ⅲ 2020年1月9日

2020年1月14日 中武　亮子 器楽活用法 2020年1月14日

2020年1月16日 原田　真理 文学 2020年1月16日

2020年1月21日 伊東　朋子 健康の科学／体育実技 2020年1月25日

2020年1月21日 髙妻　瑠弥乃 子どもの食と栄養 2020年1月21日

2020年1月24日 泰田　久史 保育内容総論 2020年1月24日

2020年1月24日 樋口　成樹 社会的養護Ⅰ 2020年1月25日

2020年1月27日 河野　美香子 情報処理概論 2020年1月27日

2020年1月30日 後藤　祐子 あそびと音楽Ⅱ　 2020年1月30日

2020年2月3日 大石　祥寛 小児体育　Ⅱ 2020年2月3日

2020年2月4日 園田　和江 特別支援教育Ⅰ 2020年2月4日

令和元年度　研究授業・授業研究会　実施一覧
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授業研究会まとめ 

授業者より

・ふれあいあそびの実践は、もう少しじっくり行ったほうが実践力は高まると感じた。

時間を気にして充分行わないまま、次の活動に移ったので、後半の班で話し合う時間が

想定よりも多くなり焦ったが、学生同士が意見を充分出し合って話し合いを充実させて

いたので、助かった。

・保育者がいろいろなものを手作りすることの良さも伝えたかったが、言葉足らずで一

つの側面からしか伝わっていなかったと思う。

授業を参観して

・手遊び歌を、段階を追った指導をされていたので、学生にとって無理のない配慮がさ

れていると感じた。

・映像の利用が効果的だった。また、映像を見る前に「子どもが注目する保育者の動き」

という視点を与えていたので、学生も保育者としての自分を投影しながら、客観的に振り

返る機会になっていて良かった。

・ワークシートの記入と平行して、発表の場を適宜作られていて、参考になった。

・前半で使用した「ペープサート」が、後半の現場を想定した班発表の発展の話し合いの

際に参考となるワードになっていて、つながりがあって良かった。

・授業のテンポ、場面の切り替わりがスムーズで、流れるような授業展開だったが、も

しも理解力について配慮の必要な学生等がいた場合は、１回の授業内での情報量の処理

が難しいのではないかと思った。

・手遊び歌（カレーライスのうた）を、実際に園児に教えることを想定する場面で、園

児に示す時間帯や場面を予め決めておくと、学生も実際の保育現場が想像しやすいので

はないかと思った。

協議事項

・木琴を演奏している学生の座り方が気になった。⇒映像を見せている時が、学生にと

って実際の保護者や子どもがいる場所でどのような姿勢や態度を取るべきかを想像し

やすいと思うので、そこでしっかりと注意喚起しておくと良いのではないか。

・カレーの歌の替歌でつじつまが合わない歌詞になっていた班もあったので、活動前の

説明の仕方や指導を工夫したらよかったのではないか。

研究授業  授業者： 東 真美子

授業科目名：あそびと音楽Ⅰ

授業対象：1 年Ｅクラス 
日時：令和元年 5 月 16 日（木）4 限 
場所：23 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：髙妻 弘子・伊東 朋子・小川 美由紀

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和元年 5 月 17 日（金）1 限 

  場所：東研究室

  出席者：髙妻 弘子・伊東 朋子（記録の提出）

・小川 美由紀（記録の提出）・東 真美子
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授業研究会まとめ 

授業者より

今回の授業では、商品にかかわる身近な題材を基に、学生が主体的に授業に臨みリテ

ラシーの向上に繋がることを意識して授業を展開した。具体的には、発問による教員と

学生の意見のやり取りやワールドカフェを用いた学生同士の意見交換が活発になるよ

うにした。

 授業を終えてみて、全体としては予定した通りの運びができたと感じるものの、発言

が少ない学生への配慮や話し合った結果を全体で共有する時間などの設定などもある

とより深まりが出来たのではないかと感じた。

授業を参観して

・学生が話し合いに慣れている様子が伺えた。 ・視聴覚機器の準備と活用が良い。

・ワールドカフェなどのアクティブラーニングの技法を取り入れていた。

・授業開始時に検定と本時の関係の説明などがあり、資格試験を意識した受講ができる

と感じた。

・授業の最後に、全員でテキストにマーカーを引いていくのは、本時のまとめにもなり、

テキストの活用にも繋がる良い方法だと感じた。

・発言しやすく、なごやかな雰囲気が作られていた。

・課題の答え合わせの際に説明を加えると、より理解度が増すと感じた。

・分かりやすい事例や具体的な教え方だった。楽しい雰囲気が伝わった。

・様々な場面で、学生に問いかける応答的授業が良かった。

・PPT が工夫されていた。ディスカッションの中で出た学生の声をひろい、全体で

シェアしていたところが良かった。

・授業で覚えるべき用語を最後にテキストでチェックしさらに宿題とする点が良かった。 

協議事項

・発言できない、おとなしい学生の対応について

・学生との関係が薄い場合の、グループワークの手法について

・グループディスカッションの方式について

研究授業  授業者：栁田 健太

授業科目名：販売学総論Ⅰ

授業対象：ビジネスコース 2 年 
日時：令和元年 5 月 23 日（木） 4 限 
場所：8 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：リテラシーの向上

  参観者：武村順子、井上浩義、河野美香子、髙妻瑠弥乃、木村勝則

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和元年 5 月 23 日（木） 16：20～17：00 

場所：8 教室 
  出席者：武村順子、髙妻瑠弥乃
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授業研究会まとめ 

 授業者より

 本授業においては、学生に興味をもって楽しく授業を受けてもらい、その中で

積極的に授業に参加し、学びを深めることを求めている。今回は、心理学の研

究法について、実験による体験的な理解いうテーマの下、全学生がそのねらい

を達成できている様子が見られ、授業者として安堵している。

 ユニバーサルパスポートを用いた、毎回の復習テストとその解説は、学生もそ

のスタイルに慣れてきており、しっかりと参加する様子が見られている。ユニ

バーサルパスポートの全学的な活用のきっかけとしたいと考えている。

 ユニバーサルパスポートのによる小テストでは、スマートフォンのデータ通信

量やバッテリーの問題から、毎回 1～2 名が教卓の PC からの入力となってい

るが、授業評価に加算することから、しっかり確認し、全員が入力できるよう

配慮している。

 授業を参観して

 ユニバーサルパスポートの授業での活用は良かった。

 授業における説明は、ポイントを押さえており、わかりやすい。

 実験にあたっての用具の準備等はよかった。

 学生が「体験しながら理解する」という狙いは達成できていた。

 配布資料における表記の統一が必要である。「利き手」と「右手」が混在して

いた。

 小テスト後の解説において、学生がざわついていた。私語に対する声かけが不

足している。

 実験方法の紹介において、全体に見えるような工夫が必要である。写真を用い

て説明するなどの対応が考えられる。

 協議事項

 授業内で、学生が互いの実験結果を紹介しあう場面があったが、学生同志の交

流という効果がある一方で、ざわざわとする場面となることから、導入を迷う。 
→学生同士の人間関係の構築が、協同学習に必要であると考えている。

研究授業  授業者：井上浩義

授業科目名：心理学概論

授業対象：保育科 1 年 
日時：2019 年 5 月 24 日（金） 4 限 
場所：1 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：個人差への対応力の向上

  参観者：東真美子 先生、髙妻弘子 先生

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：2019 年 5 月 27 日 11：00～11：40 

  場所：井上研究室

  出席者：東真美子 先生、髙妻弘子 先生
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授業研究会まとめ 

授業者より

学生は、真面目に取り組んでいた。授業者の問いに積極的に考え、発言していた。授

業者の熱意、思いが伝わる。学生に一緒に共感できる授業ができた。授業者の経験をい

かし最先端の税務情報を国税庁の確定申告コーナーから e-taxを通じて最先端の講義が

できた。

現代ビジネス科の学生には、タブレット PC が貸与されていたが、通信環境の考慮か

ら、学生自身の携帯端末を利用したが、タブレット PC も持参すべきであった。国家資

格の取得を目指す為には、授業の充実をはかるために、更なる努力が必要と痛感した。 

授業を参観して

試験によく出題されるところの説明があってよかった。

スマホで実際に自分がやってみるのは実践的で良いと思った。

スライド資料の配布があればいいと思った。

パソコン画面が大きくスクリーンに写ると見やすかった。

声が大きい。動作が大きい。学生の声かけ、内容が面白かった。

スライドの用意、動画の使用、体験を取り入れた端末使用が良かった。

パワポの表示がわかりにくかった。スライドの資料が学生の手元にない。

学生からの反応を待たないので、授業者が反応してしまう。

同じ学生への声かけが多い。名前の呼び間違え。場面の切り替えが早い。

携帯を忘れた学生、しない学生への対応が必要である。

学生の興味を引いた楽しい授業である。

FP 検定は試験範囲が広いので、進捗度の配慮。 
授業では与えられている情報が限られるので追加情報の配慮が必要ではないか。

協議事項

スライドの完成度と切り替えのスピード、タブレット使用等。

あてる学生への配慮、言葉遣いの選択、シラバスへの配慮等。

研究授業  授業者：木村 勝則

授業科目名：ファイナンシャルプランナー総論 I 
授業対象：現代ビジネス科 2 年 
日時：令和 1 年 5 月 27 日 （月）3 限 
場所：4 教室 

 取り組んだ「授業力向上のテーマ」：個人差（学力・モチベーション等）

への対応力の向上

  参観者：宗和先生、矢田先生、原田先生、武村先生、柳田先生、河野先生、

小澤先生、髙妻 瑠弥乃先生 

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和 1 年 5 月 27 日（月）16：20～ 17 :00 

場所：4 教室 
出席者：宗和先生、矢田先生、原田先生、武村先生、小澤先生、髙妻 瑠弥

乃先生、河野先生（参観メモ）
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授業研究会まとめ 

《授業者より》

①重要箇所を各自で記録できるようワークシートを配布した。これは、机間巡視にて

知識レベルを把握することができ、集中力を高めることに繫がったと思う。また、こ

れまでの学びとの関連性が非常に高いので、板書にて授業内容をまとめ想起できるよ

うにした（この部分にかける時間が多くなるが、理解のバラつきに対応するためには

必要だと感じている。授業展開の難しい部分）。その他、解剖的にはスライドで視覚的

に理解できるよう工夫した。最後の仕上げに小単元の確認テストをし、自己課題を明

確にした。反省として、新しい用語が多いうえに複雑な内容で、理解の個人差へどの

ように対処するかだと感じている。

②開始時刻には準備が整い、授業中熱心にノートをとる学生が殆どだが、２～３人居眠

りをしていた。また、最後の確認テストでは、正答率 8 割以上の学生が少ない。時間

外学習につなぐ指導や、理解に導く授業開発および教材研究をしなければならないと

感じている。

《授業を参観して》

・授業ルールが確立し、発問や待つ時間など授業にメリハリがある。学習機材を大いに活

用し、教科書と連動した資料なども充実していた。

・機能だけではなく、病態まで説明し深い内容だった。

・授業者からのアプローチが多く、学生からのレスポンスが少ない。しかし、ノートを熱

心に取り、話し合いの時間もあった。

・学生が一生懸命に書き取っていた。どのような働きかけをしてきたのか。

・板書、説明、質問のテンポがよく、学生の集中力が切れることがなかった。

・確認テストがあることで知識が定着し、ワークシートは授業外学習につながり理解が深

化する。

⇒今後の展開として、課題提出によりその内容で理解の程度や質問を把握できる。

・2 クラス合同は大変だと思ったが、落ち着いた授業態度に感心した。

《協議事項》

・「おしっこ」という表現について。

⇒学生の身体の仕組みでもあるので、より身近に考えてもらえるよう自然な表現をした。

板書や資料などは、話し言葉とは区別して「排尿」としている。

研究授業  授業者：桑迫 信子

授業科目名：子どもの保健

授業対象：保育科 1 年 C・D クラス 
日時： 令和元年 ５月 ３１日（金）  １限

場所：36 教室 
取り組んだ「授業力向上のテーマ」：学生の集中力の持続

参観者：武村順子先生、大石祥寛先生

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時： 同日（授業終了後 10：35～）

場所： 36 教室 
出席者：武村順子先生、大石祥寛先生
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授業研究会まとめ 

 

授業者より

・教育実習が間に入り３週間ぶりの授業となったため、前回の復習を丁寧にやろうとしすぎて、

内容を詰め込みすぎた。情報量が多すぎて学生の集中力がもたず、途中から私語や居眠りがでた。

学生の理解度と沿うように内容を工夫するべきだった。

・グループワークを組み入れたが、クラスによって発表が充実したりしなかったりの差があった

り、時間配分がうまくいかず最後あせってしまいしっかりとまとめや振り返り画できなかったり、

適切な進行がいまひとつできていないので、どのようにグループワークを進めていったらよいの

かが課題である。

授業を参観して

・講義をしっかりした上で応用として演習があるという点では、今回のように必ずしもグループ

ワークを取り入れなくても良いのではないか。講義で得た知識を、実際どのように現場で活用し

ていくか、どのように使うかの指導をしていくために、演習も取り入れるという方法で進めてい

くと良い。 ・グループワークの発表の前に、なぜ知識の共有として発表をさせるかの説明がも

っとあれば目的がはっきりして学生も理解できたのではないか。 ・場面が変わるときに学生の

ざわつきがあったので、学生の準備が整うまでもう少し待ってはどうか。 ・子どもの食と栄養

の前任の教員から引き継いだ形式があったので、そこがうまく活用されていた。 ・グループワ

ークの発表が全体で同じような内容になってしまったので、場面の設定は教員があえて別々のも

のを与えると良い。選択肢が多いと逆に設定を考えることで時間をとってしまい、議論が深くな

る前に時間が来てしまう。 ・授業外学習で他の学生のものを参考にしるのは、学習のしかたが

わかったりモチベーションにもつながるので良い。

協議事項

・最後の締めがもう少しまとまると良い。最初に提示した目標を振り返り、どのくらい達成がで

きたか、学生自信が認識できるような方式を取り入れると学生が自分自身で課題を解決できたか

自覚ができて達成感につながる。 ・グループワークに関して、ある程度短大で共通の方式を作

って、学びのステップの授業を通して教えることができないだろうか。司会者を決めて、まず個々

記入しグループ内で発表、記録者がまとめて発表をするというふうに、ある程度共通させていく

と、共同学習の成果が出しやすくなる。 ・グループワークをするときは荷物をあらかじめ後ろ

に置かせると机が動かしやすい。 ・グループワークは事前に話し合う課題を各自で調べさせて

おいて、それをもとにグループ討議するというやりかたもある。

研究授業  授業者：高妻瑠弥乃

授業科目名：子どもの食と栄養

  授業対象：保育科２年

  日時： 令和元年 ６月 ２１日（金）３限

  場所：１２教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：宗和学長、白石先生、武村先生、小澤先生、樋口先生

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和元年６月２１日

  場所：１２教室

  出席者：宗和学長、白石先生、小澤先生、樋口先生
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授業研究会まとめ 

授業者より

○ 保育現場にいた自分が「授業をする」ということに徐々に慣れてきたこのタイミング

で、経験豊富な先生方に授業観察をしていただけるということに感謝したい。

○ シラバスをもとに、領域「人間関係」の７回の授業計画を組み立てる中で、「保護者

支援」という大きなトピックスを立て授業準備を行ったが、「家庭との連携」が大部分

を占めてしまい、地域や関係機関の連携については、参考程度になってしまった。

○ 上記について、参観の先生方よりアドバイスをいただいた。他の科目（例えば、「低

年齢児保育」や「相談援助」等）でも扱う内容、重複するところもあるので、自分の

授業だけではなく、他の授業内容についても理解していくことが自分自身の課題であ

る。逆を言うと、「保護者支援」について絶対にやらなければいけないという思いがあ

ったのだが、「一人で全てをやらなくてもいいのだ」と気付けた。

授業を参観して

・ スライド、板書、連絡帳、エプロン、玩具等の具体物、ワークシートなどの各資料が

適切に使われていて良かった。

・ 説明を聞く、個別に読み・考え・記入する、グループで話し合う、学生が板書する、

ロールプレイ等、様々な活動により変化のある授業運営だった。

・ 学生との関係性が非常に良く、ロールプレイにも慣れていて、演じる側・見る側とも

真剣であった。これまでの授業内での蓄積により、学生の意欲や真剣さが形成されて

いったことが伺えた。

・ 実務経験者ならではの総合的な知識と経験を活かした授業であった。そうであるが故

に、伝えたいことが多くなるので、この「保育指導法」における「保護者支援」のど

こに重点を置くのか、教科のつながりを基にしながら整理していくと良い。（例：「入

所児の保護者支援」等）

協議事項

・ さらに実践的な学びを深めるためのロールプレイの実践、展開方法について。「嫌」

と言った子どもにどう対応するか。また、人間関係の「明」と「暗」、つまり紙一重な

部分を取り上げてみるのもいいのではないか。

・ スライドとワークシート、「丁寧すぎる」準備であるのか、「適切」であるのか。

研究授業  授 業 者 ： 小川 美由紀

授業科目名 ： 保育指導法Ⅱ（人間関係）

授 業 対 象 ： 保育科２年 B クラス 
  日     時 ： 令和 元年 ７月 １９日（ 金 ） ３限

  場      所 ： １３教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」 ： 実践力の向上

学生の集中力の持続

  参 観 者 ： 泰田 久史 ・ 白石 知子 ・ 三宅 浩子

・ 久松 尚美 ・ 有嶋 誠

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日  時 ： 令和 元年 ７月 １９日（ 金 ） 16 時 20 分～17 時 

  場   所 ： 小会議室

  出 席 者 ： 泰田 久史 ・ 白石 知子 ・ 三宅 浩子

・ 久松 尚美 ・ 有嶋 誠 ・ 小川 美由紀
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授業研究会まとめ 

授業者より

本時は、協同学習を取り入れた。学生は、協同学習に真剣に取り組んでいた。授業者

の問いに積極的に考え、発言していた。授業者の熱意、思いが伝わった。学生に一緒に

共感できる授業ができた。授業者の実務経験をいかし実際の仕事に役立つ記帳のルール

の学習ができた。

授業を参観して

実務経験からのわかりやすい説明があって良かった。

協同学習を取り入れた点が良かった。検定対策にも役立っている。

学生が協同学習の「ミラーリング」の意味が本当に理解できているのか。

協同学習での「手を挙げる」動作の工夫が必要である。

1 回の講義での時間配分、展開、組み立てを再考したほうがいい。 
宿題を練習プリントにしたほうがいい。

協同学習で学生自身が考えを自分の言葉で発表できるようになったほうがいい。

最後のまとめで「本当に問う質問」を用意したほうがいい。まとめが大切である。

同じ学生への声かけが多い。場面の切り替えが早い。

まとめの時間を作ったほうがいい。

学生の興味を引く具体的な事例があり、検定を目標にした楽しい授業である。

上記の事例を学生自身に調べさすのも一つの方法である。

協議事項

問題演習時の時間設定と切り替えのスピード。

理解度の低い学生への配慮。

研究授業  授業者：木村 勝則

授業科目名：簿記Ⅱa 
授業対象：現代ビジネス科 1 年 
日時：令和 1 年 10 月 3 日 （木）4 限 
場所：6 教室 

  取り組んだ「リテラシーの向上」

参観者：宗和先生、武村先生、柳田先生 

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和 1 年 10 月 3 日（木）16：20～ 17 :00 

場所：6 教室 
参観者：宗和先生、武村先生、柳田先生
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授業研究会まとめ 

授業者より

 日本情報処理検定協会の検定で出題頻度の高い問題の知識と作成の方法を学び、コン

ピュータを使い技能の習得をすることができた。また、日本情報処理検定協会の検定問

題の理解と正確な問題解法の習得ができた。

授業を参観して

具体的な説明があって良かった。

検定対策がしっかり行われている。

丁寧な説明が行われている。

全体を把握し講義ができていた。

協議事項

理解度の低い学生への対応と配慮。

時間配分

研究授業  授業者：木村 勝則

授業科目名：情報処理演習Ⅰ 
授業対象：現代ビジネス科 1 年 
日時：令和 1 年 10 月 23 日 （水）1 限 
場所：41 教室 

  取り組んだ「リテラシーの向上」

参観者：矢田先生 

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和 1 年 10 月 23 日 （水）16：20～ 17 :00 

場所：41 教室 
参観者：矢田先生
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授業研究会まとめ 

授業者より

前回までの演習内容の振り返りと、本時後半の演習に向けて、確認・理解してほしい内容

があったこともあり、学生が発言できる時間が想定よりも少なくなってしまったところが反

省すべき点であったと感じる。しかしながら、グループ演習を通して、各々が実践例を共有

し、そこでの気づきがあったと感じる内容であった。個人差もあることから、うまく出来な

くても良いので、どの部分において困難を感じたのかを共有することの大切さや、自分とは

異なる視点を知ることや、お互いにより良い内容を模索することが、今後の実習における学

びや、実践力の向上につながることを願い、試行錯誤しながら行っている。

授業を参観して

・出席確認が丁寧（学生の公欠・体調等、学生の動向を把握している）。

・説明（インプット）→個人（考える）→グループ（話す・共有）→全体（発表）、等の指示

が明確であった。

・段取りがスムーズであり、きちんと構成されていた。

・資料が丁寧。優しい雰囲気。

・前回とのつながりや、教員からのフィードバックがある。

・グループワークを通して、3 原則が出来上がっているところが、対話的である。

・実践に役立ちそうなところ、すぐ反映できそうなところが良いと思った。

・実習につなげている。

・7 項目、マナー、3 原則のうち、今回の演習において、特にどれを意識して書いたのだろう

か。どれかに絞って提示したほうが、分かりやすいように感じた。

・学生の返信や発言において、人の気持ちを考え、人に寄り添う気持ちが育っていると感じた。

・全体発表等の際に、指名された学生以外にも、意見を聞き汲み取る機会があると（時間の制

約もあるが）より良い。

協議事項

・一人で行うワークと、グループにて共有する時間の配分について。

・3 原則、7 つの心構え、4 つのマナー、これらの違いについて。

・書きながら聴く力は、学生に備わっているのか（授業のペースの問題ではなく）。

研究授業  授業者：久松 尚美

授業科目名：保育相談支援

授業対象：保育科 2 年 
日時：2019（令和元）年 10 月 28 日（月）２限 

  場所：久松研究室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：大坪祥子・小澤拓大

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：2019（令和元）年 10 月 28 日（月）16：30～17：15 

  場所：久松研究室

  出席者：大坪祥子・小澤拓大 ・久松尚美
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授業研究会まとめ 

授業者より

○ 学生が考える時間の確保とグループ活動の充実を図ることで、思いつきの答えで

はなく、もっと深い思考に繋げることができるのではないかと思った。

○ 基本はしっかり押さえなくてはならないが、内容が多く詰め込みすぎた感がある。 
○ 絶対いけない対応（嘘を伝える、心を傷つける等）ははっきり伝えることができ

るが、適切な対応は個人差や性格、発達段階によって違うので、正解と答えが出せ

ない部分の判断が難しい。

○ 眠ってしまう学生が 2 名。学生を眠らせない授業ができるように計画したい。

授業を参観して

＜良かった点＞

○ 豊かな事例。経験を活かした臨場感があり学生の集中が途切れることなく進んだ。 

○ 適度に場面応答問題（含ロールプレイ）グループ協議、発表等を挟み、一人ひと

りが発言する機会を設け全員が参加している。学生の気付きを引き出す発問もある。 
○ 細やかな授業研究、しっかりした流れ、落ち着いた展開のなか、学生の自主的な

発表と安心、落ち着きのある取り組みが見られた。

○ 実物映像で言葉の実際がみられたことで興味深く見ていた。

○ 先輩の作品見本があることでどうすればよいか具体的にわかった。

＜課題・疑問点と改善方法の提案＞

○ 言語の発達段階の学習と場面応答問題の課題がかみ合っておらず、対処法の根拠

が「言葉」の指導法として明確ではない。

○ 本時の目標にできないことができるようになる構造があるとよい。また、目標の

「統語的」を共通理解して進められるとよい。

○ 「低年齢児保育」との重なりが多い。どのように進めていくか繋がりを考える必

要がある。

○ スライドは消えるので板書で内容全体が見える工夫をすると知識が定着しやすい。 
○ 教職に関する科目で「指導法」を考える時、基本的理解は復習程度にして「関わ

り方」を中心に進めていくとよい。

○ 幼児の発達、保育者の動きや考え方、対応等を考え、話し合わせ、内容を練らせ

るといった主体的取り組みの組み立ても必要ではないか。また、協同学習の取入れ

を留意点に明記する。

○ 個人⇒グループ⇒発表という形式を定着させる。ジグゾー法もある。その際の机

の配置も集中する体系作りの工夫があると良い。

研究授業  授業者：髙妻弘子

授業科目名：保育内容「言葉」の指導法

授業対象：保育科 1 年Ｃクラス 
日時：2019 年 11 月 18 日（月） 3 限

場所：15 教室 
  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：学生の集中力の持続

参観者：15 教室 
---------------------------------------------------------------------------------- 

授業研究会 日時：2019 年 11 月 18 日（月）16：20～17：10 
場所：15 教室 

  出席者：宗和学長、松下先生   欠席者：白石先生
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授業研究会まとめ 

授業者より

○ 前回の研究授業の反省を活かし、授業のねらいを絞って取り組めたことは良かった。

○ グループワークを取り入れたが、学生の気付きや学びを板書させ、まとめは教師が行

うという展開について、改善点や発展的な方法はないか模索している。

○ 「学生の集中力持続」のため、実際の子どもの写真や映像を取り入れたが、熱心に見

ている学生と、途中眠くなる学生と明暗が分かれた。教材の用い方について次への課題

としたい。

授業を参観して

・ ゆとりのある授業の流れと計画である。

・ テキストの内容を経験と結び付けて、実践のＤＶＤで保育と「保育指導案」の実際を

紹介し、学生への理解を具体的にさせている。

・ ＤＶＤの使用により、遊びの中での園児のつぶやきや表情がよく分かり、効果的な学

習になっていた。

・ どのような意図があって保育の計画を行ったのか、指導案の説明が入ることで、学生

に「保育を計画する」とはどういうことなのか、具体的に提示できていた。

・ ５領域のねらい等とのつながりがあるとよい。

・ グループワークでは、自分の意見をまとめる→グループで検討する→グループの意見

発表→全体検討を基本とし、展開していくと良い。グループによっては、自分は発表せ

ずに人任せになってしまう学生がいる。

・ 発問の言葉選びに抽象的な部分があった。保育の展開の中にどんな「きっかけ」があ

ったのか、子どものどんな思いがあったのかなど、具体的に考えさせるとよい。

・ 教師による説明から、学生による追求へと発展する授業構成、または授業外学習への

発展があると、学生の自己効力感の増進につながるのではないか。

協議事項

・ グループディスカッションでの、グループ分けについて。機械的に分けると活発なグ

ループとそうでないグループ等、偏りがでる。他にどのような方法があるのか。

・ 総論→各論へという授業の流れ（体系）が学生にとっては自然なのではないか。

・ 科目によって内容が重複する部分の扱いについて、建設的な議論がなされた。

研究授業  授 業 者 ： 小川 美由紀

授業科目名 ： 保育内容総論

  授 業 対 象 ： 保育科１年Ｃクラス

  日     時 ： 令和 元年 １１月 ２０日（ 水 ） ２限

  場      所 ： １６教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」 ： 学生の集中力の持続

  参 観 者 ： 宗和 太郎・白石 知子・井上 浩義・髙妻 弘子

・桑迫 信子・髙妻 瑠弥乃・有嶋 誠

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日  時 ： 令和 元年 １１月 ２０日（ 水 ） 16 時 20 分～17 時 

  場   所 ： １６教室

  出 席 者 ： 宗和 太郎・白石 知子・井上 浩義・髙妻 弘子

・桑迫 信子 髙妻 瑠弥乃（記録の提出）・有嶋 誠
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授業研究会まとめ 

授業者より

・リテラシー能力の向上ということを考えると、あまりに内容を簡単にし過ぎたり、

ゆっくりとした展開にし過ぎたりするということの弊害があるのではないかと考え

ている。ある程度の難しさ、展開の速さを意識して行っている。

・穴埋めを極力なくし、無駄にスライドを写すだけというのを避けるようにしている。 
・両学科の学生がいるので例示などに配慮している。

授業を参観して

・学生のやり取りを通して理解度を確認し、それに応じて授業が展開されている。

・両学科に配慮した説明がなされている。

・授業に集中していないとついていけない程よいテンポになっている。

・配布資料の情報量が適切でスペースもあるため、聴きながらメモを取るのにちょうど

よい。

・学生の提出した課題に対して教員が反応しているので、クラスの為に授業準備をして

いることが学生に伝わっているのではないか。

------ 
・情報量が多すぎるのではないか。

・ねらいのところで達成水準もはっきりさせておくとよい。

・穴埋めの括弧がせまい。

・教え合いの機会があるとよい。

・考えたことを言語化し他者に伝える機会を設けるとよい。

・グループワークに発表があるとよい。

協議事項

・個人差がある中や大人数の中での授業展開の難しさについて検討がなされた。

・協同学習という点で本授業を考えた場合、どのように改善できるのかという点や本学

における協同学習の導入の意義等について協議がなされた。

研究授業  授業者：小澤拓大

授業科目名：社会心理学

授業対象：保 1、現 1・2 
日時：令和元年 11 月 21 日（木）1 限 
場所：14 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：リテラシーの向上

  参観者：宗和・久松・髙妻瑠弥乃

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和元年 11 月 21 日（木）16 時 30 分～17 時 10 分 

  場所：小会議室

  出席者：宗和・久松・髙妻瑠弥乃
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授業者より

○前時の振り返りをしてから本時の授業を行う予定だったが、抜かしてしまった。時間

配分を気にするあまり、焦って本時の振り返りをしっかり行えなかったり、色々と詰め

込んで逆に中途半端になってしまった。

○グループでの話し合いの際、途中で気付いて司会を決めるように促したが、最初から

決めていれば時間を無駄にせず始めから活発な議論ができていた。

○グループワークでの時間配分や統制のしかた等の全体的な進行が課題である。

授業を参観して

○学生が互いの研究を見たり、教材に向かう姿勢が真剣で、グループの話し合いで意見

交換も自然に行っていた。学生へのアドバイスも良かった。

○発表のルール等がしっかり決まっていた。班員の分担がよく発表に活かされていた。 
○時間調整の段どりがよくできていた。

○班発表はタイムキーパーを置き、時間を知らせる手段を取ると良い。

○調乳実習の振り返りは、実習当日に行うと時期が外れなくて良い。成分の違いなどは

学生自身に発表させて、なぜ？という気持ちを持たせることで実践力向上に繋がる。

○発表前に評価の観点を再確認しておくと、見るときの視点が明確になり、よりよい教

材作成に向けた課題・改善点が見えてくる。

○手遊び歌に出てくる、しょうが・ごま塩・フキは現代の食生活にそぐわないので、歌

詞を変えるなど学生に考えさせるきっかけとするのも良い。

○発表だけでなく製作した教材についても、学生が協議する時間を設けると、学生が自

ら気付き実践力の学びになる。

○学生全員が主体的に参加して議論をするには、個人思考→集団思考へと導くような話

し合いを促す。

○評価表の難易度を回を重ねるごとに上げていくと、学生全体の士気が高まる。

協議事項

○具体的で観点が分かりやすい評価表の作成と、評価のためのグループ討議について

○リテラシー力を向上させるためのグループワークの進め方とルールづくりについて

研究授業  授業者：高妻瑠弥乃

授業科目名：子どもの食と栄養

  授業対象：保育科２年

  日時： 令和元年 １１月 ２６日（金）３限

  場所：１２教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：宗和学長、白石先生、倉岡先生、松下先生

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和元年１１月２６日

  場所：１２教室

  出席者：宗和学長、白石先生、倉岡先生、松下先生、高妻瑠弥乃
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授業者より

 建学の精神である「礼節･勤労」のひとつを担う教科でもあり、本学のディプロポリシー「自

他を大切に、礼儀正しく行動する」と謳われているように、この授業においてその精神が少しで

も理解し、日常生活の中で発揮できるようにしてほしいと願いで授業を進めている。

今回のテーマ日本の伝統文化「茶道」を学修する上で、学生が主体的に問題を解決し、楽しく、

積極的に学ぶことができるようジグソー法（協調学習:アクティブラーニング）とい手法を用い

た。５時間の学修の成果を実践できる場を設定し、今まで学んだ亭主の心得・客の心得を「模擬

お茶会」において、亭主と客のそれぞれの役割を学生たちは主体的に、学友と学びあいながら実

践した。本時の初め１０分で学生による「抹茶･干菓子のいただき方と客の心得」発表の場を設

定し、リテラシー力を育てる場としている。学生の説明があることや前時に模擬お茶会のグルー

プ分け、進め方の説明は終了しているため、本時は、確認程度の説明で学生が良く動いていた。

日頃から、演習などは学友と学びあうことも柱としてすすめているため、分からないところは、

教え合い、確認し、進める姿が見られた。亭主の作法は１･２度の演習ではなかなか難しいこと

でもあり、手が止まる場面も見られた。多人数で、礼節の演習を行うためには、学生による学び

合いのスタイルは欠かせない。半年をかけてこの学修スタイルを習得させ、このお茶会が成立す

る。学生の自立的な学びの姿があってこそできる題材であると今回も改めて感じさせられた。

授業を参観して

・教師の短い説明でも学生が良く動き、ジグソー方の学習法などこれまでの学びが身に付き、学

生も教師も慣れている感がした。 ・授業の展開が盛りだくさんだが、学生の動きがよく、授業

が深まっていると感じられた。 ・席入りの場では、学生から扇子を持って入室するよう声掛け

があり、意識付けや環境づくりが大切である。・ホワイトボードの視覚的な教材など情報量がい

いのではないか。 ･大勢の学生を見ることは難しい。分からないところは、模範的な学生の姿

を見て学び合う姿が見られた。 ・まとめ、振り返りは目標に照らしてよくできていた。 ・教

育の不易と流行ということが言われるが｢茶道｣は、時代の変化に伴った変化が見られる。現代社

会に適応した茶道へと変化してきていることよいことだ。

協議事項

・礼節以外の授業中における普段の姿との落差はどうしたらよいか。⇒礼節は形から入り心に至

り、やがて心を形に表すことが大切であると説いている。明教庵に入ることで、気持ちの切り替

えはできている。反面、普段の学習に活かせていないところは、課題ではある。

研究授業  授業者：松下 律子

授業科目名：人間の研究 「礼節Ⅰｂ」

  授業対象：保育科１年Ｆ級

日時：令和元年 11 月 26 日（火） ２限 
  場所：明教庵

  取り組んだ「実践力の向上」「リテラシーの向上」

  参観者：髙妻 弘子、大石 祥寛、河野 美香子、小川 美由紀 

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和元年 11 月 26 日（火）16:20～ 

  場所：明教庵

  出席者：髙妻 弘子、大石 祥寛、河野 美香子、小川 美由紀
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授業者より

 毎年、勤労の時間に１クラス行っている中野神社清掃活動を学生自身で計画立案させ、

自主的な地域貢献活動への発展を狙いとして２コマで計画した。

1 コマ目の１２／５は、趣旨説明後、現地調査を行い、班ごとの清掃分担、清掃に当

たっての用具の調査を行い、教室で班ごとの活動目標を立てた。

２コマ目の１２／１２には、中庭集合出席確認後、予定していた清掃用具を班ごとに揃

え、中野神社に移動した。現地での開会行事には宮司さんも参加して頂き、清掃活動を

行った。今回の清掃活動では、指示は全て班長に任せ、学生が主体的に行動し、班員と

協力して分担区域の清掃を行った。

 誰一人手を抜くことなく、精神誠意、一生懸命に清掃する姿は素晴らしかった。閉会

式での宮司さんの中野神社の歴史や地域の氏子さんらの活動の話しも熱心に聞いてい

た。学生達は自分たちで計画実行した今回の活動に達成感を十分に感じていたと思う。 

授業を参観して

◯学生自身が計画実行することで、学生の動きがより積極的で生き生きと清掃する姿は

すばらしかった。

◯これまでの勤労の授業で、畑作業とかの様々なグループ活動で協力連携共同の精神が

育まれている基礎が、このような活動を可能にしている。

◯清掃活動中、教員による指導的な発言がなくても、これほど自主的に活動出来ること

を見て、このような指導方法も増やしていくことも有意義であると感じた。

協議事項

◯人間の研究Ⅱ「勤労」におけるボランティア教育のあり方

実施機会、実施規模、実施方法についてこれまでも話題にしてきたが、全クラスでの

実施は難しい。

全学一斉清掃との連携を考えてみてもいいかも知れない。 

研究授業  授 業 者：矢田憲太朗

授業科目名：人間の研究Ⅱｂ「勤労」

  授 業 対 象：保育科１年Ｅクラス

  日  時：一回目：令和元年１２月 ５日（木）４限目

 二回目：令和元年１２月１２日（木）４限目

場   所：12/5 ３４教室・中野神社 12/12 中野神社 
  取り組んだ内容：「実践力の向上」

  参 観 者：倉岡豊実、有嶋誠、樋口成樹（12/12 のみ） 
---------------------------------------------------------------------------------- 

授業研究会 日 時：令和元年１２月１２日（木）

  場 所：矢田研究室

  出席者：倉岡豊実、有嶋誠
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授業者より

・昨年度も同じ場所の研究授業を実施したが、課題点が指摘され、その課題点を少し

でも低くするよう工夫した授業を実施した。

・昨年の授業研究会で「地方公務員法を保育者にも適用するより、保育園等の就業規

則をもとに、保育現場における服務を学ぶことが重要」という課題をもとに、実際

の幼稚園２園の就業規則をもとに、服務を学ぶ授業を計画した。

・学生により主体的な学びをさせるために、グループ活動を実施したが、中の良いグ

ループ故の問題点として役割分担が明確でない状況等があった。

・実際の幼稚園の就業規則について、誓約書を使い説明したが、就職前でもあり興味

関心をもっている様子が伺えた。

授業を参観して

＜成果と考えられること＞

・「内定園の誓約書」と「２園の就業規則」の説明Ⅱ真剣に聞きいっていた。

・就業規則等により保育現場で働く社会人として求められることを理解した。

・グループ活動では、グループで考える時間や記入する時間、発表する時間が十分確

保できた。また、事例を通して、自分自身のことと意識している。・

＜今後の課題として考えられること＞

・グループでの話し合いが活性化するようなグループ編成のあり方。

・グループ活動での「個の考え」「友人の考え」「グループの考え」の流れと役割分担

の明確化。

・地方公務員法と就業規則の相違点の理解

協議事項

＜グループ活動について＞

・グループ活動中における役割分担（司会者、発表者、記録者）による公平な責任と

義務の徹底が必要である。

・グループ活動の達成目標（メンバーの参加度、協力度、発表の上手さ等）の明確化

することが重要である。グループ活動をさせる目的は何か。

・毎回のグループ活動を通して、グループ活動の良さや達成レベルを上げること。

研究授業  授業者：有嶋 誠

授業科目名：教職概論

  授業対象：保育科２年Ａクラス

  日時：令和元年１２月９日（月） ４限

  場所：４２教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：

  参観者：宗和学長 小澤先生 久松先生 

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和元年１２月９日

  場所：有嶋研究室

  出席者：小澤先生 久松先生 有嶋
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授業者より

・いつも内容が多すぎるので、整理しているつもりだが、本授業も内容が多すぎて、一

つひとつの活動が十分ではなかった。

・研究授業なので気をつけてはいたが、通常の授業では小言が多すぎる(授業態度等)
と思っている。

・本授業のまとめにあたる「ねらい」を考えるためのワークは、指針・要領の解釈が

相応しいものか、実務に詳しい教員に助言を頂こうと思う。※

授業を参観して

・学生たちが楽しみにしている授業だということが伺えた。全員、いい笑顔で受講し

ていた。

・スモールステップの積み重ねで、みんなができるようになっていくことが分かる。一

人の学生も落ちこぼれず、授業に積極的に関与していた。

・規律、楽しさがあり、技術の習得や上達を認め合う集団が形成されている。

・自主性、主体的な学びが尊重されていた。全員がのびのびしていた。

・ピアノが苦手な学生も自身が持てる授業。

・必要最小限の声かけで、次のワークへ移行できる構造があった。

・ねらいを考えるキーワードがあったのがよい。

協議事項

・楽しい授業が実現しやすい教科の特性もある。楽しい体験だけに終わらないように授

業を構成することが課題である。

・両手コード奏の練習をする時は、複数のキーボード等があった方がよいのではないか。 
⇒キーボードが何台かあるが、コンセントが足りない。

⇒最初は紙鍵盤を使っていたが、今は鍵盤をイメージして膝上で指を動かしている。 
ピアノが主の科目ではないため、キーボードの用意等にあまり時間を割きたくない

ために使用していないが、授業内容によっては試してみようと思う。

研究授業  授業者：三宅 浩子

授業科目名：あそびと音楽Ⅱ 
授業対象：保育科 1 年 B クラス 
日時： 2019 年  12 月  10 日（ 火 ） Ⅲ 限 
場所：23 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力向上・学生の集中力の持続

  参観者：宗和 太郎、中武 亮子、有嶋 誠、大石 祥寛、小川 美由紀

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：2019 年 12 月 10 日 16:20～17:00 

  場所：三宅 研究室

  出席者：宗和 太郎、中武 亮子、有嶋 誠、大石 祥寛、小川 美由紀
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授業者より

・「対人関係の発達と保育」について、発育・発達を踏まえた対人関係(保育のあり方)をロール・

プレイングを取り入れて行う場面である。各班、テーマと年齢を設定し、幼児、保育士、観察者

に役割を分担し、どの役も経験させ、関わり方を協議させた。・E クラスは日頃から積極的に取

り組むが、ロール・プレイングを取り入れるまでに、自分の意見を必ず記録させ発表させる。他

の人の意見の感想を記録させるなどスキル向上に努めてきた。そのため、役になりきって発表・

話し合いができている。・１年生は保育所実習経験が見学・体験実習のみであるため、保育士と

しての関わり方の協議の深まりが余りない。また、発育・発達について、高等学校までに学習し

身につけた知識等は浅く、夏季休業中での体験実習等の課題等を工夫する必要があると感じた。 
授業を参観して

・学生達が、保育者や幼児になり、ロール・プレイングをしっかりやっていた。観察者も的確な

意見・アドバイスを行っていた。学生は保育に関する授業を受け学びながら知識を身につけ保育

者に近づいていくのだなあと実感した。・グループワーク(ロール・プレイング)において、学生

は積極的・意欲的に参加していた。全員が役割を担っており、これまでの実習における子どもと

のやり取り等の経験を生かし、役になりきって取り組む姿が見られた。観察役の学生は、ロール・

プレイングの様子を見て、そのやり取りから対応におけるよかった部分を簡潔に文章としてまと

めることができていた。それぞれの役割を演じることにより、それぞれの視点や広い視野の獲得

につながっている。また、今後の実習における子どもとやりとりに対応する幅を広げることにつ

ながっている。・ロール・プレイングの中で子ども・保育者になりきり、気持ちの擬似体験がで

きていた。人の気持ちを想像しようとしていた。まとめとして、「保育者はどのように対応すれ

ばよかったのか」との問いの中で、学生達が自分のこととして捉え協議できていた。・復習⇒目

標⇒演習(ロール・プレイング)と確実に進み、学生を動かすしかけがあった。書く作業は言葉に

まとめ、共有・わかりやすくする意味でよかった。ロール・プレイングについて、「対応を正し

くできる」ではなく、「難しさを感じること」を大切にしていた。

協議事項

・設定(年齢・場面) 学生が低年齢(言葉等の発達が未熟)をさけた。 場面はこれまでの実習等か

ら印象に残る場面、人との関わりのある場面を設定した。・役割３種類経験の意味・自分の考え

を持つ場面、まとめ記述する場面、発表する場面の設定…学生の言語活動の充実・協議する場面

の設定…自分の考えをまとめさせておくと発表しやすい。聞く側の姿勢等…共感する(相槌をう

つ。頷く等)

研究授業  授業者：白石知子

授業科目名：低年齢児保育Ⅱ

授業対象：保育科 １年 E クラス 
  日時：  令和元年１２月１３日（金）３限

  場所：１４教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上、リテラシーの向上

  参観者：中武亮子 伊東朋子 大坪祥子 久松尚美

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和元年１２月１７日（火）16:20～17:15 

  場所：白石研究室

出席者：白石知子 中武亮子 大坪祥子(伊東・久松紙面参加) 
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 授業者より

・小児体育では、全員に授業実践力を身につけさせるため、前期より一人ひとりが模擬保育を実施

している。

・模擬保育開始からは全て授業者に任せ、研究会でも進行マニュアルによって、自主的な運営をさ

せている。

・１限に４人の模擬保育の実施はタイトであるが、後半デジタルタイマーを準備することによって、

時間配分を意識して実施できるようになってきている。

・毎時間のめあての設定や模擬保育評価カード、自己反省ノートの記入そして研究会の発言等によ

って、回数を重ねるごとに充実し、レベルアップを感じてきている。

・振り返りの場面について、時間が少ないこともあるが、指導者がまとめてしまう傾向にある。子

どもたちの発言からのまとめにし、指導者が気づかないところまで発展していくと、さらに次への

意欲と繋がると考える。

 授業を参観して

・全員が必ず、1人で模擬保育を担当し、担当した後は自分の感想を学友に伝え、学友から意見がも

らえる機会があることで、担当者と参加者の意見を他の学生と共有することで皆が学習することに

なる。 

・すべての学生が能動的に取り組んでいたこと。ここまでくるには学生に対する指導および授業展

開がなければ達成できない。 

・担当した 4名の学生が行った運動内容がそれぞれ違い、それぞれが工夫できていた（道具・動きの

多様化・ストーリー化など）。先生の働きかけが準備や工夫を導いていたと思われる 

・保育内容もこの時期ならではの発達（5歳児）や季節を踏まえた内容（クリスマス、数遊び）協力

し合って、模擬保育がすすめられている。 

・学生がそれぞれに役割を明確にしている。

 協議事項

・運動指導が苦手な学生（運動が苦手、運動している子どものイメージが持てない）、模擬保育に力

を入れない学生をどう育てれば良いのか。特に前者の場合、指導した後にかえって自信を無くすケー

スもありそう。体育という特性上の問題も大きいと思うが、この科目の課題として残る。

・お土産（メダル等）のあり方について、成果を「もの」に頼りがちな面がある。

・授業者ではなく「保育実践者」である。

※ 今後の課題として、取り組んでいきたい。

研究授業  授業者：倉岡豊実

授業科目名：小児体育 Ⅱ

  授業対象：保育科２年 Ｆ級

  日時：令和元年１２月１６日（月） ２限

  場所：体育館

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

参観者：宗和太郎 伊東朋子 小川美由紀 大石祥寛 大坪祥子 

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 参観者よりコメントを頂き、まとめる
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授業者より

 講義内容としては、「虐待理解と虐待予防策の検討」であり、いかに保育現場で内外

において連携して重層的に支援が行われているかを理解させるために、テキスト、スラ

イドを用いて、解説を行った後、テーマ別に分かれて予防策の検討を行った。

導入には「ブレーンストーミング法」を用いて、これまでの経験（見学実習や体験実

習、ボランティア等による経験）を想起し、本時の内容に関心を向けることを目的とし

て取組んだ。

 授業展開において、いかに情報を検索したり、持ち寄ったりすること（授業外学習に

おいて課題）が大事であるのだが、情報検索が授業内だけに留まる学生がおり、グルー

プによって深度が異なることが伺えた。

授業を参観して

（参観者より）

・固定机の教室であるにもかかわらず、グループディスカッションがしやすいように、

机の配置が考えられている。

・学生に対して、傾聴の態度・姿勢への言及がなされている。保育者としての姿勢につ

ながるような働きかけがあれば、なお良いのではないか。

・調べ学習に際して、情報リテラシー（情報の精度）への言及があり、しっかりと指導

がなされている。

協議事項および課題の提起

・授業外学修（特に調べ学習）を、全員が必ず取り組む工夫とはどのようなものがある

だろうか？に対して、主体的に取組むことができるよう、グループ内で役割を決めて、

個々の調べてくる課題を全員で共有することで、役割遂行の責務を明確にすることが必

要である。

・調べてまとめた後はパワーポイントでのプレゼンなどを実施すると、ICT の活用もで

きるのではないか。

研究授業  授業者： 木村匡登

授業科目名： 保育教職実践演習 

授業対象：保育科2年

  日時：  2019 年  12 月  19 日（ 木 ） 3 限 
場所： 1 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：リテラシーの向上

  参観者： 井上浩義

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：2019 年  12 月  20 日（ 金 ）  1 限 

  場所：木村研究室

  出席者：井上浩義 木村匡登
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授業者より

 社会保障制度で使用される用語について学び、自分の保険証の記号や番号、保険者番

号を用いながら医療保険制度の体系を理解させることを目標として授業を行った。実践

での活用を視野に入れているため、一人の取りこぼしもないよう、学生の理解を第一に

考え、授業を展開した。

 全員に、発言する機会を作るなどの能動的な授業への参加に対する工夫も行ったが、

静かに授業に向かう時間が多かった。実践的な活用を目指してはいるものの、応用にま

で繋がる知識となったかというと、まだ、不十分だと感じている。

授業を参観して

 良かった点

・全ての受講者への温かい視線 ・配布プリントがしっかり作られている

・終始、落ち着いて授業がなされている ・専門知識を活かした、事例などの紹介

・説明と記入などのメリハリがある ・学生の動機付けがうまくできている

・結論がしっかり、分かりやすくできていた・準備がなされている

・真面目に授業を受ける空気がつくられている ・管理がなされている

・学生と対話をしながら、理解度を確認している

課題・疑問点と改善方法の提案

・授業が落ち着きすぎているため、興味の薄い学生には疲労感があるのではないか

・もっと身近で面白い情報を盛り込んでも良い

・授業者が伝える場面が多い

・実務（実習）及び試験に備えた用語定着の効率的方法

入力（受講）→書かせる→読ませる→覚えさせる→チェックする→回数行う

ポータルサイトの活用や共同学習の導入

協議事項

遅れてきた学生への対応  座席の決め方 

研究授業  授業者：武村順子

授業科目名：医療用語Ⅱ

授業対象：現代ビジネス科医療事務・医療秘書コース 1 年 
日時：令和 1 年 12 月 19 日（木） 1 限  
場所：4 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：宗和先生 栁田先生 木村（勝）先生

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和 1 年 12 月 19 日（木） 2 限 

場所：4 教室 
  出席者：宗和先生 栁田先生 木村（勝）先生
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授業者より

○ 今までの研究授業の中で一番落ち着いて取り組めた。

○ これまでの２回の研究授業の反省を活かし、ねらいを絞って授業をすることとグ

ループワークからの発表を充実させることについて取り組めたことは良かった。

○ 実際の保育実践映像を用い、保育者の援助・配慮を観察する視点を明確化させた

ことで、学生の“保育者としての”学びに繋がっていた。

授業を参観して

・ ＤＶＤによる教材が有効活用されていた。実践例があることで、学生たちが教師

の意図を具体的に理解し、考えたり話し合ったりできていた。

・ 保育実践を観察し、人的環境としての保育者のあり方を考える内容がこの時期の

（２年生後期）の学生の育ちにふさわしい授業であった。しかも、その保育実践者

が“授業者”であることから、学生の信頼を集めていた。

・ 学生の集中力持続というテーマは達成されていた。

・ 学生が“保育者として”の気付きや質問を行っていた。授業者が実践者であるた

め、この保育を行った意図や先へのつながりを解説することができており、学びが

深まっていた。

・ 最後に提示された「保育指導案」をもとに、好奇心・探究心を育む保育者の声掛

け・援助について、指導案のどこにそれが反映されているのかを振り返り、まとめ

を行うともっとよかった。

協議事項

・ “いい保育”を見せていただいた。９年前の映像であるにも関わらず、子どもの

多様性に対応する保育者と、主体的・対話的で深い学びを体験している子どもの姿

が非常に印象的であった。このような保育実践ＤＶＤが教材としてもっと常備して

あると良い。実習指導でも活用できるのではないか。

・ 本学の附属園が使用している「保育指導案」の項目について、見直しの時期に来

ているのではないかとの意見が出された。

研究授業  授 業 者 ： 小川 美由紀

授業科目名 ： 保育指導法Ⅰ（環境）

  授 業 対 象 ： 保育科２年Ｂクラス

  日     時 ： 令和 元年 １２月 ２３日（ 月 ） ３限

  場      所 ： １６教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」 ： 学生の集中力の持続

実践力の向上

  参 観 者 ： 中武 亮子・三宅 浩子・後藤 祐子・倉岡 豊実

・樋口 成樹・戸敷 早苗・有嶋 誠

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日  時 ： 令和 元年 １２月 ２３日（ 月 ） 16 時 20 分～17 時 

  場   所 ： １６教室

  出 席 者 ： 中武 亮子（記録の提出）・三宅 浩子・後藤 祐子

・倉岡 豊実・樋口 成樹・戸敷 早苗・有嶋 誠
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授業者より

・前回の授業外学習を本時の最初に用いることで、授業外学習の促しを図るともに、教

員からのフィードバックはもちろん、学生同士でお互い相互評価することで、授業外

学習へ取り組む内容の向上も目指している。

・授業の中では教員が全員に平等に発言の機会を与えるものもあるが、学生からの自由

発言の場も確保し、主体的な参加に繋がるようにしている。

・学習意欲の低い学生もいるが、その子のペースで授業に参加していく様子を見守り、

必要に応じて机間指導を行っている。

・保護者の気持ちの汲み取りでは文章を読み取る力の差があり、気づきが少ない学生も

いた。近くの学生と意見交換をしたり、発表したりすることで、他の意見を聞き、さ

らに教員の解説を付けることでその差が埋まるようにした。

授業を参観して

・授業への真剣な取り組みと、最後まで集中力の持続が見られた。

・学生（Ｍさん）の取り組む姿やワークシートにまとめている内容など、学ぶ習慣のな

かった 1 年次の姿からの成長を感じた。2 年間のさまざまな取り組みの成果を今回の

授業を通じて感じることができた。

・空調の音が大きく、学生の発表の声が聴きとりづらいことがあった。教員が復唱すれ

ば聞こえた。教員の声は後方まで聞こえていた。

・一般的に保育科の教員は褒めちぎる傾向にあるが、今回の授業では過剰に褒める場面

はなかったが、学生はしっかり授業に参加し、担当教員との信頼関係を感じた。

・テーマ別クラスで少人数のため、落ち着いた雰囲気の中で演習に取り組めていた。

・授業外学習を提出しなければ、次回の活動（今回はクラス便りの相互評価）に影響が

あり、学生の取り組みが促されていた。

・具体的な実践力の向上に繋がっていた。

・学生が答えられない問いでは先に学んだ資料などを用いてヒントを出すと良かった。 
協議事項

・保護者の気持ちの汲み取りで、どの文章をどのように汲み取ったかだけでなく、その

気持ちの“強さ（程度）”を考える場面があってもよいのではないか。

研究授業  授業者：大坪祥子

授業科目名：保育・教職実践演習（幼稚園）

授業対象：保育科 2 年Ａ～Ｆ 
日時：令和 2 年 1 月 9 日（木） 3 限 
場所：36 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：樋口成樹  高妻瑠弥乃

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和 2 年 1 月 9 日（木） 16 時 25 分～17 時 10 分 

  場所：大坪研究室

  出席者：樋口成樹  高妻瑠弥乃
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授業研究会まとめ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業者より 
 ・14 回／15 回の授業とあり、学生に問いかけながらこれまでの学修内容を振り返りなが 

授業を進めたこともあり、時間配分がうまくできずグループで話し合う場面など時間 
不足に終わった。しかし、学生の反応はよく、問いかけに対して各々が発言するなど 
授業参加の姿勢が見られた。 

 ・若干スライドの切り替えのタイミングが早かったが、スライドの内容に注目し一緒に 
確認したり、教科書のページを示したりしながら、学生の集中力が切れないよう変化 
のある授業展開を心がけた。 

・各々が必要に応じて自由にメモを取れるような形式のワークシートにしたところ、そ 
れぞれの考えで気に留った内容についてメモをとることができていた。 

 
授業を参観して 
① 良かった点 
・先生の問いかけに対して、学生が必ず指名しなくても応答するところが、日頃の信頼 
関係の強さが伺えてよかった。 

・少人数という利点もあると思うが、発表させるときに学生の氏名を呼んで、発表しや 
すい状況を造っていて良かったと思う。 

・質問タイムやグループ等を適度にされていて、学生が先生の話を聴く際の集中力が保 
たれていたと思う。 

② 課題・疑問点と改善方法の提案 
・プリントに記入をさせる際に、記入時間の目安を行って始めさせると良いのではない 
かと思った。 

 
その他 

 ・介護の現場で感じるストレスが人間関係が一番多かったのが意外でした。身体的なこ

とが多いと思っていました。 
 ・介護職のハラスメントマニュアルがあると言うことを学んだ。 
 ・専攻科の教室のスクリーンが大きく、スライドも工夫されていて見やすかった。 
 

研究授業  授業者：戸敷早苗 
授業科目名：介護福祉概論Ⅲ 

      授業対象：専攻科（福祉専攻） 
      日時：2020 年 1 月 9 日（木） 2 限目 
      場所：専攻科 教室 
      取り組んだ「授業力向上のテーマ」：・学生の集中力の維持 
                       ・実践力の向上 
      参観者：東先生 
      ---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：授業メモ（紙面）の受け取り 
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授業者より

・音楽療法必修科目の 3 科目それぞれの特色を活かし、各授業目標を達成することで学生にど

のような学びがあるのか意識する為の一覧表を作成して実施している。本時の中では前時ま

でに行ってきた楽器の基礎的な技術、音、音声、歌、音楽、動きを使って、総合的な表現を楽

しみながら表現の意味を学べるようにしたいと考えた。

授業を参観して

・FD 研修の技法（手を挙げて私語をやめる）が活かされていた。

・4 限目という時間であるが学生達は明るく、歌う声も大きく楽しそうであった。

・学生が主体的に授業に参加しており、発言もよくしていた。声がよく出て歌も上手。表現の出

てきにくい学生も引っ張られ、よく取り組んでいる。より他者からの刺激が受けられるよう、

グループで円形になって表現すると良い。

・アンサンブルで、パートⅠグループの音のバランスがとても良いと感じた。また、他者の音を

聴くことを意識するととても音が変化してすごいと思った。このことは保育にとっても大事

なことである。作品作りは曲の構成が面白く、学生も楽しいだろうと思った。

・導入において集中して耳を傾け行動する落ち着いた授業態度が見られ、学び方の習慣化が成さ

れている。また、心で感じたことを歌やしぐさで表現する喜びが伝わっている。歌を通した表

現力が磨かれており、「器楽の基礎は歌唱にあり」と感じた。

・自ら学ぶ意欲を高めていく工夫が随所に見られる。発問により、本時の目標達成に結び付けら

れている。一コマ一コマが学生に実力養成に欠かせない要素であろうと感じさせられた。

・90 分が 1 分たりとも無駄なく、充実感の味わえる授業であった。

協議事項

・「音楽療法士 2 種」の必修科目には、資格取得のために課されたシラバスがあるのか。⇒規定

の内容を踏まえて、本学の音楽療法の手法や学生の実態を加味したシラバスで実施している。 
・保育科で音楽療法士を育成する意味について。⇒授業で保育について学び、実習で多くの子ど

もに出会い、発達を肌で感じている保育科生が、人の発達を目指して行う本学の音楽療法を学

ぶことには、保育者としても有意義であると常々感じている。

・本時の作品を創作していくに当たって、基本になることをやっているのか⇒前時までに行った

曲の構成、楽器の選択・奏法、音や声と動きに関するワーク等の応用で創作しており、学生に

とっては自由度が高く、楽しみながら作り上げていく時間になっていると思われる。

研究授業  授業者：中武亮子

授業科目名：器楽活用法

授業対象：保育科 2 年 A～F 
日時：2020 年 １月 １４日（火） ４限 
場所：新館 23 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：松下、後藤、木村匡

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：2020 年 1 月 14 日（火） 

場所：新館 23 教室 
  出席者：松下、後藤、木村匡、中武
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授業者より

 日本の古典作品を読んでいる。高校のカリキュラムの違いもあり、古語や古文に関す

る知識や時代についての理解にもかなりの差がある。古語や古文に苦手意識をもった学

生もいるので、授業ではまず内容をおおよそつかめるように進めている。内容をつかめ

れば、おのおの感想を述べ合うこともできる。今年度の受講生は活発な意見交換もでき

るので、自分の理解と他の理解の違いなどを知って、興味をもってくれている。

 本時は、「和泉式部日記」から、和泉式部と帥宮との和歌のやり取りの場面を読んだ。

引歌もあり解釈は難しいと思ったが、感覚的によく内容をつかんでいて驚かされた。

授業を参観して

・必要な資料が準備され、学生の理解に役立っている。

・興味をもつ恋愛がテーマで、学生が楽しみながら授業に参加しているようすが伺えた。 
・意味のとりがたい文章を、ヒントを与えながら読み解けるように進めていく面白さは、

情報収集の力につながると感じた。

・必要な注釈は加えられたが、基本的に本文を読むことで進められた。現代の機器を使

用せず、説明は最小限であったが、学生はよく理解しているように思われる。

・文章を読みながら進めていったが、それが想像することには有効であると感じられた。 
・歴史的な背景などは、どのように習得させるかが課題である。

協議事項

・授業の資料と読解のヒントについて

答えを示すのではなく、自分で考える材料を準備する

・想像する楽しさを味わう

学生が各自の理解をし、ときに意見交換をしている

・歴史等の基礎知識の習得について

授業外学習などを活用して、学生自身が学ぶ機会を作るのがよい

冬季休業中に源氏物語に関するものを見る課題を出し、多くの学生が取り組んだ。マ

ンガを読んだ学生から、登場人物の顔が似ていてわからなくなったという感想があった。 

研究授業  授業者：原田真理

授業科目名：文学

  授業対象：全（保育科２年、現代ビジネス科２年）

  日時：  ２０２０年 １月１６日（木） １限

  場所：  １５教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：個人差への対応力の向上

  参観者：中武、木村匡登、木村勝則

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：２０２０年１月１６日１６：２０～１７：００

  場所：１５教室

  出席者：中武、木村匡登、木村勝則、原田
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授業者より

 本時は、学生がパスケットボ－ルの特性に関心を持ち、楽しさや喜びを味わえるよう、チ－ム

における自分の役割を自覚して、互いに練習やゲ－ムに取り組むことや、技能を高める為の練習

方法、ル－ル及び審判の仕方を理解し知識を身につける事を目的として実施した。学生達は班長

を中心に準備運動・ストレッチ・アップと声を出し、よく動いていた。その後ゲ－ムに入ったが、

班長の支持で各自が自分の役割を理解しゲームできたのではないかと感じた。審判においては、

各時間にル－ルの説明を全体で行ったが、なかなか反則を取れなかったので、オリジナルのル－

ルを作り審判を行った。安全面においては、毎時間徹底指導を行っており、しつかり守れている

と感じた。今後も徹底指導を行いたい。今回は研究授業という事で、学生たちは少々緊張しなが

らもバスケットボ－ルに一生懸命クラス全体で取り組んでくれた。

授業を参観して

○メリハリのある授業でした。

○学生がとてもいきいきしていて、心身の健康のためにとても必要な授業だと感じた。

○学生が主体的に進めていけるような授業構造、決められたことを進めていくのではなく、準備

運動や練習メニュ－を班で考えて実行出来るようになっていました。これまでの授業成果だと

思います。真剣に、また楽しんでゲ－ムすることに終始せず、最後にル－ルの確認、安全管理、

的確にまとめていた。保育現場にも通じることであり、真剣に聞く学生の姿が見られた。

○流れよく、順調良く授業展開していた。

○学生の動きを見ながら、その都度アドバイスや賞讃の声を掛け、動きにいい流れが出でいた。 
協議事項

○女子学生が多い中、男子学生がクラスに数名在籍しており競技に置いて男児混合チ－ムを作

っているが、体力的にも、パワ－にも女子との差が出来るのを、男子が上手くコントロ－ルす

るにはどうすれば、女子とのチ－ムワ－クがとれるのかが今後も課題である。

○学生主体の授業を展開し、自分達でル－ルの勉強をし、審判、副審判が出来るようになるため

には、今後の課題。

○互いに支えあい、思いやりの心を育てる。

○「体育」を通して将来、幼児体育(幼児期の運動の重要性、必要性)についての理解と実践が今

後の課題である。

○運動の苦手な学生をどう引っ張っていくかも今後の課題である。

研究授業  授業者：伊東朋子

授業科目名：健康の科学/体育実技 
授業対象：１年 F クラス 
日時：;令和 2 年 1 月 24 日（ 金 ） 1 限 

  場所：体育館

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：学生の集中力の維持

  参観者：木村匡登・倉岡豊実・三宅浩子・大石祥寛・河野美香子・小澤拓大

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和 2 年 1 月 27 日（ 月 ） 

  場所：伊東研究室

  出席者：木村匡登・倉岡豊実・三宅浩子・大石祥寛・河野美香子・小澤拓大 
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授業研究会まとめ 

●授業者より

・時間内に終了するよう時間管理に重点を置きすぎて、調理技術についての説明が不足

してしまい、学生が実習中にどうすればいいか質問にくることがあった。もう少し丁寧

な説明を心がけたい。

・ゴミの分別廃棄について、保育者として子ども達に環境教育を行うことができるよう、

学生に指導していきたい。

・事前に手順や目的をしっかりと把握してもらいたかったので、前時の調理実習の説明

をした際のプリントを、欠席者のぶんを学生に渡して配布してもらうように頼んでいた。

しかし、受け取っていない学生もいたので、手渡しで行うようにしたい。

●授業を参観して

・協同作業の中、それぞれが役割分担して調理を行えていた。

・事前の指導が活かされており、学生に自律的な動きが見られた。

・大きなトラブル、事故や怪我がなく実習を終えることができた。

・時間内にスムーズに進んだ。ホワイトボードにタイムスケジュールの掲示がありよか

った。

・調理説明で実際の手順を見せながら説明があり、わかりやすかった。

・沸騰した状態とはどのようなものかという様子や、水の量が「ひたひた」では分から

ない学生もいるので、そういった基本的な調理技術の確認が必要である。

・クッキング保育では保護者の参加があるため、保護者の動きも想定した実習の在り方

の視点を入れるとよい。

・実習で身に付けさせたいポイントの範囲が広く学生には重たいので、衛生と安全だけ

の事故防止のポイントに絞ってもよいのではないか。

・私語があって話しを聞いていなかったり、調理を楽しむだけになっている学生がいた。 
・アレンジして好きな形に作る学生がいたが、安全を確保するために基本を守る必要が

あるということを理解していないと、保育の現場に出てから事故を起こす危険がある。 

●協議事項

・調理実習をする学生が目的を理解するために、保育者養成における調理実習について、

調理技術習得なのか、子どもを指導する保育者としてなのか、子どもとして作ってみて

援助について想定するものなのか明確化していく必要がある。

研究授業  授業者：高妻瑠弥乃

授業科目名：子どもの食と栄養

  授業対象：保育科２年

  日時： 令和２年 １月 ２１日（火）３限

  場所：調理実習室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：白石先生、松下先生、井上先生

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和２年１月２２日

  場所：高妻研究室

  出席者：白石先生、松下先生、井上先生、高妻瑠弥乃
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授業者より

・１月になりはじめてで約１月ぶりの授業であったが、特に違和感なく導入に入れた。 
・自分たちが暮らす地域のについて知り、深く考えることがグローバルな社会でも相手

の気持ちや立ち位置を知る上での基礎になることを伝えたいと思った。

・調べ活動でできるだけ自分の頭で考えることを大切にしたいが、（携帯等のツールを

上手く取り入れるのが難しいと感じるときがあるので）工夫していきたい。

授業を参観して

・二上り踊りを実際に保育の教材として取り入れている事例を見せることでイメージを

具退化しやすいと感じた。

・積極的に学生が課題に取り組んでいた。

・地元のもので身近に感じていることを教材に取り上げることで地元愛が増し、地域貢

献にも繋がるのではないかと感じた。

・テキストから重要な点を書き出して自分で記入することでポイントを意識させる。

・教師のやわらかい語りかけで学生が自然に反応していた。

・学生のつぶやきをひろって丁寧に接していた。

・教師の専門性を生かした内容であった。

・ワークシートの（  ）の大きさが短いところがあった。

・学生とのやりとりが積極的な交流になりアクティブラーニングとなっていた。

・「子どもたちに伝えたい」という教師の思いが学生に保育として子どもにどのような

経験をさせたいかということに繋がっている。

・声かけ、問いかけは最小限であるのに学生がよく集中していた。

協議事項

・グループワークするときの編成について

・小峰焼について

・学生の名前を覚えることの大切さ 等

研究授業  授業者：泰田 久史

授業科目名：保育内容総論

授業対象：保育科１年 E クラス 
  日時： 令和２ 年１月２４日（金）２限

  場所：１６教室

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力向上、時間外学習の充実等

  参観者：井上、河野、後藤、樋口、小川

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：令和２年１月２４日（金）１６時２０分～

  場所：泰田研究室

  出席者：井上、樋口、河野、後藤、小川
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授業研究会まとめ 

授業者より

リテラシー向上  動画内容が、教材ビデオでなくテレビの番組であることから、裏読

みや深読みができないと正しい知識が伝わらないものがあり、その部分を伝えていっ

た。学生の感想にも、しっかり知識を持ってみないと誤解するので注意したいという

記述が見られ、ほかに、自ら情報収集する様子も見られている。

集中力の持続  45 分と長めの動画であったが、全編に意義があるので 2 回の授業に分

けて視聴、解説した。刺激の強い動画であることなどから、集中力を持続できる学生

が多いが、一部に集中力が途切れる学生がいる。映像を止めて解説を入れるなどする

かどうかでいつも迷うところである。前回の振り返りの部分では、早送りしながら途

中で止めて解説を入れたが、これで集中がそがれる様子は見られなかった。

授業を参観して

重めの情緒障害を呈する子ども達の施設を扱う内容で、参観してくださった先生方も、

あまり馴染みのない施設の様子であったためか、このような内容を扱うことの必要性に

ついての感想をいただいた。実際動画にあるような激しい様子が、学校等では見られる

こともあり、学んで、知っておくべきであろう。ただし保育士に向けたモチベーション

が低下（リアリティショック）の対策は必要。次回でコメントを紹介するのもよいが、

観た直後に学生同士で話し合う時間を取るとよい。

協議事項

 学生の集中力の持続については、動画の内容による部分が大きいが、よく持続して

いる様子であった。今回の動画であれば、途中で止めて解説をしたり、画面上の文

字を写させたりしてもよい。

 リアリティショックについては、「こうなる前の予防対策」が保育所等められ、そ

の内容は、他の授業で習う子どもと楽しむこと、成長を喜び合うことであることを、

多くの授業やそれ以外でも伝えていくことが大切。大切な仕事であることが実感で

きるのではないか

 感想を述べ合う機会を今回は取れなかった。その機会の大切さを再認識した。

研究授業  授業者：樋口 成樹 

授業科目名：社会的養護Ⅰ 

  授業対象：保育科 1 年ＣＤクラス 

  日時：  令和２ 年１月２４日（ 金 ） １限 

  場所：36 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：学生の集中力の持続 

リテラシーの向上

  参観者： 有嶋先生 泰田先生 

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

授業研究会 日時： 令和 2年 1 月 24日 25日 

  場所： 樋口研究室 

  出席者： 泰田先生  有嶋先生 
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授業者より

この授業では、Word、Excel の学習を経て、本時ではプレゼンテーションについて学

ばせた。プレゼンテーションの資料やスライドを作成する上で、視覚化による効果は大

きい。「聞き手」に誤解されず、分かりやすく伝えるためには、適切な図で説明する技

術が必要である。本授業では図解のメリットや具体的な事例を示し、学生が図解の必要

性を理解した上で、演習問題に取組ませ実践力の向上を図ることを目的とする。

 演習問題では、学生の発想力を引き出すために肯定的なアドバイスを心がけ、発言が

しやすい環境を作った。

授業を参観して

・目標が明確で、各自が集中して取組める課題と時間がある。

・前回の授業を踏まえ、良かった点、改善点をフィードバックし、その理由を分析して

伝えている。

・プレゼンを行うにあたって気をつけて欲しいことを具体的に伝えている。

・授業前に（パソコン室で）パンを食べている学生がいた。

・学生になげかけ、意見を引き出しており、そのやりとりを授業に活かしている。

・事例を通してより良い示し方を考える時間がある。

・先生が説明しているときは、椅子ごと前を向かせたほうが良い。

・本時の題材を言葉だけでなく、板書により明示すると良いのでは。

・落ち着いた指導、テンポも学生の様子に合わせ学生の気付きを受止めている。

・終盤、集中力が欠ける場面も見受けられたが、最終的には先生の意図とする図解のメ

リット（必要性）を理解するという目的に一瞬にして気付かせる効果的な表現が見ら

れた。

協議事項

・本時の題材を板書する目的について

・保育現場からの質問について

研究授業  授業者：河野美香子

授業科目名：情報処理概論

  授業対象：保育科２年

日時：2020 年１月２７日（月） ４限 
  場所：５教室（第一パソコン室）

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：伊東朋子、久松尚美、木村勝則、松下律子、武村順子

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：2020 年１月２７日（月） １６時３０分～１７時００分 

  場所：８教室

  出席者：久松尚美、木村勝則、松下律子、武村順子

伊東朋子（参観コメントをいただいた）
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授業者より

 保育で必要な実践力の向上をテーマに、パネルシアターやぺープサートを使った遊び

の実践を行った。今回は、グループ活動で行ったため、グループによって準備の進行状

況に差があり、練習が進んでいるところとそうでないところがあり、すべてのグループ

が発表することはできなかった。しかし、3 グループの発表をもとに、音楽の使い方や、

導入、展開の方法について、学生が考えることができたことはよかったと思う。演じる

ポイントを示すために、スケッチブックにキーワードを書き、印象付ける方法を取り入

れたところ、学生の反応がよく効果的に用いることができた。また、図工の授業で製作

したパネルシアターを活用することができてよかった。今後も連携した授業展開ができ

るとよい。

授業を参観して

・クラスの雰囲気がよく、学生が自主的に行動したり活発にグループ活動している様子

があり、これまでの授業文化ができていると感じた。

・科目間の連携ができているのはよいと思った。関連した内容について同じ時期に授業

が同時進行するのは学生にとってもよいと思う。

・講義の授業では見せない学生のいきいきとした姿があり、学生の姿の再発見にもなっ

た。

・今回はグループ活動であったが、保育の現場でひとりで実践する場合にどのように展

開することができるのか知りたいと思った。

協議事項

・クラスによっては男子の授業への取り込みが難しい。今後の課題である。

・科目間の連携は重要なことである。他科目でも連携した取り組みができるとよい。

・各科目の授業計画に実習時期を明記して関連付けていくなど、学生にとって学びがつ

ながっていくことが意識づけられるようなことはできないか。

研究授業  授業者：後藤祐子

授業科目名：あそびと音楽Ⅱ 
授業対象：保育科 1 年 C クラス 
日時：2020 年 1 月 30 日（木） １限 
場所：23 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力の向上

  参観者：泰田久史、樋口成樹

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時：2020 年 1 月 30 日（木）16:20～ 

  場所：後藤研究室

  出席者：泰田久史、樋口成樹
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授業研究会まとめ 

授業者より

この授業は、学生がグループになって「運動会の企画・運営」を行うというものであ

った。卒業まであと 2 ヶ月という中で、これまでの授業や実習を通して学び、身に付け

てきた保育実践力を表現する場として設定した。担当教員としては、できるだけ運動内

容および運営に口を出さない、手を出さないということを心掛けた。

運動会を担当した学生達は、企画の段階で色々と考え、運動に当たって必要な準備を

授業外で行って当日の運動会を運営した。また、運動に対する意識（得意、苦手、嫌い、

好き）に関わらず、グループの学生が皆で協力して運動会の運営に関わっていた。安全

への配慮等はまだ十分とはいえなかったものの、動きの多様性に富んだ運動内容、幼児

も保護者も皆が楽しめる運動内容であった。これまでの培ってきた保育実践力を表現し

た結果、自信を持つことができ、一方で課題を明確にして卒業を迎えられると感じた。 
これまでの授業の集大成としての授業として位置づけた中で、①安全への配慮、②運

動環境のつくり方、③運動発達という 3 つが課題として考えられた。これらは 2 年次の

領域「健康」の授業と小児体育が連携する中で学びを深めていく必要があることだとい

える。

授業を参観して

・学生が楽しそうに企画・運営をしていた／参加している学生も全力で楽しんでいた

・学生だけでこれだけのことができる、ということが学びの成果であると感じた

・これまでの先生の授業内での働きかけが学生を育てていると思った

協議事項

・領域「健康」の各教科間での教授内容および演習内容の連携

研究授業  授業者：大石祥寛

授業科目名：小児体育Ⅱ 
授業対象：2 年 C クラス 
日時： 2020 年 2 月 3 日（月） 3 限 

  場所：体育館

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力向上

  参観者：伊東朋子

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時： 2020 年 2 月 3 日（月） 16:20―17:00 

  場所： 大石研究室

  出席者：伊東朋子、大石祥寛
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授業研究会まとめ 

授業者より

 この授業は、特別支援教育を行うに当たって、家庭やその他の関係機関とどのような

連携を行うかについて事例を通して理解させる授業であった。また、子どもの気になる

行動について、保護者にどのように伝えて対処していくのかを個人で考えた後に、グル

ープで話し合った。

 「障害」を保護者がどのように捉えて、その言葉を使っているのか、保護者が保育者

に相談したいと思う気持ちはどのような気持ちなのか、保護者が診断を受けるために医

療機関を受診するのはどのような気持ちなのかを、まず考えさせた。

 障害という言葉のもつ意味、そして障害受容をしなければいけない立場になった保護

者の思いと障害受容の難しさ、園で気になる子どもとして捉えている保育者の思いと伝

え方について、個人、グループ、クラス全体で討議しながらじっくりと考えることが出

来た。

授業を参観して

・保育者の思いと保護者との思いのズレに気をつけながら、子どもの良さを伝えること

で、ラポール形成が出来て、子どもの発達に両者が関わっていくことの大切さが理解で

きた。

・保護者が、子どもに障がいがあると気になりながらも「否定してほしい」から、保育

者や医療機関に相談するという心理を初めて知った。

・学生が、「うちの子どもに障がいがありますか？」と保護者に聞かれた際に、保育者

としてどのように答えるかという事例に基づいた演習は、学生が自分なりの答えを真剣

に考えていた。

協議事項

・社会福祉に関する科目との関連性について

研究授業  授業者：園田和江

授業科目名：特別支援教育Ⅰ 
授業対象：１年 A クラス 
日時： 2020 年 2 月 4 日（火） 4 限 
場所：15 教室 

  取り組んだ「授業力向上のテーマ」：実践力向上

  参観者：大石祥寛

---------------------------------------------------------------------------------- 
授業研究会 日時： 2020 年 2 月 4 日（火） 16:20―17:00 

  場所： 園田研究室

  出席者：大石祥寛、園田和江
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授業研究の部 

授業研究協議会 

記録 



2019 年度 授業研究協議会（第 5 回 FD ミーティング）実施要項

1. 目 的  日常の学修活動の充実を図るため、学生の実態に合った効果的な授業のあり方について

協議し、各自の改善策を考える機会とすることを目的とする。

2. 期 日 令和 2 年 3 月 11 日（水）9 時 30 分～12 時 15 分 

3. 会 場 11 教室（全体会場）・13 教室・14 教室・15 教室・16 教室 

4. 日 程

【会場：11 教室】 ※全体司会：武村 FD 推進委員

9：30～9：35 開会の挨拶 久松 FD 推進委員長 
9：35～9：45 趣旨及び日程説明

研究授業におけるテーマへの取り組み状況 武村 FD 推進委員 
【会場：グループ別（下記参照）】

9：50～10：50 グループ別協議

①協議の視点

昨年度から取り組んでいる授業力向上のテーマについて、昨年度の授業研究協議会の結果や本

年度各教員が研究授業で取組んだテーマを基に、対象学生の数、講義か演習かなどの形態、学科

や分野などを考慮したメンバー構成のグループで、それぞれの実践を踏まえた問題提起をし、更

なる授業力向上に向けての協議を行う。

「授業力向上のテーマ」

□個人差（学力・モチベーション等）への対応力の向上 □学生の集中力の持続

□実践力の向上 □リテラシーの向上 □授業外学習の充実

②協議の進め方（一例）

・グループの授業力向上のテーマを踏まえながら、自身の授業を振り返り、「効果的だった取り

組み」の紹介や問題提起を行う。また、情報を共有すると共に、提起された問題の協議を行う。

【会場：11 教室】 
11：00～12：00 グループ別発表（１グループ 10 分を上限） 

１．グループで共有された具体的かつ効果的な授業方法

２．提起された問題とグループ内の結論

12：05～12：15 まとめ及び閉会の挨拶 宗和学長 

5. グループ編成

A：個人差への対応力の向上（11 教室）･･･原田 花畑 井上 有嶋 武村 小川

B：学生の集中力の持続（13 教室）  ･･･久保 三宅 戸敷 髙妻（弘）桑迫 伊東 

C：実践力の向上（14 教室） ･･･矢田 中武 大坪 倉岡 松下 河野

D：リテラシーの向上（15 教室） ･･･宗和 白石 久松 樋口 小澤 木村（勝）

E：授業外学習の充実（16 教室） ･･･泰田 後藤 木村（匡）栁田 東 髙妻（璃）

※授業研究会のまとめをご持参ください。

202



2019 年度 授業研究協議会（第 5 回 FD ミーティング）グループ協議（A グループ） 

参加者：原田・花畑・井上（発表）・有嶋（記録）・武村・小川

授業力向上のテーマ： 個人差への対応力の向上

協議内容

１ 原田先生の実践

  ・「文学」の授業では、高校で文法を学んだ学生とそうでない学生の個人差が大きい。

  ・古典文学の楽しさを全員に知らせるとともに学生の個人差へ対応するために、学生に解らない箇所

をどんどん質問させ、それを理解させながら授業を進めている。 

・学生に個人差があるために、古典文学を深く読み取らせたり理解させたりすることが

難しい状況がある。

２ 「個人差」とは

・協議のテーマである「個人差」について、学生の「学力差」「興味関心の差」「学修スタイルの差」

等の中で、学力差について焦点化し協議を深めることとする。

３ 専攻科での学力差に対する取組

  ・「保育と教育」から「介護」という新しい分野を学ぶ学生の学力差は４月当初の授業を進める上で

ネックとなっている。

・４月当初は授業開始時に１０～２０分程度テキストを読ませ、理解できない箇所を書き出させ、質

問させ、ノートに書かせて提出させる授業スタイルを行なっている。

・専攻科は「国試合格」という目標があり、しないといけないことを追い込んでいる。

・勉強の仕方がわからない学生には、ノートテイクの方法を丁寧に教えたり、国試合格に向けては

「記憶の部分を教員は手伝えない」としたりして学生の意欲を高めている。

４ 実践的授業（模擬保育等）における個人差への対応

  ・学力差等により保育指導案に自分の考えを書けない学生がいる。グループ学習をさせて学生同士で

話し合いながら作成させているが、グループ内の代表者の考えを写す傾向があるため、個人で考え

させた後にグループ間で話合いをさせている。

５ 学力差のチェック

  ・２年生は１年時の成績により学力差をある程度把握できるが、入学直後の１年生の学力差について

は把握が難しい。次年度の学力判定テストで学力の把握を行なう。

・学力差の要素として、「できる学生」「できない学生」「できるけどやらない学生」がいる。学力判

定テストによる学力差を学びのステップで活かしていただきたい。

まとめ

○個人差を「学力差」に焦点化し、学力判定テストなどで早期にアセスメントを行い、学力差を見え

る化し、教員が授業中に学力差に応じた対応をとる必要がある。

○学生の学力差に応じて、教員の仕掛けや働きかけ等の工夫が必要である。

○グループ学修で個の学びを補うことはできるが、最初からグループ学修を行うのではなく、個の学

びを優先した後にグループ学修を行う等の工夫が必要である。

203



2019 年度 授業研究協議会（第 5 回 FD ミーティング）グループ協議（C グループ） 

参加者：久保・三宅・戸敷・桑迫・伊東（発表）・髙妻（弘）（記録）

授業力向上のテーマ： 学生の集中力の持続

協議内容

○初めに授業ルールを決め、しっかりと周知、徹底していくことが大事。聞く姿勢や取り組み方など、厳

しく・楽しく・明るく指導する。伝え方のコツもある。そうすることで学生は環境に少しずつ適応して

いく。

○学生を集中させるには教員との関係も大切。学生の努力に応えられる教員の姿も大事。

①手間ひまを惜しまない･･･分かるまで教える、朝出した課題を夕方には返すなど

②授業準備をしっかりとする

③リーダー性のある学生を早期に見極め、まとめ役として活躍させる

○集中力だけの問題ではないこともある。理解力や育ってきた環境なども影響してくるので、魅力ある

授業展開で学生をひきつけ、集中させることが大切。そのためには教員力、専門性、人間力等を身につ

けていくことが必要である。

○物理的環境として、２クラス合同などの人数の多い授業は、縦長の教室は集中しにくいので横広がり

の教室を使用させてもらう。

○毎回の授業開始時に、何を学ぶのか伝え見通しを立てさせた。メリハリのある授業展開にするため、個

人で考える→グループで協議する→発表などの時間配分に工夫した。何を尋ねられているのか、分かり

やすく伝わるような質問や指示の出し方も大切。

○できない学生をどう引っ張っていくかも大事。教員が一方的に指導するのではなく、学生に考えさせ

る、リーダー性のある学生にまとめてもらう、声をかけてもらう方法もある。

○体験談や保育現場の実態は集中して聞く。理論的なことや文字を読むこと、専門的になると難しいと

思って集中力が途切れる学生もいる。難しいことをどれだけ易しく分かりやすく伝えていくかが大事。 
○教科の特性を活かすことも大事。本当に授業が楽しければ集中できる。ただ、遊んで終わる、楽しかっ

ただけで終わることのないように自身の専門性でひきつけていくことが大切。

○聞くことに関して、大切なポイントの説明をする時はメモを取らず集中して聞かせ、3～4 人のグルー

プでノートにまとめさせる。分からないことは別のグループに尋ねるようにさせている。

○資格検定、国家試験などは合格させることが大事。先生の言っているようにすれば必ず通るという信

頼を作ることも大切。小さな成功体験を重ねながら学習意欲を高めていくようにしている。

○いくら環境がよくても学生は伸びない。教員としてどれだけ自己投資するか。力をつけるために自分

磨きを怠らない。

○教員力をつけるためには、他の先生の研究授業参観は大変意義がある。しかし、同じ科目の先生の授業

がなかなか見られない現状がある。そのような環境の中で授業力の向上は臨めるのか。
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2019 年度 授業研究協議会（第 5 回 FD ミーティング）グループ協議（C グループ） 

参加者：矢田（発表）・中武・倉岡・松下・大坪・河野（記録）

授業力向上のテーマ： 実践力の向上

協議内容

■実践力の向上を図る取り組みとしてどのようなことを行ったか。

・気遣いができる人物になれるよう、所作の教養を身につけさせるとともに、学生が学び合える環境

を作った。

・秋の忍ヶ丘祭というような、身近なテーマを題材にすることで、結果から改善まで学生がすぐに効

果を得られる学びを取り入れた。

・連絡帳の書き方など、現場での実際のテーマを題材にすることで、学校の学びと社会をつなぐ授業

にした。

・学生自身に計画を立てさせるなど、主体的に行動させることで作業効率があがり、その成功体験を

活かして次のステップにつなげた。

・一人ひとりを手厚く指導することや綿密なグルーピングをすることで、学ぶ環境を整え、また、他

の学生の発表を見せることで、更に一人ひとりのレベルを上げさせることができた。

・学びのステップでは、オリエンテーションで伝えきれなかった“授業の意味”などを伝えられ、学

びの基盤となる学生生活の基礎力を付けることができた。

・卒業研究では、主体的にテーマに沿った追求を行ったことで、日誌を書くだけでは理解できなかっ

た音や音楽の意味、指導者の意図を深く認識させることができた。

■まとめ

学生に対して、教員が考え抜いたグルーピングで人間関係など学ぶ環境を作ることや、学生が「だか

ら、このことを学ぶのか」など腑に落ちることで基礎基本のスタートを切ることができ、実践的な学び

につなげることができるのではないか。
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2019 年度 授業研究協議会（第 5 回 FD ミーティング）グループ協議（D グループ） 

参加者：宗和・白石・久松・樋口（発表）・木村（勝）・小澤（記録）

授業力向上のテーマ： リテラシーの向上

協議内容

リテラシーを一つの過程としてとらえると、「情報を収集する」、「得られた情報を基に考える」、「考え

たことを表現する」ということになる。その上で、以下のような内容が協議された。

【目標設定と方法の分離】

 教員が授業目標や授業の重点をわかりやすく説明してしまうことで、学生のリテラシー向上の機会を

奪ってしまう可能性が指摘された。だからといって単に難易度を高めた授業構成だけでは、最終目標を

定めただけであり、その目標に到達するための方法について検討されない不十分さが指摘された。

↓↓↓（つまり）

【リテラシーの型の教授・育成】

リテラシーを発揮することを学生に求めるだけでは、教育としては不十分である。どのように情報を

収集し、考え、表現するのかの“型”を教えることが重要である。これは、一つの科目で段階的に教える

こともできるが、初年次教育や科目間連携を活用することによっても進めていける。リテラシーの型を

身につけ、それを発揮していくうちに、他学生の意見を聴けたこと、自分の意見を表現できたことに満足

を覚え、更にモチベーションを高めていく学生もいるであろう。

↓↓↓（ただし）

【効果測定の必要性】

リテラシーの向上を目標にするのであれば、その目標達成のための取り組みの効果測定をしたり、リ

テラシーの測定基準を定めたりすることが重要である。論述課題や発表がその一つとして考えられる。

↓↓↓（その上で）

【学力差・モチベーション差への対応】

リテラシーの型を教えようとしても、学生の学力差やモチベーション差がそれを難しくする。ある程

度の個人差であれば、授業の工夫次第で対応可能かもしれないが、それでもついていけない（ついてこな

い）学生の存在も考えられる。リテラシーの型にはレベルにグラデーションがあると考えられるが、難し

過ぎるものでれば、失敗経験を繰り返すし、簡単過ぎればそれはそれで問題である。個別対応や学力別ク

ラス編成という案も考えられるが、協同学習という方法も一つの案として考えられる。

なお、次年度から実施予定の基礎学力を測定するテストによって、ある程度の学生の初期値が把握で

きるであろう。単に把握するに留まるのではなく、実施するのであれば、把握後の対策が求められる。
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2019 年度 授業研究協議会（第 5 回 FD ミーティング）グループ協議（E グループ） 

参加者：泰田（発表）・後藤・木村（匡）・栁田（記録）・東・髙妻（璃）

授業力向上のテーマ： 授業外学習の充実

協議内容

・地域の題材を活用し、それを教材にする作業をさせた。例えば、地元の歴史をかみしばいにしたり、古

くからある地元の楽器のようなものを現代風にアレンジしてみたりする。それを学生が調べることで授

業外学習とした。どのように活用するかを考えることで、まとめる力や考える力が身につく。

・演習で、ピアノを弾く動画を撮影し（指使いなど）、それをユーチューブ等で限定配信することで、学

生はそれを見て、練習することができる。ネット上には、様々なサンプル動画が上がっているが、千差万

別のため、本学の学生に身につけて欲しい内容を考え独自に曲を選び、見本とする工夫を行った。

・演習の授業では、グループワークの中で各自テーマを設定し、それについて調べてくる。調べてこなけ

れば次の授業が成り立たないので、調べてくる学生も多い。それが授業外学習になっている。その際、教

員が割り振るのではなく、学生自身が何を調べてくるかの役割分担をすることで、迷惑をかけられない

という意識が高まり、学生もしっかり調べてくる傾向にある。

・講義では、毎回チェックすることは大変なため、2、3 回、課題を出している。

・授業外学習として、調べ学習などをさせた際に、授業の最初で発表をさせる（ランダム）ことによって、

しっかり調べてくる。それを続けていると、自ら発表したいという学生も出てきた。

・卒業研究を通して、実習で学んだことなどを紐解くことができた。学生自身達成感を得る事ができたの

で、卒業研究をより充実したものにできないか。

・現代ビジネス科では、就職試験を突破するためにスキルが求められることや、資格取得などが定期的に

行われることによって、学習意欲が高められやすいのではないか。また、資格を取得できた学生が、さら

に上位を目指したり、落とした学生が再チャレンジしたり、良い影響を及ぼしている。

・教員の手間が増えないように、ｅラーニングシステムなどが構築できれば、やりやすいのではないか。

・保育科でも認定資格などを導入して、学生のモチベーションを挙げる仕掛け作りをしても良いのでは。

・既に作られている認定資格の活用だけでなく、本学独自の認定資格を作り、学生だけ出なく、外からも

受験できる仕組みを作ると良い。

・シラバス通りに、毎回授業外の課題を課し（復習として）、チェックも行っている。

 授業外学習をシラバス通りに学生に課すのは実際には無理がある。また、宿題などの与えられたもの

ばかりするのでは、低次元な学習になってしまう（学生がそれは点数になるか、ならないかなどを聞いて

くる場合もある）。その為、授業の中で、学生自身が自ら授業外に活動する仕掛けを教員側が作る必要が

ある（上述のピアノの動画やグループ学習、ｅラーニングの準備など）。また、特に保育科としては、就

職試験や国家資格取得へのハードルが低いため（国家資格をペーパーで受けないことや就職の需要があ

るため）、資格試験などが受けられる環境を作り、学生が自らチャレンジしたい意識を高められる仕組み

も必要であるといえる。卒業研究ももっと良い形で取り組める環境になれば望ましい。
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