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（２）授業改善グループ  

 

 

【要約】 

 

授業改善グループでは、各教員が授業内容や方法を改善し、向上させることを目標とし

た FD 活動について取り組んだ。その１つは春学期 2 週間、秋学期 2 週間の授業参観であ

る。授業参観では参観者が授業者へ感想シートを送った。また春学期・秋学期ともに、学

期半ばに授業改善アンケートを行い、後半の授業進行について学生の要望を受け取る機会

を設けた。これらの活動を行った結果、FD 委員会内において、次年度へ向けた授業参観

実施形態や時期、研究授業の実施、コルズの活用などの検討課題が挙げられた。次年度に

はこれらの検討課題に加え、委員ではない教職員からの意見聴取の場を設ける予定である。 

 

１）はじめに 

授業改善グループでは、各教員が授業内容・方法を改善し、向上させることを目標とし

た FD 活動の取り組みとして授業参観を進めていく。平成 24 年度は授業参観実施 2 年目

となり、授業参観の具体的な問題点を見出す段階になった。今年度の授業参観においても、

授業参観の風土を根付かせること、同一学部内で教員が相互に参観しあうことで講義間で

の連携を図ることを課題としたことには変化はない。これら授業参観（教員相互参観授業）

は、春学期 2 週間、秋学期 2 週間の期間を設定し実施した。今年度よりモチベーション行

動科学部の開設により 2 学部制となり、教員の研究領域にも広がりがみられるようになっ

た。しかし、開設初年度ということもありモチベーション行動科学部の授業科目数自体は

あまり多くなかった。また、これまで学期終了時に行われていた授業について、よかった

点や改善して欲しい点および教室環境等の自由記述アンケート（授業改善アンケート）の

実施時期を見直し、学期半ば授業回数 7～8 回終了時に実施した。 

 

２）授業参観 

１．目的 

各教員が授業内容・方法を改善し、向上させるための組織的取り組みとして、授業参観

の風土を根付かせることおよび、同一学部内で教員が相互に見学しあうことで、講義間で

の連携を図ることを目的とする。 
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２．実施期間： 

平成 24 年 6 月 18 日（月）～平成 23 年 6 月 29 日（金） 

平成 24 年 11 月 12 日（月）～平成 23 年 11 月 22 日（木）  

 

３．手順および内容 

授業により、参観の可否が生じることを配慮して、以下の①から③に示す授業参観の内

容を提示した。また参観者は授業者に対し感想を述べることとしたが、直接ではなく、感

想を述べた人物が特定できないよう配慮を行った。 

①各教員は、参観期間の授業内容に応じて、参観の可否を連絡する。また事前に参観の

連絡を受けたい場合は、その旨を連絡する。参加についてはこども心理学部、モチベ

ーション行動科学部の学部を越えて参観を可とした。 

②各教員は、参観後、所定期日までに共有フォルダ内の授業参観感想シートに記入し、

こども心理学部は FD 委員会委員会藤後、坪井まで、モチベーション行動科学部は藤

後、高橋までデータ(メール添付)で提出する。 

③提出されたデータにおける個人情報は、FD 委員会委員長および FD 委員会内・授業改

善ワーキング・グループのみ扱えるものとする。 

各参観者から提出された感想シートは記述者を削除し、とりまとめ各教員に対してフィ

ードバックを行った。 

 

４．参観シートまとめ 

 各参観者からの参観シートについては、学部、質問項目でまとめを行った。質問項目は

「参考になったこと、ご自分の授業で生かしたいと思ったことなどをご記入ください。ま

た、その理由も教えてください。」「お気づきの点やご提案、ご感想などをご記入ください。」

とした。 

これらのまとめについては、参観者の授業参観についての視点、感想はそれぞれに異な

ること、受講者数や教室サイズで感想シートへの記述内容に差があることなどを踏まえる

と、どの記述も重要な一意見として残す必要があると考えた。そのため、ほぼ同一と判断

できるもの以外は、列記している。この感想シートのまとめは、学内共有フォルダを用い

て、全学へ開示、フィードバックとした。参観シートは、春学期、秋学期のそれぞれでま

とめを行った。秋学期のまとめでは、春学期まとめでなかったものについてのみまとめた。

実際のまとめは、「表 1．2012 年度春学期授業参観シートまとめ」、「表２．2012 年度秋学

期授業参観シートまとめ」として、次に示す。 

 

 

 



13 
 

表 1 2011 年度春学期授業参観シートまとめ  

こども心理学部  

 
１．参考になったこと、ご自分の授業で生かしたいと思ったことなどをご記入ください。  
また、その理由も教えてください。  
 
・例え話や具体例がたくさんあり、とても面白くわかりやすかったです。  
 
・テキストを見ず、前を見ながら終始お話しをされており、熱い気持ちが伝わってきました。

・マイクを２本使いしていたので、音が聞き取りやすかったです。  
 
・学生の立場をよく理解した上で、講義をされていたので、とても共感しやすかったです。

・スライドの配布資料が、全てのスライドの内容を記載されているのではなく、いくつかの

頁が記載されていないところもありました。それによって、手を動かして書くという動作

が入るので聞いているだけの授業ではないように感じました。  
 
・図やビデオを見て学生同士で話をする時間をとりながら学ぶ時間があるので、心理学を身

近なものとして感じることができました。  
 
・学生に教科書の各章を発表させるのは、とてもよいと思いました。課外学習も学生の興味

をひいてよいですね。  
 
・映像を通して本人たちに出席確認させるという方法は学生自身の自覚も促せてよいと思い

ます。  
 
・学生に課題をやらせたり、発表をさせたり、進んで授業に組まなければならないというア

クティブラーニングの手法を取り入れている点が、とても参考になりました。授業にも飽

きさせない工夫が随所にみられ、授業の雰囲気がピリッとしていて、学生にも緊張感があ

りました。普段とは違う表情をしている学生たちがいて、驚きました。これは、担当教員

のキャラクターのなせる技なような気がします。私が担当教員と同じように厳しい口調で

講義ができるかというと、それはいささか無理があると思います。ただ、授業内でレポー

トを書かせたり、発表させたりすることは、可能だと思うので、ぜひ取り入れたいと思い

ます。座席も自由席だけれども、前から詰めて座らせていくという方法も素晴らしいと思

いました。ただ、私がそのように指示したら、学生から反発を受けそうで、実際にやるこ

とは難しそうです。  
 
・パワーポイントの内容を学生に配布しており、直接配布資料に書き込めたのでメモを取り

やすかったです。また、全ての表示内容を配布資料に載せるのではなく、一部はスクリー

ンへの表示しか行っていなかったため、意識をしてメモを取る体制に持っていけていたと

感じました。パワーポイントは全体として大変見やすく、また実際の映像も交えて説明を

されていたので、とても理解しやすかったです。  
 
・学生のプリントが単なるスライドの穴埋めではなく、要点をまとめるノートプリントであ

る点。ただ書き写すのみではなく、考える隙間をつくることができると感じました。また、

1 年生の春学期ということでノートをまとめる訓練にもなるかと思います。  
 
・パワーポイント内にリンクを埋め込むことで、参考サイトをスムーズに見せることができ

る点。・はじめに意識付けの話をしている点。大教室のわりに前の方に座る学生が多いなど、

成功していると感じました。  
 
・授業内容を理解したうえでの自由記述形式の課題。これをコルズ上でもアップしている点。
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・授業の受け方について、話をする。→授業の 初に授業を受ける心構えとして、「礼儀・

マナー・挨拶」について学生の心に響くようなお話をされており、学生もメリハリやけじ

めを意識して授業に取り組んでいたため。  
 
・学生が生き生きと自分の意見を言っており、また、全体で発表をすることにより先生に褒

められることで自信を持てている様子だったため。  
 
・実際の事例をもとに授業を展開していた。⇒身近な事例を取り上げることで、興味が増し

能動的に学習に取り組めると感じた。・机間巡視しながらの講義。⇒学生の集中力を高める

効果があると感じた。  
 
・学生の発表に対して、すぐ感想を求めるなど、双方向の授業が展開されていた。⇒コメン

トを発表させることで、話を理解しようと聞く姿勢がみられた。  
 
・事例をもとに問題が提示され、レポートを書かせる。⇒講義内容をすぐに考えさせ、レポ

ートとして書かせることで、より理解が深まると感じた。アクティブラーニングですね。

 
・口頭で話すとき 1 文に多くの情報を詰めすぎない。文章を区切りながら話すと効果的であ

る。なぜならば学生にもわかりやすく意図が伝わるからである。  
 
・授業開始時に教科書と出席カードを正面に置き静かに目を瞑る時間があったり、学生の発

表や先生の講義を聞いたりなど、集中と弛緩のリズムの取り方が参考になりました。  
 
・マイクを使わずとも大きく明瞭な声、そして学生の中を歩きながらの講義。常に学生全員

を適度な緊張のもと授業が進行されていた点も、先生には普通のことなのでしょうが、座

ったままの講義ながら動的な印象につながりました。  
 
・一時間の授業の中に、様々なコーナーが設けられ、テレビの報道番組のように興味を持っ

て臨めました。私も講義科目がこれから始まっていくので、全体と個人の学習コーナーを

様々設けながら進行していこうというイメージが明確になりました。  
 
・戦前の軍国主義教育や天皇制国家観の生き証人として、○○さんと××さんを紹介してお

られました。学生にとってはすでに歴史的な事象となっているのでしょうが、それでも、

天皇陛下のためにわが身を捨てて滅私奉公するという考え方を伝えるには、身近な例だと

思いました。戦前・戦中の価値観を今の学生に理解してもらうのは、なかなか骨の折れる

仕事だと思いますので、こうした例を積み上げてイメージを持ってもらうことが大切では

ないかと痛感いたしました。  
 
・難しいテーマを学生たちに上手く伝える工夫をされていた点が大変参考になりました。特

に実態が分かるように動画を効果的に活用されている点やプリントを書き込み式にして学

生の理解の定着を図られている点など、とても勉強になりました。私もぜひ今後の参考に

させて頂きたいと思います。  
 
・学生に教科書をまとめて発表をさせるという形式で、中にはよく工夫された良い発表があ

りました。学生にまとめさせるというのは、学生自身が考えるので良いと思いました。校

外学習も行っているということで、ずいぶんいろいろ工夫されているのだなあと思いまし

た。私自身はそういう発想があまりなかったので、今後そういうものも取り入れていきた

いと思います。勉強になりました。  
 
・学生が書いた文章を褒めながら悪い点を指摘していること。なかなか両方を同時にするこ

とは難しいです。時間を区切ってその中でどれだけ文章をかけるか、どれだけ問題を解け

るかをやっていて、メリハリがつき良い。  
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・授業の終わりに授業内容をからめた課題についてレポートを書き、次回の授業にてそのレ

ポートの中から５名ほどの学生がそのレポートの内容について発表をするという授業形態

がとても参考になった。毎回の授業でおこなっているそうで、「学生たちの考えて書く」力

を伸ばすだけでなく、その場で授業内容のレポートを書くことでまず１回目の振り返り、

次週に前週に書いたレポートの発表を聞くことによって２回目の振り返りができる授業構

成になっている。また１回、１回の授業がその場限りで完結するのではなく、それぞれが

連続したものであるという意識づけを行う場合にも応用できると考えた。  
 
・心理学の実験系演習とは異なる演習系科目の運営を見ることができ，参考になった。基本

的枠組みや内容が異なり直接に授業へ生かすことは難しいが適宜参考にしたいと思う。  
 
・担当教員が教室内を歩いて、学生にいろいろと意見を述べさせていたこと。→学生はマイ

クに向かってきちんと意見を述べていた。また、教室内を何度も歩き回り、学生の動向を

観察されていた。  
 
・今回の授業は、理科の授業を実施する際に教員が留意すべき「安全管理」のポイントとそ

の方法についてであった。理科、家庭科、体育科等では必ず触れられるテーマであるとの

ことだったが、私が担当する音楽では、このようなテーマで授業を行われることはあまり

ないため大変勉強になった（授業の方法論というよりは題材に対する感想になるが）。  
 
・本日の授業では前半の部分で、学生有志の発表がありました。「古典的条件づけ」と「オ

ペラント条件づけ」に関するもので、パワーポイントも用いたなかなかの出来栄えでした。

意欲や関心のある学生のやる気を伸ばしていく、とてもよい企画だと思いました。他の学

生たちも、とても集中して仲間の発表に聞き入っていました。授業の後半では、テキスト

の内容をパワーポイントを用いて、わかりやすく解説しておられました。この教室の真ん

中に柱があり、しかも床がフラットですので、あまり使い勝手のよくない教室ですが、あ

れだけの大人数の学生を相手に、手際よく授業を進めておられました。  
 
 
２．お気づきの点やご提案、ご感想などをご記入ください。  
 
・教材が適切であると感じた。心理療法は教授が難しい授業と思われるがアメリカの VIDEO
を使い翻訳された教科書を使用されていた。テキストに従って VIDEO を見ながら、先生の

解説や説明を聞くことで素直に吸収できるように思えた。次週ロールプレイということで

あったが学生も来週の実践を楽しみにしているようであった。  
 
・同じ教室で行う自分のクラスが５０人の受講生を擁することを思うと、参観した 20 人前

後の当該クラスは、語学学習環境として極めて理想的だと強く思った。  
 
・特になし。授業がうまい。  
 
・何人か居眠りをしている学生がいたので、起こすことも必要かと思いました。  
・Ｂ棟のプロジェクターは強いのでメモが取れる明るさで使えていいですね。Ａ棟の教室の

プロジェクターは光が弱く、かなり教室を暗くしないといけないので、改善してほしいで

す。  
 
・私は居眠りや私語などの対応は厳しくする方ですが、担当教員のように学生への接し方を

非常に穏やかでかつ丁寧にされても、後半では、集中力に欠ける学生がいました。悩まし

い限りです。  
 
・１回の授業で、説明や発表、課題取り組みなどいろいろな活動が行われていたので、この

ようなことが授業展開では大切なのだと思った。  
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・授業中の全体的な雰囲気作りが大切であると実感した。参観させていただいた授業は、程

よい緊張感と、リラックスした楽しさがメリハリよく盛り込まれて、効果的なやり取りが

なされているように感じられた。  
 
・大教室であれだけの大人数の学生を相手に、整然と授業を進めておられましたこと、感じ

入りました。算数・数学をあまり得意としない学生も混ざっているようでしたが、とても

上手に指導しておられました。お人柄が表れており、とても温かみのある授業だと感じま

した。  
 
・中教室がかなり満席の状態であるにもかかわらず、整然と授業を進めておられましたこと、

感じ入りました。テキストの内容を解説する際にも、学生にとって身近な話題などを織り

込み、難しい概念をわかりやすく解説しておられました。これまでのご経験に基づく、と

てもこなれた授業だと感じました。  
 
・この教室の真ん中に柱があり、しかも床がフラットですので、大勢の学生を相手に授業を

するにはなかなか骨の折れる教室環境ですが、あれだけ大人数の学生に向かって整然と授

業を進めておられるのは、さすがだと感じ入りました。保育・教育の学生のほかに、心理

の学生がかなり混ざっているようでした。心理の学生は、それなりの目的意識をもって授

業に参加しているようですので、1 時間目であるにもかかわらず、さほど大きな遅刻もせず

に出席しているようです。本日の授業内容は日本教育史とでもいうべきものでしたが、学

生たちは日本史の知識をさほど持ち合わせていないので、興味深く授業内容を聞いている

ように見受けられました。今後、小学校教員養成課程の学生が増えていくと、もう少し具

体的な小学校の道徳教育の内容に焦点を当てていくことが求められてくるかと思います。  
 
・人数が多いため、二つの情報処理室をつなげて使っていらっしゃるので、カバーしなけれ

ばならない範囲が広すぎて、講義を行うのが大変だと思いました。特に立つ場所によって

マイクが反応する教室が変わってしまう点やパソコンを 2 台使用しなければならない点な

ど、先生への負担が大きいと感じました。  
 
・文章を書くときの姿勢や鉛筆の持ち方などを配慮している授業はなかなかないと思いま

す。黒板の字がきれいであり、またマイクがなくても声が通っていて大きくききとりやす

かったです。  
 
・授業前に黙想を行うことで授業前のざわついた感じが一瞬シーンとなり、黙想が大学生に

も効果があることを感じました。  
 
・先生が実際に○○を使用し実験されたことで、学生の関心が高まり、危険性も印象付いた

と思いました。  
 
・クイズ形式の事例の紹介が面白く、考えさせられ、私自身も参考になりました。ありがと

うございました。  
 
・火や刃物を用いる（しかも用いる学生側は扱いに慣れていない）演習であり，かつ，人数

も比較的多数において，教員が 1 名では，安全の面でも問題が感じられる。 低でもあと

1 人，できれば 2 人ほど補助が必要と考えられる。  
 
・担当教員が提示する PP を学生が書記していたが、少し量が多すぎるのではないか？と思

われた。早く書き終わった学生は雑談をしたりしていたし、書くことを 初からあきらめ

ていた学生もいた。また、遅刻者はあまりいないように感じられたが、遅刻の扱いが難し

いとのこと。良い方法が FD から提案いただけるといいのだが。  
 
・授業内で、模擬授業のビデオを見て、教師の動きを追わせるという時間があった。教師の

動きを見て、現場で必要な所作や対応を学ぶことは非常に有意義であると思うが、ここで
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用いられているビデオが古く、また、今回の授業テーマである安全確保と関わる教師の行

動の見取りが難しい資料であった。ただ、これは資料の選択に問題があったということで

はなく、昨今個人情報の保護がいわれる中で、小中高の授業を見学して撮影することは大

変難しくなっているために生じたことであろう。教科書会社や出版社が、小学校の授業ビ

デオを販売しているので、それを教科教育系科目の資料として大学で購入して、授業に用

いてはどうだろうか。実際に小学校の授業の様子を学生に見せることは、教育法の授業を

充実させると思う。(これについては、授業後、他の見学者の先生、授業をなさった担当教

員とお話をした) 
 
・学生の学ぶ姿勢が残念でした。おしゃべり、途中退出、ケータイ、などが終始止まらず、

学ぶ意欲がある学生と何にも考えていない学生との差が大きかったです。大講義室の授業

運営の難しさを改めて感じました。  
 
・前のスライドと両脇の TV、同じスライド内容でも見える距離が違うと見えてくる絵（図）

が変わってきました。これは何か理由があるのでしょうか。個人的に不思議な気持ちにな

りましたので、後日伺います。  
 
・大人数の授業にもかかわらず、学生が参加する授業を運営されていてすごいと思いました。

参観できてよかったです。  
 
・後ろの席の学生が、寝てたり、スマートフォンをいじったりしているので、もったいない

ですね。先生もきちんと見回りをしていただいているのですが、お母さんとして甘えてい

るとうい感じですね（笑）。スマフォなどは取り上げてもいいかなとも思いました。  
 
・今回、この授業を見学するのを選んだのは、学生からのアドバイスによるものです。私が、

学生に「どうしたら、みんな授業中に静かにしてくれるかしら？」と聞いたところ、「（本）

担当教員を呼んで来れば、みんな静かにするよ」と言われたからです。実際に、拝見して

みて、私が（本）担当教員になれるわけではないので、静かにさせるためには別の方法を

みつけなければいけないと思った次第です。ただ、私の授業では、グループワークを多数

取り入れていますので、少々にぎやかになってしまっても仕方がないのかもしれません。

自分なりの方法で、学生たちの満足のいく講義ができるように努力をしてゆきたいと思い

ます。  
 

モチベーション行動科学部  

 
１．参考になったこと、ご自分の授業で生かしたいと思ったことなどをご記入ください。ま

た、その理由も教えてください。  
 
・前回の授業で学生から出た質問に対してその質問と答えを PPT の 初に入れて、全員に

共有していたことが非常に勉強になりました。  
 
・You-tube を使って、クラウドの説明をしていたのが非常に分かりやすかったです。元々今

の世の中には既にシステムについて分かりやすく説明されているものもあるので、そうい

ったものを利用するのも授業の工夫の一つだと感じました。また、その映像が非常に分か

りやすかったため、学生も集中して聞いていたように思います。  
 
・明瞭で大きな声、わかりやすい言葉遣いがまず 初に印象的で、自分としても心がけるべ

きだと思いました。パワーポイントの使い方（字数が適度に少ない、絵を必ず１ページに

ひとつ入れている）がまず印象に残りました。文字のみのページと絵の入ったページをめ

りはりよく使い分けることが、ベタではあるが効果的なのだろうなと改めて感じました（私

はつい面倒くさくなって字ばっかりのページを作ってしまうので）。  
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・あと「休憩」があるのがびっくりしました。僕も入れたいと思います。  
・先生の授業について（参加させていただいた日の授業の内容とも関わりますが）個人で考

える時間がまずあり、その後、集団で議論するという流れは、少なくとも議論の頭が沈黙

することはなくなりますので、ぜひ取り入れたいと思いました（早速、取り入れました）。

 
・〇〇の授業だけに、グループ活動によるアクティブラーニングを取り入れやすく、それに

より、学生も体験を持って理解がしやくなるのだと感じました。  
 
・必要なエッセンスだけを入れたパワーポイントの作り方は、とても見やすく感じました。

 
・学生について学生が話し合いの道具箱（紙、ipad）を上手に活用しているようで感心しま

した。そういったツールを教員が与える必要性を感じました。  
 
・全体として話し合いと説明で時間にメリハリがあり、無駄がなく計算された、非常にわか

りやすい講義だと感じました。  
 
・授業前に学生に前回の要約をさせるなど、連続性が重んじられていた。  
 
・学生のレベルに合わせて、英文法の指導を分かりやすく説明していた。積極的に声掛けを

し、授業へ集中させるようにしていた。  
 
・評価シートを配ることにより、すべてのプレゼンテーションに集中して聞くようになるこ

と。  
 
・学生同士の方が議論が活発になる傾向となることが分かったため、自分の授業ではアクテ

ィブラーニングのような、議論を取り入れることが重要と認識した。  
 
・学生に簡単なテーマで発表させたいと思った。  
 
・科目の特性上、時間が足りず発表時間が持てなかったため（以前行ったときは、発表内容

が重く、全員の前での発表は不適切と判断したため。  
 
・大学の授業の在り方を再認識させていただきました。専門的な知識の教授やテキストに沿

った授業展開も必要なこととは理解していますが、教員として己のメッセージをどう伝え

ていくかを感じさせていただきました。このような授業を受けられる学生たちがうらやま

しい限りです。もう一度大学生をやってみたくなりました。  
 
・自殺率の統計データや，人が亡くなった人に寄せる想いを表したお墓の様子，また，数多

くの○○の作品等々，講義内容に関わって受講生を惹きつける教材が豊富に提示されてい

て，大変興味深い講義であったと思います。また，提示された教材の解説が様々な角度か

らなされており，背後に先生の教養の深さが感じられて感心・感動いたしました。先生の

講義を通して，教科書で学べることだけではなく，それを使って日常にある事柄や芸術作

品などを読み解くという姿勢が大切だと思いましたし，そうしたことの面白さというもの

を受講生にも伝えていくべきなのだと思い，非常に勉強になりました。実際，受講生達も，

提示された教材（○○の作品）を面白く感じたようで，「それをみて感じたことを話し合う

ように」と求められた際には，本当に様々なことを話していました。中には，○○の感じ

ていたことを心理学的に想像しようとする発言も見られ，こうした経験が，考える姿勢や

感性の育成にもつながるのではないかと感じました。  
 
・第一に，人数が 100 名ほどと多いにもかかわらず，先生が発した問いに誰かを指名して答

えさせるということができていて，素晴らしいと思いました。問いが，明確な答えはなく

様々に考えられるものであり，また，一言二言でも答えられるものであることが，指名さ

れた受講生が臆することなく答えられるポイントなのかなと思いました。第二に，スライ
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ドに映し出されていない内容について，「ここは大事だよ」と注意を惹きつけてゆっくりと

話す，また，「もう一度言うよ」といって再度繰り返すということをされていました。この

ことによって，受講生がスライドを印刷した資料に「自分で書き足す」ことが促されてい

ました。ノートを取るという姿勢を身に付けさせる上で大切な指導だと感じました。第三

に，講義の中に 2～3 回ほど，問いを与えて自由に話してよいという時間を作っていて，「そ

のときは話してよい。他はダメ」ということが徹底されていました。話してよい時間以外

に教室がざわめきだすと，「今何の時間？」とすぐ収めていて，よく統制が取れていると感

じました。  
 
・大人数の授業にもかかわらず、学生の私語がなく、静かに授業に臨んでいたのには驚きま

した。後半の半分しか見学しなかったので、前半でその裏ワザが見られたのかなと思いま

した。ぜひそのワザを伝授していただきたいと思いました。  
 
・具体例を挙げて、分かりやすい言葉で難しい憲法の条文を解説なさっていました。テキス

トに沿って進めているので学生にはわかりやすいと思いました。テキストを一緒に読んで

確認することは必要だと思いました。自分のも、もっと丁寧にやろうと思いました。  
 
・全体的に、タイピング入力が早いと思った。  
 
・課題を与えると、それに向かって集中する（静かになる）ことが分かった。  
 
・得意な学生が不得意な学生に教えるなど、良いコミュニケーションが活発であった。  
 
・課題が未来大の進路についてであったので、PC スキルを向上させつつ、本学のことを熟

考できる機会となっていた。上記は、学生の良さを活かした学習になっていると思ったた

め、大変参考になった。  
 
・挨拶前の静けさ・・・全体が静かになるまで授業を始めない対応  
出席の取り方・・・・・CoLS を活用した携帯による出席  
遅刻者の対応・・・・教室の前から入れて、個別対応  
受講者の名前を覚えていらっしゃることが素晴らしかった  
レポート、コピー、注意の仕方が明瞭で参考になった  
教材を学生の身近なネタにして、興味を高めていた  
DVD や教室のメディアを上手くつかいこなされていた  
 

・現代の○○事情について写真などの具体的な教材を用いて講義されており、視覚的なイン

パクトが強く効果的な授業展開が魅力的でした。私事ながら、我が家の○○事情を恥ずか

しくなりました。学生自身も自らの食生活や経験してきた○○事情を省みることができた

のではないでしょうか。  
 
・ 初の導入の課題について、考えるような内容で、且つ、ディスカッションもできるので、

自分の授業において参考にさせて頂きたいと思いました。また、「まとめ」は事実をまとめ

ることで、学んだことのアウトプットできる場となり、良いと思います。  
 
・受講生が大変多いにもかかわらず，きちんと統制のとれた素晴らしい講義であったと思い

ます。統制を取る方法として，スライドに映し出された内容を書き写させていること，さ

らに，話の中にスライドには書かれていないけれども重要な単語等を入れることで「集中

していないと大切なことを聞き逃す」という緊張感を持たせていること，先生がお話され

ながら広い教室を歩き回って受講生の様子をきちんと見ていることが挙げられると思いま

す。どれも大変参考になりました。また，講義開始時に，本時の内容と関連付けたオープ

ンな問い（答えが定まらない問い）が出題されているのが興味深かったです。私の周りに

座っていました受講生も，適当に答えるのではなく，「青年期っていつだっけ？何が重要だ

っけ？アイデンティティ？」と，問いにある単語から発展してきちんと思考しながら答え
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ていたので，素晴らしいなと思いました。私が見学させていただいたのは 11 回目ですので，

それまでに，問いへの答え方や思考の仕方などもきちんと教えられていたのではないかと

推察します。先生の講義を通して，受講生が成長している様子がうかがえました。  
 
 
２．お気づきの点やご提案、ご感想などをご記入ください。  
・遅刻者が 10 名おりましたが、どのように把握をされているのかが大講義室なので気にな

りました。（同じ場所に座らせていらっしゃいましたので、一番 後に把握をする流れかと

思いますが…）  
 
・PPT をデジカメや写メで撮るのは良いのか悪いのか…今の時代、企業に入ってもホワイト

ボードの議論を撮影して保存したりするので良いかなとも思いますが、判断が分かりかね

ました。  
 
・寝ている学生が 1 割おりましたので、途中で一度注意を入れても良いかなと思います。（1
限なので、1 日の始まりですし頑張って欲しいです）  

 
・非常に面白い授業で、私自身勉強になりました。今流行しているものやその作用などの説

明もありましたので。  
 
・この授業はとてもよく構成されていると思うので、この授業が持っている固有の問題では

ないのですが、よく構成された講義でもディスカッションに消極的じゃない受講生はいる

のだなという印象を持ちました。消極的な学生はしょうがないとして、ディスカッション

のときその学生とペア（グループ）になる学生はちょっと気の毒だなと思いました。  
 
・お考えいただきたいこと  
スライドのめくり、話す速さが少し早いかな、という気もします。スライドは後で配布さ

れているようなのですが、その場でメモを取っている学生もいたので、スライドとスライ

ドの間に一呼吸入れるだけでも、時間の余裕が感じられる気がします。  
3 グループありましたが、それぞれの少し話し合いの活性化の度合い（≒参加者のコミッ

トの度合い）が異なっていた気がします。それも○○と考えればそのままでもよいでしょ

うし、活性化が均質になるように介入する方法もあると思います。今後、人数が増えた時

に、活性化の度合いの差が大きくなると思いますので、どのような対処方法を取るか、考

える必要はあるかと思いました。  
アクティブラーニングの欠点ともいえると思いますが、1 コマでの内容の消化率が下がっ

てしまっているようなので、他の科目と学ぶ内容の把握や調整が必要になるかもしれない

ですね。  
 

・心理の学生なのに、出席率が低いことが気になった。出講以前の問題であると感じられた。

○○の授業の特徴を考えると、やはり 40 名近くは難しいと感じた。  
本学の情報処理基礎Ⅰとの連携を図る必要があると思った。  
 

・○○は、発表内容（主題）によって、スライド内容（作成）が異なるため、網羅的なスラ

イドを指導するのは大変だと思った。また、フィードバックに際して、教員側が発表内容

に関する下調べが重要だと感じた（これに関しても企業向け・教育向けで異なるので大変

だと感じます）。  
 
・プレゼンの発表内容が、意外とキャリア（ライフ）デザインに関するものが多かった。こ

れらに関しては、行政の取り組みなどもあるので、参考になると感じた。  
 
・個人的に○○の話をもっと聞きたかったです。また○○に行きたくなりました。  
 
・講義内容・仕方ではなく，受講生の様子で気づいた点を書かせていただきます。先生の講
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義の受講生は，私の講義の受講生とも重なります。私の講義の受講生の中に，資料に字が

多いと，「うわ。字が多い。無理」と言って，そこから活動をしない受講生がおります。ど

れくらいで「字が多い」となるかというと，教科書は自分で読めない程度です。そのレベ

ルから考えると，先生の資料も「字が多い」となるのだろうと思いますし，実際，ちゃん

と見ていないようでしたし，資料に「講義で話された大切なこと」をメモするという行為

にはとても至らない気がしました。他にも似たような受講生はいるように思いますので，

一つの講義でどうこうではなく，大学全体で書いたり読んだりすることの指導も必要なの

かなと感じました。  
 
・講義内容・仕方ではなく，受講生の様子で気づいた点を書かせていただきます。私が見学

させていただいた講義では，受講生に偏差値を求めさせる場面があったのですが，平方根

がわからない者，もしかしたら平均の理解も怪しい者が見られました。私の講義の受講生

にも，割合がわからない者がいましたので，本学の学生全体として算数・数学的な知識レ

ベルは高くないかもしれないと思います。そんなに高いものを求める必要はないとは思い

ますが，小学校教員を目指す学生もいるはずなので小学校レベルの算数くらいは 低でも

理解していてほしいなと思います。どの授業で学習させるかというのは問題ですが……。

・PC スキルに関する学生の実態を把握することが重要と感じた。また、本学のプレゼンテ

ーションⅠ、Ⅱとの連携を図る必要があると思った。  
 
・自分自身、教室の環境や学生の把握に努めなければならないことに気づいた。授業参観は

大変良い機会となりましたので、ぜひ、今後も続けていただきたいと思いました。  
 
・大講義室ならではの問題が見られました。私語の問題や居眠りなど・・・。これらは単純

に注意すればよいという問題ではなさそうです。学生の隣にわざと座ってみたのですが、

「あんた誰？」という顔で平然と居眠りを始めるような始末でした。  
 
・「まとめ」の部分に、授業の PPT を書き写して済ませている学生がおり、もったいないな

と思いました。PPT の写しが OK かどうか分かり兼ねてしまいましたので、もし NG だと

したら学生自身に FB が必要かと思いました。  
 
・講義内容・仕方ではなく，受講生の様子で気づいた点を書かせていただきます。スライド

に映し出された内容を書き写す際に「何が書かれているか。大切な情報は何か」を見てと

って意味を理解して書き始めるのではなく，「頭から順に全て書く」という機械的な作業に

なってしまっている受講生が見られました。せっかくの講義時間なので，手作業ではなく，

ここで意味を理解できるといいのに，もったいないなと感じました。さらに，全く書き写

す様子を見せない受講生もいて，そうした受講生が何を考えているのか，テストはどうな

るのかということが気になりました。  
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表 2．2011 年度秋学期授業参観シートまとめ  

こども心理学部  

 
１．参考になったこと、ご自分の授業で生かしたいと思ったことなどをご記入ください。  
また、その理由も教えてください。  
 
・実験関係の授業や統計法の授業との関連をご説明されており、学生にとって、この授業が

単発ではなく他の授業と繋がっているという認識を持つことが出来ていることは非常に

良いと思いました。  
 
・学生が自分自身の実験結果を踏まえて、教科書を元にまとめる作業は、一見簡単そうで難

しい作業だと思いますが、それを真剣に取り組んでいるので、その学びは彼ら自身のもの

になると思いました（もちろん取り組まない学生は必ずいると思いますが…）。  
 
・授業開始時の環境整備が非常に上手く参考になりました。荷物はもちろん、静かにするま

で挨拶はしないなど徹底しているところがとても良いと思いました。  
 
・大きな声でハキハキと説明しており、学生も非常に聞きやすかったと思います。  
 
・グループディスカッション中に巡回し適宜学生にアドバイスを与えたり、発表時に学生か

ら質問が出ない時には担当教員から質問を与えるなど、簡単には終わらない環境作りは必

要だと実感しました。  
 
・グループディスカッションをさせている時と、話を聞く時の学生の姿勢を整えさせるタイ

ミングが非常によく、また学生もそのやり方に慣れているようで、今までの数回の授業の

成果が表れていると感じました。  
 
・話を聞かない学生に対する指導のタイミングが非常に良かったです。その場でただ注意す

るのではなく、学生自身は自分達のことを言われていることも気づくくらい、一度静かに

させた状態でしっかりと指導をされていたのが素晴らしいと思いました。  
 
・木陰療法というものを初めて知って参考になりました。・バウムを２回書いてもらうとい

うのがとてもよいと思いました。「変化」を見る、その「変化」のイベントも学生たちに

考えさせるのはとてもよいと思いました。  
 
・リラックスした雰囲気の中から、学生をひきつけ集中させるのは見事でした。  
 
・学生が書いた指導案を丁寧に赤で添削していたこと。またよくほめていたことも見習いた

いです。グループで活動させることで学生の能力差を補えてよい。➀グループワークを行

っており、各学生に考える時間を保障していたこと。②各学生に発表の機会を設けていた

こと。③学生の発表を褒めて、意義付けをされていたこと。  
 
・前回のふり返りを十分になさっていたので、授業の内容の連続性が確認できてとても良い

と思いました。また、今日の授業で扱う内容の一覧（今日の予定）のスライドをふり返り

の後に示されたので、聞いている方は切り替えができて良いと思いました。参考にさせて

いただきたいです。  
 
・学生に教科書の各章を発表させるのは、とてもよい方法ですね。当日学生が発表できる状

態に持っていくのが、さぞかし大変なのではないでしょうか？  授業当日までに配布資料
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を準備するといった準備も先生がご指導されているのでしょうか？  一年生のうちから、

大教室でプレゼンテーションをする経験を積むというのは、学生にとってもよい経験にな

ることでしょう。私もぜひ参考にしたいです。  
 
・バスケットボールを指導されていた。丁寧な説明と親身な実技指導のように思われた。拙

担当授業でも生かしたいと思った。  
 
・学生のできていないところを明確に指摘し、どうしたら良いか一人ひとりに答えていたと

ころがとても素晴らしかったです。また前回よりできるようになっていることは褒めるな

ど、細かく学生を見ている姿勢を見習いたいと思いました。  
 
・毎回ゲストを呼んで、その方から発表および先生との対談、その後質疑応答という形で進

めている授業で、生の社会人からいろいろな話が聞けるのでとても刺激がありました。特

別ゲストを呼ぶなどは自分の授業でも挑戦してみたいと思いました。  
 
・前週のプリントを置いておくことで、欠席した学生も内容に取り組みやすいように感じま

した。  
 
・実験の授業なので、チーム内で積極的に進めている様子が印象的でした。また、分からな

いチームには、先生が個別に対応もされていました。  
 
・ちょうど、課題を出してそれを書かせる小テストのところでしたが、全員が真剣に取り組

んで書いていました。やはり、学生が興味を持ち、考えて書くというような作業をさせる

ことが、彼らを真剣にさせる一つの重要な要件であるという印象を強く持ちました。  
 
・前回提出されたテストについて、問題を黒字で、模範解答を赤字で印刷されたものが配布

されており、カラー印刷でわかりやすかった。また、模範解答についても丁寧に細かい部

分まで解説されていたことで心理統計という難しい学問をわかりやすく解説されていた。

コミュニケーションシートにて、毎回の授業の振り返りとそれに対する返信がされてお

り、大変参考になりました。  
 
・学生が理解しにくいポイントやつまづきやすいポイントをしっかり指摘している  
 
・先生が実際に体験されたお話や他の家族から相談を受けたお話など、具体的で現実味のあ

るお話をされていて、学生も興味をもって聞いていた。学生の集中力を保つために、教科

書から少し離れた話を入れることも必要だと感じた。  
 
・小学校６年生社会の模擬授業発表（1 人 30 分）を参観させて頂いた。A さんの模擬授業

発表は「ブラジルの人びとのくらし」という単元で、テキストの短い読み合わせによる導

入、次に展開は説明を聞きながら、また、質問を受けながらワークシートに書き込みをす

るという内容、終結は、 終質問を受けながら、次時の課題、そして「環境破壊が問われ

ている」というまとめがなされた。非常にシンプルな模擬授業で、わかりやすい説明、わ

かりやすい教材（１人でできる等）、何をどれだけどのように等が明確になっているもの

であった。児童役としての先生の適切な質問が、他の児童役の学生の気持ちをいい方に誘

い、「授業の楽しさ」も体現された内容であった。この模擬授業は、事前の授業で実際の

６年生社会の教科書や学習指導要領の学びを踏まえて、学生の授業研究や教材作りがなさ

れたことが伺えた。  
 
・今回の参観で、大変参考になったことは、学生にわかりやすい授業をする、そのために、

実際の教科書、学習指導要領などの必要 低限のものを効果的に用いておられることであ

った。その結果、模擬授業も上記のように「わかりやすい授業」になったと思われるが、

この「できるだけわかりやすい」というスタイルで私の授業を再度振り返るようにしたい

と痛感した。次に、担当の先生が、学生のどの発言も上手に取りあげて（ユーモアを交え
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て）、学生に「不必要なイヤな思い」をさせないようにされている点である。私の場合は、

ともすれば、「何々しなさい」「何々でなければならい」といったスタイルになりがちであ

るが、その点からも私の授業スタイルを見直したいと思う。  
 
・本時は質問紙調査法の復習と検査法の導入であったが、異なる研究方法を同じ「創造性」

を題材としているので、テクニカルな心理学研究法だけでなく、心理学の研究テーマの取

り組みについても参考になる授業であった。  
 
・（授業では、以下の様子がみられた。）授業の目的や目標が明確に説明されていた。授業は

よく準備されていた（資料・教材・環境設定・指導計画等）。授業に対する教員の熱意が

感じられた。  説明は明確でわかりやすいものだった。授業は学生の理解度に配慮した形

で進められていた。学生は授業に積極的に参加していた。  
 
 
２．お気づきの点やご提案、ご感想などをご記入ください。  
 
・メモを取る時間が十分で、また学生のつぶやきも拾いながらの授業で、学生との呼吸が合

った授業、学生の意識やリズムを大切にされた授業でした。参観しながら、集中しつつも

意欲的に講義を受けることができました。  
 
・講義と演習のバランスがよくて、理論的なことと現場での子どもとの対応を結びつけて考

え理解することができる授業だと感じられました。  
 
・とても興味深い内容で、具体例も多く交えられて分かりやすかったです。  
 
・スクリーンに映し出された表の資料が見えづらいのが残念でした。  
 
・始業のチャイム時の学習準備や寝てしまう学生などへの個別の指導等は、もう少しばかり

けじめがつけられるとよいかとも感じました。それも先生の包容力でゆったりとした流れ

で進められている長所でもあるとも思いましたが、保育･教育現場においてはけじめにつ

いても考慮してバランス取っていくことも大切であろうと思います。  
 
・  授業の一部しか拝見できなかったので、全体構成も学びたかった。  
 
・学生の授業態度が非常に悪く驚いた。机の上にカバンが置いてあり、多くの学生が携帯を

出していた。中にはマンガが机の上に乗っている学生や化粧を直す学生もいた。全体的に

私語が多く、先生の説明が聞きとりにくかった。大教室だが、受講学生の数はそれほど多

くなく、教室の前の方は空席が目立つ。前の方に座っている学生はきちんとした態度で受

講しているが、後ろの方は大きな笑い声が聞こえるほどしゃべっていたり、寝ていたりす

る学生ばかりであった。遅刻をしてくる学生もいたが、悪びれる様子もなく、動土井言う

また、次回の試験はテキストのみ持ちこみ可だそうだが、ほとんどの学生が教科書をもっ

ておらず、何の授業をしているのから分かっていないのではないかと不安になった。先生

は、時々注意をしてくれているが、後ろの席で注意が行きとどかない為、学生にはあまり

響いていない様子だった。前の方で真面目に授業を受けている学生から、他の学生の授業

態度について不満の声も上がっている。  
 
・せっかく、丁寧でわかりやすい授業なのに、おしゃべりをしている学生や居眠りをしてい

る学生がいた。統計を落とすと、二年次以降の履修科目が制約されるので、学生さんはも

っと必死に授業に取り組まないと、次年度後悔することになることを忘れているようだ。

 
・教員が、やはり、しっかりと学生をコントロールすることをしないと真剣な授業はできな

いのだということを改めて感じました。それは、マネジメントを強めるとともに、学生が

真剣に取り組める、興味のある課題を与え、考えさせることができるという意味でもある
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とおもいます。  
 
・学生が興味ありそうな恋愛の話などを上手に盛り込みながら説明をしていたので、集中力

切らさずに学生も聴いていました。学生の興味を引き出しながら、授業展開をしていくこ

とが大切だなと感じたので、私も工夫していきたいです。  
 
・ピアノの試験を見学しに行きました。例年より学生の出来が良く、毎年「お前もできない

なら俺もできなくていっか！」というような感じで足を引っ張り合う学生たちが出てくる

ものですが、今年はみんなで高め合おうという意識があると、担当の先生もおっしゃって

いました。特に男子学生が頑張っていました。またＴＡの方が２名ほどいらっしゃったの

で、学生の要望や質問に小まめに答えることができている様子でした。  
 
・学生からとても信頼されていた。本学らしい様子であった。  
 
・私の担当授業の分野と重なっている部分がありました。たとえば、○○や××などは、私

の授業でも取り上げていますので、私自身も参観させていただき勉強になりました。  
 
・実技をどのように知識と結びつけていくかという授業の工夫がされており、とても参考に

なりました。  
 
・1 年生の授業なのに 2 年生が予想以上に多く受講しているのに驚きました。2 年生は昨年

不合格だった授業なのだから、もう少し真剣に聞いてほしいと思いました。後ろの席では

携帯電話をいじっていたり、化粧道具を広げてメイクをする 1 年生などもいました。参観

当日は作業のない授業だったためかもしれません。スライドは見やすかったですし、先生

の声もよく聞こえていました。  
 
・体育館のマットやとび箱が中学校仕様であると思った。今後、小学校課程を学ぶ学生が増

えてくるのであれば、学習させやすい工夫がされたマットやとび箱があるので、それが必

要だと思った。  
 
・学生の個性をつかみながら対応している様子がうかがえました。また指導案の指導の仕方

が教科によって結構違うこともわかり参考になりました。声が大きくてとてもよく聞きや

すかったです。  
 
・マイクの音量が少し大きかったかなと思いました。ディスカッションをするのであれば、

もう少しグループごとに席を離した方が良いと思います。せっかく良い話し合いが行われ

ているグループもある中で、隣のグループの笑い声などにつられて見てしまっている学生

が何名かおりました。友人同士だと違うグループでも近くの人が気になりますので、せっ

かくのスペースをもう少し有効活用してみたら良いのではないでしょうか。  
 
・本日は見学させて頂き誠にありがとうございました。途中で退出してしまいましたが、授

業の特徴上、話を聞く場面と作業をする場面とがあり、学生にとっては非常に学びやすい

ものであると感じました。あとは元々やる気のない学生のモチベーションの上げ方や、昼

食後の授業（眠くなる学生が多い）が課題だと思いますが、それは皆さん共通だと思いま

すので、ぜひ情報共有をしながら良い方向に持っていければと思います。  
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モチベーション行動科学部  

 
１．参考になったこと、ご自分の授業で生かしたいと思ったことなどをご記入ください。ま

た、その理由も教えてください。  
 
・少人数（8 人、この日は 2 名欠席なので 6 名）の授業ですが、各自が調べて発表する日に

初の 25 分だけ参観させていただきました。  
 
・選択科目ということもあり、プレゼンを聞く側もまじめに（寝ずに）聞いていたので、人

数が少ない授業の際には、「自主学習」をさせてプレゼンさせる方法を混ぜるとピリッと

するように思いました。  
 
・また、プレゼン後の先生の補足の仕方が、「解説」という一方的な感じではなく、学生に

話しかける「対話」型の雰囲気が良かったです。  
 
・公開授業ではありませんでしたが、授業参観させて頂きました。演習開始時に、各学生の

現在の状況を報告させており（学業面に限らず）、学生の状況把握に良いと感じました。

個別に状況確認を行うよりも、学生同士も情報が共有され良いと感じました。学生との関

係性によるものだと思いました。  
 
・パワーポイントの工夫がなされていて、わかりやすく初学者に対して優しい講義だとお思

います。大講義室での授業であるので難しさもあるとは思いますが、授業中の学生に対す

る注意の与え方、そのタイミングも参考になりました。授業内容もよくまとめらえていて、

とても参考なりました。  
 
・体調がすぐれない中での講義、ご苦労様です。ご自身の体調に応じた講義内容の調節は参

考になりました。ついつい、私も体調がすぐれない時に無理に授業を進めようとして、結

果、伝えたいことも十分伝えられず後悔したことがありました。モチベの科目で少人数で

あるということ、ワークを中心とした進め方であったことなど、大人数の講義とは異なっ

た授業構成をみることができたことは勉強になりました。  
 
・グループワークのさせ方が非常に上手で，参考にさせていただきたいと思いました。具体

的には，まず，「一人で考える→グループ内で各々自分の考えを述べる→それを基に皆で

考える→グループの考えを発表し合う」という手順を決めていること。この手順により，

必ず全員がグループワークに参加することになります。ややもすれば手抜きをする学生も

出がちなグループワークですが，そうした問題を上手く回避していると思いました。また，

各手順の時間を 1 分単位で細かく指定して，しっかり測定したいたことも良いと感じまし

た。学生に緊張感が出て，無駄に時間を使うことがなかったように思います。  
 
・1 回の授業の中に 3 つ程度の内容が入っていて，展開がわかりやすいと感じました。また，

人口構造の変化や若者の就労状況などの興味を引くデータが示されたり，多様な意見が出

るような問い（「あなたはフリーターを肯定するか」など）が出されたりするので，学生

が進んで考え，意見を述べる様子が見られました。私の授業でも何かできないか，参考に

させていただきたいと思いました。さらに，講義内で出された問いに対する答えを発表さ

せた際には，ある方向に偏った意見（「女性ならフリーターでもニートでもよい」など）

が出ると，それに対して他の人はどう思うか意見を求めるなど，先生が上手く場をコーデ

ィネートして，クラス全体の考えを深めていったのが印象的でした。  
 



27 
 

 
・商業施設によって発展した地域についての発表の展開。  
 ⇒宿題を出して考えさせることで、授業内容に興味を持たせ、理解を深めていた。  
 ⇒宿題で事例研究のような課題を出すことで、一週間授業内容を考えることになるため、

より理解が深まると感じた。  
教科書にない事例紹介  

 ⇒テキストでは分からない、身近な例を取り上げることで、親近感がわき、理解がしやす

いと感じた。  
 ⇒より興味を持つ話題を授業内で展開することで、授業に引き込まれる学生の様子を感じ

た。  
 
・学生に積極的に声掛けをし、ディスカッションをリードしていた。考えさせる投げかけ、

ファシリテーションの技術を自分の授業で生かしたいと思いました。  
 
・語り口のスピードが適度にゆったりしており、そこが も見習いたいと思った。  
 
・映像資料（TV 番組）の適切な使用により、授業にメリハリをつけようという意図がある

と感じた。復習ワークを学生はかなりまじめに取り組んでおり、ふだんから授業のなかで

ワークを行わせ定着させているのではないかと感じた。授業のスタイルを徹底させること

は、大切だと思う。  
 
・実験結果を基に母子愛着関係の理論を解説する内容でした。難しい言葉や込み入った実験

方法が出てきましたが、平易な言葉に置き換えて説明しておられたので、分かりやすく、

私自身が「学んだ」という実感を持ちました。問答形式で学生の反応を見ながら終始和や

かに授業が進められていました。途中で映像を数分入れるやり方も、飽きさせずに引き付

ける方法だと思いました。  
 
・内発的動機づけと外発的動機づけについて取り上げられていました。それを自分たちの学

びにどのように活用できるかということを考えさせる身近なテーマで、学生たちも関心を

寄せていました。話し合いや発表、問答等がふんだんにちりばめられて、飽きのこない展

開でした。周到に準備なさっていることに感心しました。  
 
・学生がテキストの内容で問題を作り、それを学生同士で解いていき、授業者が解説してま

とめるというやり方の授業でした。一方的な教え込みでなく、学生に学んだという実感を

持たせるのに良い方法だと思いました。また、学生のペースを認めて待つことが大切だと

気付かされました。  
 
 
２．お気づきの点やご提案、ご感想などをご記入ください。  
 
・発表を聞いている間、メモを取らない学生が何をしているのか、気になりました。かとい

って別のことをしている様子も、寝ている様子もありませんでしたので、一生懸命「聞いて

いる」のでしょうか。  
 
・やはり、学生の聴く態度ができていないのが残念です。こども心理学部の大きな課題かも

しれませんが、大講義室での大人数での授業の進め方について教員同士で研究をしていくこ

とが必要かもしれません。  
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・先生の講義に限ったことではないのですが……。やはり，学生は自分で作業をしたり，先

生が具体的な話をしているときには，生き生きとしているのに，先生の話がやや専門的に

なると，とたんに眠そうになると感じました。具体例は，一般的な理論に支えられてこそ，

応用可能性が広がると思うのですが，なかなか難しいものですね。眠気への対処……とは

ならないかもしれませんが，少しノートを取らせてもよいのではないかと思いました。そ

うすると，ちょっと集中して話を聞くようになるのでは……と。ただ，自発的に良いノー

トが作れる学生は少なさそうですので，どのような形でノートを取らせるかは難しそうで

す。私自身もいろいろと考えてみたいと思いました。勉強になりました。  
 
・先生の講義に限ったことではないのですが……。私語が目立つときがあると感じました。

もちろん，講義中ずっとというわけではなくて，話し合いの前後になります。「話し合っ

てみて」と言われたとたん，関係のない話を始めるとか，話し合いはきちんとするものの，

終わった後で，他のグループの話し合いを待っている間におしゃべりを始め，意見を言い

合ったり先生のお話を聞いたりする時間になっても，すぐにはやめられないとか。学生が

節度ある行動がとれるようになるといいと思いました。  
 
・少人数のため、学生それぞれの意見を聞きながら授業が展開されていた。学生に考え、話

をさせることで、理解が深まる様子を感じたため、授業内でアウトプットする場面を多く

していきたいと感じた。  
 
・履修者が 4 人ということもあり、一人一人に目をかけられることは、大教室の講義と違い、

利点であると感じた。  
 
・学生が帽子をかぶって受講していたので、全授業において授業を受ける態度を統一できる

と良いと思いました。  
 
・1 限ということも特に作用しているのかもしれないが、寝ている学生が数名見受けられた。

ただ 70～80 人いる学生のなかで私語はさほど目立たず、学生の統率じたいは割合うまく

いっているのはないかという印象だったのでそのコツはうかがいたいと思った。  
 
・和やかな雰囲気の授業でした。学生が安心できる雰囲気を教員がつくることはとても大事

だと改めて思いました。ありがとうございました。  
 
・言葉が明瞭で聞き取りやすく、終始和やかな雰囲気でした。  
 
・学生に準備させるのに苦労なさるのではないかと思います。でも、学生に出番をつくるの

は大事なことだと思います。  
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３）授業改善アンケート 

 

１．実施概要 

これまで学期終了時に、「授業評価アンケート」と同時で行われてきた記述式アンケー

トについて実施時期の見直しを行った。春学期・秋学期とも以下の時期、内容で実施した。

各教員の授業改善のための材料として有効な利用を考え、FD 委員会への提出は求めなか

った。 

 

実施時期： 

春学期 平成 24 年 6 月 4 日(月)～平成 24 年 6 月 15 日(金) 

秋学期 平成 23 年 11 月 19 日（月）～平成 23 年 11 月 30 日（金）  

内容： 

・アンケート用紙は事前に各授業の履修者人数分メールボックスに配布する。 

・回収後のアンケートは各自で確認・保管し、今後の授業に活かす。 

FD 委員会への提出の必要はない。 

 

２．今後の課題 

 「授業改善アンケート」は教員自身の授業改善を目的として実施されているため、各教

員からその内容について報告書の提出または意見聴取の機会を作ることは行っていない。

ここでは FD 委員会の議論の過程で示された意見等についてのまとめを記すにとどめる。 

実施時期については、学生の意見を直接聴取することにより授業後半に向けて授業改善

の効果的な情報を入手することができるなど、おおむね有効だったという感想を持ってい

る。ただ授業内容や教授方針により、学生の要望をそのまま受容することはできないとい

う意見も上がった。学生からの要望を受け取った上で、教授方針についての再提示を行い、

学生の要望にそって教員が変わるべきところと変わらざるべきところの両者が必要だろう

という意見も上がっている。これらの意見を踏まえ、平成 25 年度についても学期中間時

期での授業改善アンケート実施を目指している。 

実施に際して、次の課題が挙げられた。紙媒体での実施は作業量の問題、コスト面で考

慮されるべき内容などの費用対効果についての課題である。これらの課題については、コ

ルズを用いて実施した教員からの助言があり、十分な活用が出来るというものだった。ま

た、アンケートの回収に際してより有効な学生からの意見を聴取するための努力について

も示された。これらを踏まえ、多様な意見聴取方法の活用を検討していく。 
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４）今後に向けて 

今年度は、授業参観、授業改善アンケートを実施した。前年度から実施時期や方法など、

変更点があるが、その変更点が有効だったかどうか、意見聴取をすることができなかった。

また、アンケートの実施方法についても、授業終了後の実施よりも授業開始前の実施の方

が有効であるとの意見も示された。次年度については、FD 委員会内で得られた意見を踏

まえ、授業参観、授業改善アンケートを実施し、その後、活動そのものへの意見聴取を行

う予定にしている。また、コルズを活用した授業改善アンケート実施の準備も進めていく。 


