
学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 はい 11

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された どちらともいえない

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

成績は、優が４４%、良が３３％、可が２２%であった。可の者もいたが、大方はまずまずの結果であった。到達度自己評価では、ほとんどの項目が
３．５で、「事象を理解する視点や考え方を得ることができた」は３．８だった。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

本科目は、総合人間科目の一つで、DP1,３、４に係わる位置付けがなされている。上述の到達度自己評価からすると、一応は内容的妥当性があったと
思われるが、学習量の評価で、「授業の課題以外に学習に取り組」んだ者の少なさからすると、意欲関心にかかわる点では、不十分さが見られた。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

受講動機では、「単位数を確保する」を挙げた者が６５％と大半であり、「関心ある内容である」を挙げた者は、少数であった。必ずしも積極的な受
講姿勢を期待できる状況ではない中、高校世界史の履修を前提に、ヨーロッパ世界の過去と現在のつながりを絶えず具体的に指摘しながら、授業に関
心が持てるようにした。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

栁澤　伸一

科目名

西洋の歴史と文化

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 高校までの世界史の履修を前提に、講義を通してヨーロッパ史について新しい知見を与えることは出来たと思うが、アクティブラーニングを促す工夫
では改善の余地がある。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

授業は、教科書を使い、毎回、テーマに沿ってレジュメ１枚と関連資料数枚を配布し、基本的に講義形式で進めた。資料の作成に当たっては、最新の
新聞記事も使い、過去と現在の関連が捉えられるように心がけた。講義を踏まえて、ヨーロッパ世界とビザンツ世界との構造比較に関して、また、
キーワードの説明に関してレポートを課したことは、授業への理解を深める上で有益であった。しかし、予習・復習に関しては、学生任せにしたきら
いがあり、３０分以上の予習・復習をした回数は全員が２，３回以下にとどまり、教員には課題を具体的に与える姿勢が求められた。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 いいえ 14

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　最終的な成績の平均値は８８点であり、再試対象は０名であった。全員が理想的レベルに達したと思われる。
　目標別に見ると、知識理解に関しては１００％、意欲関心に関する問題は１００％、態度１００％であった。それぞれの目標がやや達成されたこと
を示している。
　学生による授業評価においては、知識理解、意欲関心、態度の観点での自己評価に差がないことが示された。
　図書館、インターネットの利用に関しては、それぞれ、１１％で、図書館とインターネットの利用については、さらに指導することを考えている。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①ＤＰ、行動目標からみての内容的妥当性
　　成績評価から知識理解、意慾関心、態度に関する達成度がある程度のレベルに達していることが示されているし、内容的には妥当であったと考え
る。
②ＣＰ、カリキュラムマップ上の位置づけからみての内容的妥当性
　本科目は「アジアの歴史と文化」であるが、英語学科の学生にとっては「海外研修」をつなぐ要の位置にある。学生も一定の成績を収めていること
から、内容的には妥当であると考える。
③まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

１．受講動機をみると「単位数を確保する」５５．６％、「関心のある内容である」５５．６％となっております。学生の関心を引き出し、もっと多
くの学生に履修してもらえるように、シラバスの作成に工夫する必要があると思われる。
②最初の授業にシラバス内容の確認や学生との意見交換を行った。
③演習の７回目にレポートを提出してもらい、学習状況と学生の意欲・能力を確認するようにした。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

劉　明

科目名

アジアの歴史と文化

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　本科目は「アジアの歴史と文化」であるが、英語学科の学生にとっては「海外研修」をつなぐ要の位置にあるから、学生がもっと積極的に参加する
機会・環境づくりを図りたい。
　また、学生の知識理解、意慾関心、態度を高めるために、授業中に話し合う、発表を行う時間を増やすようにしたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

授業の質評価において、評価が良かったが、「何らかの形で学生の質問を受け付け、それに答える機会が作られていた」という質評価の平均値（点）
は、昨年度より高い、４．０となっている。次年度に向けては、学生の質問を受け付け、それに答える機会をもっと作っていきたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 いいえ 37

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

× × × × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①受講者には、夏休み明けと後期末における体力測定および体組成（体脂肪量等）の測定を行ない、実体験した運動量と、自己の身体組成や健康度と
の関係が把握できるようにした。
② 各受講者は、自己の体格に合わせた最適運動量を算定し、各自にカロリーカウンターを貸し出し装着させ、毎時間の自己の運動量を記録し把握さ
せ、運動意欲を喚起した。
③ １および２について毎時間記録と評価を行い、期末でそれらをまとめて実習期間全体の自己評価を行わせ、健康度と運動量、体組成の変容と運動
量、身体運動能力の開発の程度と運動量の関係が理解できるように努めた。
④健康科学実習Ⅱでは、職場や地域で行われている個人またはペア種目であるラケットスポーツを導入した。
　自己の技能到達度の把握とそれに基づく技能獲得目標の設定、ルールや競技器具の正しい使い方と物理的性質の把握による種目の理解、ペア同士の
個人的理解に基づく勝利を目指した積極的チームワークの形成を促した。その結果、参加態度は積極的行動に変わったと思われる。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

八木　康夫

科目名

健康科学実習Ⅱ

該当に○

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

①32名が受講し、最終的な成績の平均値は80点であり，再試対象は0名で履修放棄4名あった。全員が標準的レベルに達したと考える。理想的レベル
（概ね80点以上として試験を作成）に達したものは18名と，欠席する者少なく全員が積極的に受講していたと考える。37%の学生が資格取得を目的と
し、目的は様々である。
②目標に関して以下のように思った人数は、アンケート30名中30名中、達成した30名、知識の取得30名、理解思考力アップ29名、課題解決できた29
名、判断力獲得30名、意欲向上30名、技術獲得30名、コミュニケーション力獲得29名、職業倫理行動規範学習30名、職業選択の参考27名と非常に様々
な学習効果があったと考える。
③授業の質を以下のように思った学生数は、回答者30名中、評価基準明確28名、学習課題明確29名、分かりやすい説明30名、学生の意見交換発表の場
あり28名、質疑応答の場あり27名と答えており、ほぼ質的によい状況と考える。
④学習量では30名中、全く予習しなかった者20名、復習しなかった者22名、記録をしなかった者15名、授業以外の学習なし24名と、普段の生活での身
体活動遂行には至っていないと思われる。
⑤授業の情報利用に関して回答者30名中、シラバスを参考にした者は15名、授業計画を立てた者18名、シラバスで受講18名中10名、教員の説明で受講
は18名中8名で、半数がシラバスを参考にし、加えて教員の説明も重要と考える。
⑥授業に関連した図書館の利用者（30名中）は4名、データベース利用4名、インターネット検索5名であった。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①ＣＰ，カリキュラムマップ上の位置づけからみての内容的妥当性
　本科目は「総合人間科目」であるが，必須科目に位置付けられ、初年度教育における友達つくりやストレス解放、健康つくりに最適である。また、
管理栄養士として運動の原理原則を実体験し確認する場として有用である。学生は積極的であり一定の成績を収めていることから，内容的には妥当で
あると考える。
②ＤＰ，行動目標からみての内容的妥当性
　成績評価から思考判断に関する達成度が比較的髙く，カロリーカウンター装着による目標運動量の達成意欲、試合数と勝利数の記載、体力体型の縦
断測定比較考察は方法的に成功しており、妥当性は高い。
③まとめ
　以上から，内容的妥当性には問題はないと思われる。



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 授業目標への達成を受講者が評価しているが、さらなる学生の積極的な参加態度を産みだし、健康作りのための授業以外の運動習慣を促し、生涯ス
ポーツを持てるような動機付けができるようにさらに改善したい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

試合毎に、試合の内容の反省、チーム員の役割の適切さ、勝つための役割などについて短時間で話し合い、チームとして記録用紙にまとめた。その繰
り返しは積極的な参加態度、リーダーシップを産み出し、集団の中の自分の役割を意識するよう促した。更に状況によっての言葉かけのタイミングを
検討したい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 いいえ 45

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

× × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

到達度の自己評価で、DPの10項目のそれぞれの平均点は3.3－3.5で、10項目のうち、6項目は。3.4以上であった。
学習量の評価で、授業の課題以外の学習については、「していない」が全員であったことが反省点である。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

本講義は、座学ではなく、コンピュータ実習であることから、授業の課題復習を自宅で行うことは一部の学生でしか行うことが
できず、その意味では、講義時間内で、課題の解答を完結させて、添付ファイルでメールで送付してもらうようにしている。
したがって、学習量の評価で、授業の課題以外の学習を全員がしなかったと回答していることは仕方ない。学生からの自由記述
に、「授業で十分と思ったから」とあるのは、その表れと考える。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

データベースを作成し、その中から検索条件に該当するものを検索・抽出する能力を習得させるために、データベースソフト
Microsoft Accessを用いて、テーブル、クエリ、フォーム、レポートの一連作業の基本を理解させる。また、Excess都の関連性
も理解させる。
受講動機の中で、単位数の確保が半数であったが、その他には、資格取得と内容の関心がそれぞれ４分の１であった。
この授業を受講することで、Microsoft Officeのメインの４つのアプリケーションソフト（Word, Excess, Power Point, Access)の
習得が完結し、資格取得の準備ができ、就職後の事務処理に大いに役立つ。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

岡本　正宏

科目名

情報科学演習Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 データベースの活用は、現在社会で非常に重要になっており、非常に普及率の高いEXCESSでは、十分に発揮できない。
本講義で用いている、データベースソフト「ACCESS」は、非常に有用で、学生の就職後に大いに役に立つものであるが、
普及率が高くないため、講義の時間内で、マスターさせるようにしている。
「説明は理解しやすい」が75％を越えたことは、授業の質評価として「中の上」であったと考える。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

授業の進め方については、コンピュータ実習であること、データベース構築に非常に便利で、将来、社会に出て活用範囲が
広いが、学生がほとんど知識がないデータベースソフトACCESSを用いていることから、講義以外の自宅学習を強いること
には無理がある。授業評価で、「説明は理解しやすい」の回答が、75 %であったことから、授業の進め方については、
問題がないと考える。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 はい 7

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ × × ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　定期試験の平均成績は６６．３８であった。
　到達度自己評価の全項目にわたり高い満足度が見られる。概論の授業として「2.知識を確認、修正したり、新たに得ることができた」の平均点が
「４．２」であることでわかるように所定の成果を得られたと思われる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①CP、カリキュラム上の位置付けからみての内容の妥当性
　「授業の質評価」での高い評価が示すように学習の範囲や課題を明確に提示し授業中の説明も明瞭に伝わるよう工夫をした。また当初の計画通り授
業を進めたため、学生たちの満足度が高かった。
②DP、行動目標からみての内容の妥当性
　予習や復習に時間を割くよりグループ発表での調べ物に力を入れるように指導した。シラバスに明記しているように「自発的な授業参加」を促し
た。
③まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題ないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　韓国の社会・文化全般にわたる概論としての授業であるため「現在の韓国」について取り上げた。学生の受講動機は「関心のある内容である」が最
も多く、グループ発表を重視する評価をしているため、毎講義のテーマについて自発的に調べるように誘導した。これによって韓国に対する知識を培
うことはもちろん、これから学生たちにあるであろうプレゼンテーション能力を養うことができたと思う。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

金　銀英

科目名

韓国の社会と文化

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　学生からの「到達度自己評価」や「授業の質評価」で高い評価が得られたことから学生たちも満足できる講義内容と思われる。これからも「現在の
韓国」への理解を深められるよう工夫を重ねていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　昨年度は授業の質評価において、「口頭、文書など、何らかの形で学生の質問を受け付け、それに答える機会が作られた」で3.2の評価を受けた。
観光文化学科と共同授業であるため七十人前後と大人数での講義のため学生一人一人に細やかな指導が不可能だったが、今年は三十人以下の授業だっ
たことにも助けられ「授業の質」全項目で高い評価を得られた。これからも続けたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 はい 36

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × ○ ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

どちらともいえない やや達成された どちらともいえない

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

試験の成績については、全体として高得点者が多く、上記の目標はほぼ達成できていると思われる。しかし、学生による授業評価によると、到達度自
己評価の全ての項目において、多くの学生が③の「まあまあそうだと思う」および④の「わりにそうだと思う」を選択しており、試験の成績とは別に
学生の授業内容の理解に努力が必要であると感じた。学習量の評価については、０時間と回答する学生が多いので、今後は授業時間内だけでなく授業
時間外学習をしなければならないよう工夫を施していきたい。さらに、授業時間外学習時間が少ないことと併せて、図書館やインターネットの活用に
ついても、利用していないと回答する学生がほとんどであったので、上と同様に今後の課題としたい。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

DP,CP,カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当性については、ほぼ問題ないと思われる。日本国憲法は基本的には、まずは
制度の内容や基礎理論の理解が重要であり、知識・理解の面が極めて重要であると考えられるためである。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

受講生が板書をノートにきちんと書き留めるように、あえて配布資料・プリント等の厳選した。そのため、毎回のように講義に出席し、説明を漏らさ
ずに聞いている学生と、講義中の説明等を聞いていなかったり、欠席が多い学生との間に、講義内容の理解に大きな差が生じたように感じた。以上に
より、学生の学習準備性については、講義の予習よりも毎回の授業の復習を行うという傾向が強いのではないかと推断する。受講動機については、多
くの学生が単位数の確保のためと回答しており、日本国憲法に興味を抱いて履修する学生が少ないので、今後は履修した上で日本国憲法に興味を持っ
てもらえるよう工夫を施していきたい。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

福田　達也

科目名

日本国憲法

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 上記４においても触れているが、学生の授業時間外学習をいかに確保するかが今後の最重要課題と認識している。適宜、課題を課す等、積極的に取り
組んで行きたい。やる気が出なかったとの自由記述もあったので、如何に学生に興味を持って学習に取り組んでもらえるか検討したい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

授業の進行方法については、現在のところは変更を検討していない。上記３においても触れているが、毎回授業の概要を示したプリントの配布をする
ことの意義については理解しているが、これにより授業の際の説明を不十分に聞いてしまう学生が発生するのではないかと危惧している。板書による
講義スタイルを採用しているが、板書だけでなく、説明を聞いていないければ内容の理解に至らないようには工夫している。受講生自身が、板書の文
字だけでなく、補足説明を聞きながらそれぞれのノートテイキングを行い、理解を深められるようさらなる工夫を考えたい。講義中における概要プリ
ントがない分、毎回の授業の説明をきちんと聞いておかなければならないという意識を学生に持ってもらえたらと考えている。現在のところは、試験
の全体的な成績を見てもわかるように、このスタイルである程度は理解が高まっているので、今後、全体的な成績がさがるようであれば、概要プリン
トの配布も検討していきたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 はい 8

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

最終的な成績の平均値は82.4点（±57.4点）であり，追試対象1名だった。1名を除き全員が標準的レベルに達し，理想的レベルの80点以上に達したの
は8人中4人（うちS評価2人，A評価2人，B評価3人）であった。
学習到達度の自己評価を目標別に見ると，「かなりそうだと思う」「わりにそうだと思う」「まあまあそうだと思う」と答えた割合は， DP1「知識・
理解」に関しては100%，DP3「意欲・関心」100%，DP5「技能・表現」91%という結果だった。
学習量の面では，1回30分程度以上の予習・復習を週に1回以上行ったのは93%であった。語学は毎日の積み重ねと自覚していたことが伺えた。
フランス語検定５級（学習時間50時間に相当）を勧めたところ，挑戦し合格した者が1名いた。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①CP、カリキュラムマップ上の位置づけからみての内容的妥当性
本科目はカリキュラムマップ上の「総合人間科学」の「国際社会と現代」であり，総合人間科学のCP「知識と教養を培い，総合的・分析的視点で問題
を捉える能力を伸ばす科目」という観点に相違なく，学生は一定の成績を収めていることから，内容として妥当であると考える。
②DP，行動目標からみての内容的妥当性
DPの観点では，全般的評価に当たる「自分なりの目標を達成した」の質問に「まあ達成できた」〜「大いに達成できた」と回答したのは100%であるこ
とから，内容として妥当であると考える。
③まとめ
以上から，内容的妥当性に問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

志望動機によれば最も多かったものが「関心のある内容である」100%であり，未知の語学であるフランス語に対する興味・関心・期待の高さが例年以
上に伺えた。その他の志望動機は「単位数を確保する」12.5%だった。本年度よりコミュニケーション・アプローチを念頭に置いた教科書を採用し，
班活動によってフランス語を構造の面から知的に理解することを重視した。質問や要望があれば自己評価シート（ポートフォリオ）に書き，次回授業
時に全員で共有するようにした。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

麻生　恵美

科目名

フランス語Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 総合人間科学のCPに合致する協同学習の結果，高い自己評価が得られ，一定の成績を残すことができた。協同学習によって個々がさまざまなエクササ
イズに主体的に取り組めた。今後も教員が一方的に「教える」のではなく，学生同士で「学び合う」授業スタイルを徹底させていくことが望ましい。
また志望動機の調査で表れた「関心の高さ」を，半期を通して，その先もいかに持続させていくかにも留意したい。そのために，フランス語を「遠い
言語」とせず，授業外でもっとフランス語に親しめるよう，魅力的なコンテンツを利用させるなど，教科書だけにとどまらない学習方法を提示してい
きたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

授業の質評価において，おおむねどの項目も評価は高かった（平均値は3.9から4.8）。「教え方がとてもわかりやすかった。フランス語は難しかった
が，よく理解することができた」「とても楽しかった。いろいろな面でフランスが体感できてよかった」等の意見が得られた。グループやペアで話し
合って答えを導く協同学習を主体とし，昨年度と比べさらに会話やコミュニケーションを重視した授業計画につとめたことが高評価につながったと推
測する。合間に挟んだフランスの音楽や映像視聴も好評だった。一方で，授業の課題以外に学習に取り組んだのは37%であった。身近な事柄を表現で
きるよう，日常的にフランス語を使ってみることが語学力向上のカギだという基本的な考え方をもっと広める必要があると感じた。来年度はより効果
的な教科書の選定を行い，自習に効果的な参考書やサイト，フランス語検定，フランスに関する図書の紹介に努めたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 いいえ 23

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

最終的な成績の平均値は81点であり、再試対象は0名であった。全員が標準レベルに達し、理想的なレベル(おおむね85点以上として試験を作成)に達
した学生は11名と、やく半数である。
　学生による到達度自己評価において、「知識を確認、修正したり、新たに得ることができたむの平均値は3.8で、中央値は4.0で、「コミュニケー
ション力や表現力を高めることができた」の平均値と中央値は共に4.0であったことからも、おおむね教育目標達成したと言える。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①ＣＰ、カリキュラムマップ上の位置付けからみての内容の妥当性
本科目は「総合人間科学」に属する選択科目である。英文学科の学生の受講動機は主に「関心のある内容である」であったので、中国語、日本語、英
語を比較しながら、授業を進めるように工夫し、学生も一定の成績を収めていることから、内容的に妥当であると考える。
②DP、行動目標から見ての内容的妥当性
「成績評価」と「学習到達度自己評価」などの平均値から見て、内容的には妥当であったと考える。
③まとめ
以上から、内容的妥当性には問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

本科目は中国語の基礎知識を学習するものである。中国語Ⅰで習った知識を復習しながら、会話練習、作文練習することを通して、学習者に分かっ
た、できた、通じたという喜びを感じさせ、中国語を話せる自信を付けていくことが、授業の実施にあたりもっとも大切だと考えた。今回の受講動機
を見ると「関心のある内容である」が33.3%で、そのほか「単位数を確保する」が42.9%であったが、到達度自己評価の(8)コミュニケーション力や表
現力を高めることができたの項目では平均値が3.7で、中央値4.0あった。この授業は成果があったと言える。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

篠原　征子

科目名

中国語Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 「総合人間科学」の一科目として、基礎知識の形成についてはおおむね達成できた。
授業以外の学習方法の指導、とくに図書館の利用に関しての不足点は来年度に改善を行いたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

授業の質評価を見ると(1)(2)(3)(4)(5)の中央値は4.0で、平均値は4.1であることから、大多数の学生は授業の趣旨を理解し、授業の進め方を肯定
し、真剣に取り込んだ。授業内容や進み方は学生に適していると考える。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3・4 後期 選択 はい 11

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　定期試験の平均成績は６３．１８点であった。
　また到達度自己評価の全項目にわたり高い評価を得られている。特に「知識を確認、修正したり、新たに得ることができた」が４．１と高い評価を
うけたことから当初の目標に達したと思われる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①CP、カリキュラム上の位置付けからみての内容の妥当性
　授業評価の「情報利用」で見られるように多くの学生がシラバスを参考に受講を決めたと答えている。授業は計画通り進み、「授業の質評価」で示
すように学生たちの満足度も高かったことが分かる。
②DP、行動目標からみての内容の妥当性
　学習量評価をよると、教材を用いた予習・復習には時間を割かなかったが、担当教員への意見によると、自分が興味のあるもの、例えばK−popで韓
国語の発音練習をしたり、動画を見て聞き取りをしたりと多様な取り組みをしていたことが分かる。シラバスに明記しているように「積極的な姿勢で
の授業参加」ができたことが分かる。
③まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題ないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　初級レベルの語学力をつけるのがこの講義の目標であり、前期の「ハングル１」に引き続き受講する学生がほとんどであるため授業動機が「関心が
ある内容のため」が多いのも頷ける。
　また講義内容の節目に小テストを実施することにより学生に学習状況を認識するようにした。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

金　銀英

科目名

ハングルⅡ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　学生からの「到達度自己評価」や「授業の質評価」で高い評価が得られたことから学生たちも満足できる講義内容と思われる。これからも韓国語と
韓国の文化、さらに異文化への理解を深められるよう工夫を重ねていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　授業の質評価において、全項目において高い評価を得られていることから授業進行に問題がなかったと思われる。学習量でも各自のレベルに合わせ
て学習を進めているので問題ないと思われる。これからも学生たちが積極的に学習できる素材を紹介しようと思う。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 選択 いいえ 40

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された やや達成された 達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

①学期末の達成度評価において、受講者40名中、1名の退学者が出たが、残りの39名は全員、担当者が掲げた３つの項目を、全員クリアできた。最終
的な成績の平均値は84,7点であり、39名の内訳は、秀10名、優19名、良8名、可2名となったため、全体を通しては、達成されたと言える。
②全８回にわたる39名の出欠状況は、無欠席31名(79,5%)、１回欠席8名(20,5%)となり、高い出席率であった。
③アンケートによる到達度自己評価10項目を総計した割合は高い順に、かなりそうだと思う(41,6%)、わりにそうだと思う(40,6%)、ままそうだと思う
(14,2%)、少しそうでないと思う（3,6%)となっており、受講者の高い満足度が窺えるので、思考判断は、達成されたとした。
④知識理解に関しては、１年次開講ということもあり、やや達成されたと評した。
⑤態度に関しては、グループワークが主な作業の中で、参加にやや消極的な受講者が見られたため、やや達成されたと評した。
⑥技能表現については、最後のプレゼンテーションにおける技能表現を高く評価した。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①CP、カリキュラムマップ上の位置付けからみての内容的妥当性
　本教科は「地域創生」の領域に、2016年度後学期より新設され、2017年度後学期まで開講予定の１単位の選択科目である。授業回数は８回である。
授業概要は、企業が抱える経営課題をユーザー起点で解決できるサービスデザインをワークショップ形式で実施する内容となっており、英語学科の１
年生にキャリアデザインとは何かを考えさせる科目である。よって、内容的には妥当であると考える。

②DP、行動目標からみての内容的妥当性
　到達度自己評価10項目総計の割合は上述したが、授業の質評価においては、わりにそうだと思う、かなりそうだと思う、まあまあそうだと思う、少
しそうでないと思う、の割合はそれぞれ、45,6%、40,9%、12,3%、1,2%となっており、受講生の高い満足度が窺え、最終的には「不可」の者も出ず、
内容的には妥当であると考える。
　
③まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①キャリア教育に関心を持たせるために、１年次後学期の選択科目として、2016年度に、８回シリーズの科目として初めて開講された。
②北九州市職員（企画調整局地方創生推進室）による基調講演を第１回目に組み込んだ。
③第２回目は三井住友銀行北九州支店、SMBC日興證券北九州支店の支店見学の準備をして、10/6日に両支店見学への引率をした。
④第３回目から７回目までは、三井住友銀行の行員が講師であったため、授業運営がスムーズに運ぶように、先方と交渉しながら準備を整えた。
⑤第８回目はグループプレゼンテーションとなっているため、それをするために必要な使用予定品を購入するなどの手配をした。
⑤アンケートから見える受講動機は、回答者総数38名中、関心のある内容である（68.4%）、単位数を確保する（31,6%)、教員に勧められた(26,3%)が
主なものである。

リフレクションカード　2016年度後期
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２．観点・ＤＰ上の位置
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該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 ①１年後学期の選択科目として開講したが、内容が受講者自身の将来と絡んだものとなっているため、関心度は高かった。その結果は上記に記した通
りである。
②初めての開講であったため、これまでの結果と比較することはできないが、この結果が次年度につながるように努力したい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

①授業の進め方に関しては、ほとんど、企業からの講師の指導をフォローする形式となっていることと、初めて開講した科目であったため、前年度の
内容との比較はできなかった。
②予習・復習にかけた回数は、２・３回が一番多く、次が１回、６回、４・５回と続き、かなりの時間を費やしていることがわかった反面、０回の者
も、１回と同じ程度いた。また、記録は１回の者が圧倒的に多かった。
③授業の課題以外に学習に取り組んだ者は、約半数であった。具体的には、プレゼン準備、インタビュー、原稿づくりなどの他にも、北九州について
考えた、いろんな人に聞き込み調査をした、などの意見があった。
④シラバスを活用した者は全体の３分の２に及んだ。
⑤図書館の利用より、インターネットのホームページ利用がかなり多かった。
⑥担当教員への意見として、北九州について知ることができた、プレゼン力がついた、将来にとても役立つ授業だった、とても良い経験ができた、１
年生だからというのではなく将来のことを考えようと思った、などの多くの意見が出された。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2 後期 選択 いいえ 6

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

× × ○ ○ ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、日本語教育実習の前段階としての本科目の内容的妥当性は、高かったと考えられる。必要な情報を「宿
題・課題」として与えていたため、「学習のための情報利用」「図書館、インターネット利用」は特に行われていなかったが、この点については特に
問題ないと考えられる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、日本語教育実習の前段階としての本科目の内容的妥当性は、高かったと考えられる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

次年度の日本語教育実習につなげるために、授業観察、教案作成、マイクロ･ティーチング、等を演習形式で行った。マイクロ・ティーチングの直後
に、撮影した授業のDVDを作成し、各授業担当者にその日のうちに手渡し、映像による授業のふり返りの機会を与えた。毎回の授業で、「担当教員に
よる問いかけに個人で考え、個人の考えをペアで話し合い、その話し合いをグループで共有する」というThink-Pair-Shareを何度も行うことで、一方
的な講義形式を排除した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

横溝　紳一郎
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日本語教育方法論演習Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 学生の授業評価アンケート・自由記述に基づき、日本語教育の前段階の本授業については、高く評価していいと考えている。授業づくりを不安に感じ
る学生に関しては、注意深くモニターし、必要に応じて足場かけを行いたいと思う。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

マイクロ・ティーチングを不安に感じる学生がいることがある程度予想されたが、次学期の日本語教育実習に向けて越えなければならない適度なハー
ドルであったと考える。学生の自由記述にも「自分たちが先生側になって教えることがあった。自分たちでは気づけないことも、他の人の授業を通し
て学べた」と意見がみられるので、この形式を継続していこうと考えている。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3 通年 選択 いいえ 9

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

× × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、達成度・満足度の極めて高い授業であったと判断される。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、日本語教員養成課程の最終段階に位置付けられている本科目の内容的妥当性は、高かったと考えられる。
「担当教員への意見」で記されている学生のコメントは、これまでの中で一番最高評価だと判断できる。これを励みに、さらなる授業の向上を目指し
たいと思う。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

昨年度4名であった履修生が今年度は9名と倍増した環境下であった。教育実習の教壇実習授業として、(1)ウィンチェスター大学からの留学生相手の
授業、(2)北九州YMCAでの授業と、2度実施した。各教壇実習授業の回数と授業時間を増加させることにより、昨年度同様の実習授業時間を確保した。
また、それに付随する形で、事前・事後指導だけでなく、実際の教壇実習指導の現場でも必ず実習生と行動を共にした。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

横溝　紳一郎

科目名

日本語教育実習

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 学生の授業評価アンケート、自由記述から、日本語教員養成課程の最終段階に位置付けられている本科目の内容的妥当性は、非常に高かったと考えら
れる。来年度以降も、学生と対話する時間をしっかりと確保することに努めていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

本年度は受講生が９名であったが、昨年度同様の、学生と対話する時間が多めに確保できた。来年度は、受講生が本年度よりも少なくなることが予想
されるが、学生と対話する時間をしっかりと確保できるよう努めていきたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 いいえ 8

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　入門クラスと同じように，まず出席したうえでの授業貢献度（配点：20点）という項目を設定した。これは出席が大前提の評価項目だが，この点に
関しては，大半の学生が積極的に発言を行った結果，非常に有効だった。　発言の順番などの指名に関しては，特定の学生に偏向しないように注意を
したが，前期よりも受講人数が少なかったことも奏功して，毎回学生全員が何らかの形で発言をしたため，この項目の平均値は設定値を超えた23.4点
だった。これは欠席をする学生がほとんどおらず，欠席回数も1～2回程度であったことも関係している。小テスト（配点：15＋15=30点）に関して
は，前期よりも教科書の難易度が上がったことも影響して，1回目の平均値が3.9，2回目は7.6という結果であった。授業貢献度ではほぼ全員が何らか
の形で発表をしたが，筆記試験においては，学生間で得点差が大きかった。この点に関しては，テストの前の週に復習の時間を導入するべきであった
と考える。定期試験（配点：50点）に関しても，点数の改善はみられたが，学生間で得点格差が大きかった。こちらからある程度形式などを事前に説
明していたが，小テスト同様，全体的な底上げにはつながらなかった（平均値は28.1点）。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　ビジネス英語においては，業種・業態に関係なく共通して必要な単語などが数多く存在する。そうした単語が実務の現場でどのように使われるの
か，ということを知識として理解することが最も重要である。到達度自己評価における（2）知識を確認，修正したり，新たに得ることができた，(7)
自分が学ぼうとしている専門分野で必要となる技術を身につけることができた，などの項目において，全員が「そうだと思う」の項目を選択している
ことからも，内容的に妥当であると考える。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　前期ビジネス英語入門同様，極めて実務的な側面の強い学習領域であるのと，学生が卒業後に実際にふれる機会が想定されることを考慮して，ビジ
ネスの現場を反映した英語を提供することに重点をおいた。また，教科書に沿って網羅的に授業を進めるのではなく，自己のビジネス経験や最新のビ
ジネストレンドなども織り交ぜながら，単に英語のみならず，ビジネスという分野を多角的にとられられるように授業の展開に工夫をこらした。具体
的には，学習したビジネス英語が，実務ではどのように活用されているのか，また，その単語に関連した派生語なども一緒に紹介することで，学生が
効率良く学習できるように配慮した。くわえて，ノートテイキングの重要性を促し，頻繁に板書を行うことで，学習成果の支援を図った。さらに学習
した成果が確実に受講生に定着しているかを数値的に確認するために，開講期間中2回小テストを実施した。出欠に関しては，ルールを前期同様初回
の授業で説明したうえで，無断欠席や遅刻をくり返すと，学習に著しく支障をきたすだけでなく，他の受講生との学習「格差」が広がるおそれがある
として，15回すべて出席することを求めた。くわえて，無断欠席や遅刻によって，前の週で獲得した貢献度（発表）による平常点が消滅するおそれが
あるなど，平素の学習意欲や態度が成績評価に直結する点も再度周知徹底した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

野中　誠司

科目名

応用ビジネス英語

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　DP1知識理解に対する評価を全員がその成果があったと判断した点から，最も重要な目標であるビジネス頻出の単語の習得に関しては，その目標は
おおむね達成できたと考えている。ただし，前述のとおり，少人数クラスに陥りがちな過信には十分注意を払う必要があることを再認識した。当然の
ことながら，受講生は毎期変わるので，先期までの方法がそのまま有効に作用することはないので，常に授業も進化・改善を図らなければならないと
感じている。本科目は選択科目で3年生以上が受講し，これまで比較的英語力の高い学生が受講していたこともあり，当然できるだろうという過信や
盲信があった点は否定できない。このような点を改善するための措置として，開講の半ば（第7回もしくは第8回目の授業前後）で，ミッドターム・ア
ンケートなどをとり，受講生のニーズや満足度測定などセメスター後半の授業で活かせるようにひとつの選択肢として検討したい。またそうした取り
組みを次年度の授業にも有機的につながるように心がけたいと考えている。指名スタイルについては，おおむね評価が良好なので，指名の方法やルー
ルづくりを明文化するなどして周知徹底を行い，学生の学修ニーズやモチベーションキープに結びつくような授業準備および授業展開を図っていきた
い。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　受講人数の少ないクラスだったので，学生との距離が短く，授業を進めるうえで，確認や意見交換などコミュニケーションのやりとりを非常にス
ムーズにすすめることができたと考えている。授業の質評価におけるすべての項目で，全員が「そうだと思う」という評価を行っていた点からも判断
している。学習量の評価において，全員が予習復習をしていたものの，記録作成や自発的学習において，受講者間のばらつきが散見された。特に2名
が「主に配付資料に記録した」を選択回答していた。2名とはいえ，少人数クラスでこのような受講生がいたことは，学習姿勢や方法に対するこちら
からのメッセージが浸透していなかったともいえるので，大いに改善の余地があると考えている。少人数クラスの陥りがちな点ゆえにおろそかになり
がちな点でもある。学習の記録については，開講日に授業専用ノートを必ず準備し，単語の下調べなど予習の成果，教科書の演習問題の解答や英文の
和訳など学習した内容はすべてノートに記録するように指導していたので，その指導が文字通り隅々まで行き届いていなかった。今後は少人数クラス
という授業環境に甘んじることなく，受講者ひとりひとりの表情や学習姿勢などに対してよりきめ細かいフォローアップを励行していきたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 いいえ 6

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

6名の受講者のうち、秀が4名、不可が２名であった。不可の学生は、途中から全く来なくなった学生であった。毎回実施した小テストもほとんどの学
生が高得点を取得した。アンケートの到達度自己評価に置いても項目（１）４．5（２）４．5（４）5（５）５（６）5などと学生自身の達成感も高
かったと伺える。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

この講座は旧カリキュラムの遺物であり、TOEFLの受験対策に置いては今後は各教員が個人で指導するなどで対応することとなったので、存続はしな
いが、英語が高レベルの学生が高学年になっても語学としての英語を学習できる場としては、カリキュラムマップの位置づけにおいて内容的に妥当で
あった。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

英語資格に置ける目標数値を達成するために、とにかく単語を沢山習得することと実践問題に取り組む時間を確保した。受講動機に置いては１００％
の学生が「関心のある内容である」を選択し、授業開始時に行った面談では、受講理由を「語学としてのハイレベルな英語学習を勉強できるのがこの
講座だけである」と回答した学生が全てであった。よってほとんどの学生の学習意欲は最初から最後まで一貫して高かった。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

ブラウン馬本　鈴子

科目名

英語資格演習Ⅴ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 学生が受講中、受講後にTOEIC高得点を報告してくれたのは朗報である。今後も新カリキュラム編成に置いて、授業数が少なく就活を中心に進めるが
英語学習を真剣に継続させたいハイレベル学生のための少人数クラスを何らかの形で継続させていくことが必要と思われるので、この授業の経験を参
考にしたいと思う。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

履修のためにシラバスを参考にしたと全員が回答している。少人数クラスのため学生のニーズに一番あった内容とするためには、１回目の面談後にテ
キストなどを含めた具体的な学習内容を決定したいところであるが、明確かつ柔軟性のあるシラバスの記載の重要性が問題となってくるであろう。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

4 後期 選択 いいえ 10

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

DPに関する回答項目(2)から(8)を見ると、「わりに・かなり」の平均は85%で、全体として概ね達成できたようである。予習では、週4,5回〜6回が
60%、復習は4,5回が60%であり、予習復習ともしっかり取り組んだようである。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

カリキュラムマップ上の位置づけは「専門展開科目」である。知識と運用力の両面での達成が期待される。運用面においては、学生達は積極的に日本
語と英語で発表した。「通訳や翻訳の仕事に興味を持つようになった」との自由記述があり、ペア通訳練習などを行うことで、通訳の難しさと同時に
楽しさも感じたのではないかと思う。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

継続生がほとんどで、授業で何が求められているかを熟知し、しかも積極的に課題に取り組む学生達であるため、初日の授業から早速各自の「自己紹
介」スピーチを録音し、ペア逐次練習および同時通訳練習に取りかかった。今期も、音声情報の映像化処理、訳出後のパラフレージング、展開予測と
いう高度な技術の習得に向け、上級者用の音声教材も用意した。前期同様、積極的な授業参加を促した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

ノリス　志津代

科目名

同時通訳演習Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 学生達の意識が高く、英語の総合力も高いクラスであった。リスニングでは、聴いた内容を即時英語で要約できる能力を発揮し、同時通訳の基礎を築
く一歩となった。パラフレージングや自分の感想や意見を英語で発表し、講師とのやりとりも概ね英語で行えた。予測力、推測力、要約力等を高める
練習は、今後も積極的に取り入れていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

通年のクラスであるため、通訳訓練メソッドや課題の取り組み方をすでに理解してくれているので、始業時からテンポよく授業が展開できた。文法説
明では日本語を使ったが、ときには英語で行うことも今期はできた。授業の質の評価では80%以上が「わりに・かなり」としているが、課題の目的や
手法については今後も明確に伝えるよう心掛けたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 いいえ 7

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　授業に出席していた学生については，全員単位を修得することができたものの，学期末に課したレポートについては，受講生により，理解度に差異
が認められた。これらの結果から，受講生は，質問紙調査の概略についてある程度理解することはできたものの，実際に分析結果を読み解くこと力量
については，ある程度身につけることができた受講生と，十分身につけることができなかった受講生に分かれてしまったことが明らかになった。本授
業は，基本的にグループ作業を中心として課題を進めていったが，グループ活動に対する関与や貢献度の差によって，このような差異が生じた可能性
が考えられる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

本授業は，英語学科の授業ではあるものの，その内容は「リサーチ・メソッド」であり，受講生にとっては，本授業を受講する意義が明白ではなかっ
た可能性が考えられる。特に本年度は，受講生は全員4年生であり，受講動機も「単位数を確保する」（選択率100%）ことにあったことからも，本科
目の授業内容を必要とした受講生は少なかったかもしれない。しかしながら，リサーチ・メソッドについての知識と技術は，英語学や英語教育学で卒
業論文を執筆する際には必要となる知識・技術であるとともに，教職に就く場合にも身につけておくべき知識・技術である。これらの点について，受
講生がその重要性をより理解することができるよう，授業のあり方について考えるべきであったと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①本授業は，英語学科の選択授業であり，その内容も英語とは直接関係ないリサーチ・メソッドであったため，本授業内容に対する受講生の基礎知識
はあまりないことを前提に授業を計画・実施した。また本授業は，本年度までしか開講されない科目であり，受講生の受講動機は「単位数を確保す
る」（選択率100％）ことにあったため，本年度は，実際に質問紙調査を実施する経験を通して，質問紙調査を実施する際の留意点と結果の解釈方法
について理解してもらうことに重点を置いて授業を進めた。
②本授業では，毎回，グループワークを取り入れることにより，受講生が主体的に授業にかかわる機会を設け，全員が授業内容を理解することができ
るよう心がけた。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

笹山　郁生

科目名

統計学（ﾘｻｰﾁ・ﾒｿｯﾄﾞ）

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 毎回グループワークを取り入れたことにより，受講生は，ある程度楽しみながら授業に臨むことができたと考えられる。しかしながら，本年度は受講
生が少なかったことにより，欠席者がいた場合，グループワークが成立しにくい状況が生じてしまったこと，ならびに，授業内容を確認する時間を十
分確保しなかったため，特に，得られた結果を読みとる力については，受講生によって，その力量に差がついてしまったことが，課題としてあげられ
る。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

本授業では，基本的にグループワークによる実習を主体として授業を進行したが，この形態だと，授業を欠席した学生がいた場合，本年度は受講生が
少なかったため，課題そのものが進まないことがあった。また，グループワークに対する関与や貢献度の差異によって，授業内容に対する理解度に差
ができてしまったことは否めない。学生間での理解度の差を少なくするために，グループ内で授業内容について確認する時間をもっと確保すべきで
あったと思われる。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

4 通年 必修 はい 6

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された 達成された 達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

①通年科目であるため、学年度末の達成度評価において、合格者の成績の平均値は87.5点（内訳は秀３名、優３名）となり、昨年度の85点を若干上回
り、目標としていた数値は達成された。
②30週の出欠状況における出席率は、６名中90%１名、87%３名、83%２名となり、平均値は86%となった。しかしながら、６名中４名が３週間の教育実
習に出かけた場合を欠席扱いとしているので、数値的には高い出席率であったと言える。
③到達自己評価の10項目で、全てを合計した数値では、多い順に「わりにそうだと思う」（延20名）「まあまあそうだと思う」(延16名）「少しそう
でないと思う」(延２名）「かなりそうだと思う」（延１名）という結果ら判断すると、高いという評価には至らない。このため、全体を通した評価
を「やや達成された」とした。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①CPカリキュラム上の位置付けからみての内容的妥当性
　本教科は「演習・研究」の領域にある科目で、４年次必修の通年科目であるため、授業回数は30回の開講となる。その中で、学科のCP-5に明示され
ているように、専門的な知識や研究方法及び社会に出て人々と協働し連携できるコミュニケーション能力を修得するための科目を配置することになっ
ており、内容的には妥当であると考える。

②DP１〜５における９項目に関しては、ゼミ担当者の授業運びによって流れは若干異なる可能性はあるが、「知識・理解」「思考・判断」「関心・意
欲」「態度」「技能・表現」のいずれの領域の内容も網羅できるような授業体制で臨んでおり、内容的には妥当であったと考える。

③まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①３年次の「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」を引き継いだ必修科目である。登録者数は昨年度の12名から６名になったが、アンケートを取れたのは４名
であった。
②本ゼミのテーマである「英語音声学的見地からの英語力強化と個人総合力強化戦略」を基盤としながら、準備を行った。
③４年次の最終目標は「卒業論文」を完成させることであるため、DPの９項目を頭に入れて、指導の準備をした。
④指定図書の「論文＆レポートの書き方」に加えて「説得する文章力」も輪読予定書に入れた。
⑤最終アウトライン確定時(５月末）までに上記２冊を読み終える準備を整えた。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

阿部　弘

科目名

卒業研究

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 ①DP1〜DP5における全９項目を満たすためには、３年次同様、総合的な教養力と幅広い応用力を念頭に置いた継続指導が必要と考えるが、本教科にお
ける受講者(ただしアンケート回答者は６名中４名）の反応は好意的なものも多いが、昨年度を上回るような数値には至っていない部分もあり、全体
を通して「やや達成された」とした。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

①担当教員への自由記述による回答者はなかった。
②授業の質評価における５項目の総計では、「わりにそうだと思う」９名、「まあまあそうだと思う」８名、「かなりそうだと思う」３名となってお
り、昨年度と比較すると、３番目の数値が下がった。
③情報利用の４項目に関しては、シラバス利用では参考にしなかったが多かった(3:1)が、授業の計画に関しては、全く逆の数値となった。
④図書館利用の３項目の総計では、利用した者７名、利用しなかった者５名であった。卒論の作成に関しては多くのデータ等を収集しているはずだ
が、データ上は、必ずしも図書館を利用していたわけではないということを物語っていると考える。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

4 通年 必修 いいえ 12

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された やや達成された 達成された 達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Though distracted by job hunting, this class generally worked well towards achieving their goals.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

Similar to last year, DP1, DP3, and DP5 were achieved. DP2 needed work as they relied on others for leadership, and DP5 was also
weaker than it should be because of this.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This year, the focus was almost entirely on completing their sotsuron studies and report, though each week supplementary activities
were completed.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Malcolm　Ross　Swanson

科目名

卒業研究

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 Nothing in particular

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

Nothing in particular



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

4 通年 必修 はい 10

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、達成度・満足度の高い授業であったと考えられる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、本科目の内容的妥当性は、高かったと考えられる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

卒業論文の完成まで、授業時間だけでなく、授業外の時間やメールを活用して、個別対応の指導を課外授業という形で行った。各履修生が選んだテー
マを最大限に尊重することで、卒業論文執筆への意欲を高めた。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

横溝　紳一郎

科目名

卒業研究

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 学生の授業評価アンケート、自由記述から、本科目の達成度・満足度は、高かったと考えられる。来年度以降も、各学生を指導する時間をしっかりと
確保できるように努めていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

今学期は受講生が１０名と多めだったのであるが、各学生の指導時間をしっかりと確保できたと思う。来年度以降も、各学生を指導する時間をしっか
りと確保できるように努めていきたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

4 通年 必修 いいえ 10

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された やや達成された 達成された 達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　全員が標準的レベルに達し、卒業論文も規定に沿ってしあげることができた。また、学生の学生の到達自己評価も概ね肯定的な回答である。また、
全員が図書館を授業の課題のために利用したと回答している。学生の卒業論文や課題もそれを反映したものとなっている。よって教育目標は達成され
たと思われる。しかしながら一方で、卒業論文の執筆が当初の計画通りに進めることができなかったり、データベース、インターネット等を十分活用
できてなかったりした学生もいたことは、今後の課題である。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①　CP,　カリキュラムマップ上の位置付けからみての内容的妥当性
　この科目は大学でのこれまでの学修の総まとめ的な位置づけである。これまで学修してきたことを用いて学修を進め、最終的には卒業論文にまとめ
ていくという授業内容になっており、内容的には妥当であったと考える。
②　DP,　行動目標からみての内容的妥当性
　学生の成績が比較的高かったことから内容的に妥当であったと考える。
③　まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①　卒業を前にした仕上げの科目であるので、あらゆる面についての総合的な力を身につけることに重点をおいて授業を行った。
②　卒業論文の執筆については、全体でフィードバックを行ったり、ディスカッションを行う部分と、個別に指導する部分に分け、効果的な指導がで
きるよう心がけた。必要がある場合は、授業外にも時間を設けて指導した。
③　就職活動と卒業論文の執筆の両方がスムーズに進むように、昨年度から卒業論文の準備を始め、本授業では論文執筆のためのスケジュールを提示
し、定期的に進捗状況を確認した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

塚本　美紀

科目名

卒業研究

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　卒業論文については、面談やメールを利用して個別での指導をかなり実施した点は昨年と同様であるが、昨年度の反省を踏まえ、互いに学ぶという
観点から、全体でフィードバックを行ったり、ディスカッションしたりしたことは、各学生の論考を深める点で効果的だったと思う。一方で、イン
ターネットやデータベースの利用について時間を割いて指導したが、うまく活用できていない学生もいたので、個別の面談の際に確認していきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　授業の質評価において、中央値はいずれも4.0以上であったが、「期間内に行うべき学習の範囲や課題は明らかであった」「説明は理解しやすいも
のだった」に関しては平均値がそれぞれ3.8、3.6で、否定的な回答が若干あった。課題については明文化しプリントを配布したり、授業の説明につい
ては具体例をあげながらわかりやすい説明を心がけたつもりであるが、アンケートの結果をふまえ、今後改善していきたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 選択 はい 25

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × ○ ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　試験成績の平均は73.6であり、全体の平均点75.5に比して1.9ポイント低い。理想的と言える80点以上の学生は24名中6名の25％に過ぎない。記述式
の試験をおこなったので、この数値は期待した知識理解に関してじゅうぶんではないが、目標の水準にやや達成されたと見るのが妥当だと言える。
　学生の自己評価でも、各項目に於いて「まあまあそうだと思う」以上にほとんどの学生が「わりに」「かなり」に記入した学生は「まあまあ」と書
いた学生を上まわっている。その平均値は3.6～3.9であり、学生の達成感は高い。試験の結果を差し引いて「やや達成された」という評価が妥当であ
ると言える。
　私語は非常に少なくなり、自立的な学びの態度は目標に達したと言える。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　教職科目であるため、受講動機も圧倒的に資格取得・必修というものが多い。カリキュラム上の位置づけに問題はないと考える。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①教職をとる学生が始めて学ぶ科目であるため、教育に対する関心及び基礎的な思考力を育てることを目標とした
②受講動機は基本的に教職課程の必修科目であるため、基本的に学生は真面目に受講していたが、講義は全学科共通のため120人という規模なので一
部からは私語が気になるという声も聞かれた。将来的に教職に就く人間を育てるのであるから自主的に私語を控える姿勢を身につけさせることを意図
し、そのことについて叱責はせずに静寂に至る情況づくりに腐心し、自律性の涵養につとめた。
③ディスカッションなども採り入れて、参加度を高める工夫もした。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

新谷　恭明

科目名

教育原理

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　知識の修得についてはやや達成されたと言うことができるが、それは満足できる数字ではない。また、対話的な学びの要素を含む授業改革に努めた
い。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　　授業評価については3.6～3.8の評価ではあったが、学生の質問に答える場に関して3名ほど学生の参加をする機会に関して2名ほど不足を訴えてい
るので、このあたりをさらに工夫した授業づくりを目指したい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3 後期 選択 いいえ 10

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

× × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

授業評価アンケートでは高い評価を得ており、そのことは自由記述でも裏付けられているので、「達成された」という判断に至った。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

授業評価アンケート、そして自由記述の内容からも、学生の満足度が高い授業であると判断されるので、内容的妥当性は高いと考えられる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

発音の教え方、「教室運営」のし方、テストの作成方法、アーティキュレーション（連携）の作り方など、英語科教育法IIでカバーしなかった内容に
焦点を当て、解説のみにとどまらず、実際に体験させながら授業を進めた。その結果、英語科教育法IIと英語科教育法IIIを受講することにより、英
語教育に関する基本的な知識を得ることを可能にした。毎回の授業で、「担当教員による問いかけに個人で考え、個人の考えをペアで話し合い、その
話し合いをグループで共有する」というThink-Pair-Shareを何度も行うことで、一方的な講義形式を排除した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

横溝　紳一郎

科目名

英語教科教育法Ⅲ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 昨年度同様、授業のデザイン・運営は良好であったと考えている。さらに「具体的」「実践的」であることに努めて、今後の授業を発展させていきた
いと考えている。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

授業の進め方については特に問題ないと思われる。「具体的」「実践的」であることに対する評価が極めて高かったので、この点に関しては継続して
いきたいと考えている。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3 後期 選択 いいえ 10

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

× × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　最終的な成績の平均値は85.9点であり、再試対象者は０名であった。ほぼ全員が理想的レベルに達しているため、教育目標は達成されたと考える。
　学生による到達度自己評価は、どの項目についても１名を除いて「まあまあそうだと思う」「わりにそうだと思う」「かなりそうだと思う」と回答
しており、ほとんどの学生が「わりにそうだと思う」と回答しているので、この点からも教育目標はほぼ達成されたと考える。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①　CP,　カリキュラムマップ上の位置付けからみての内容的妥当性
　本科目は教職課程の必修科目であり、学生の目標は明確で、授業に対する意欲も高い。学生の成績についても、ほぼ全員が理想的なレベルに達して
いることからも、内容的には妥当であったと考える。
②　DP,　行動目標からみての内容的妥当性
　学生の成績が比較的高かったことから内容的に妥当であったと考える。
③　まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　この講座は教職課程の必修科目であり、学生の受講動機は比較的高い。また、教職に関する科目を全員が履修しているため、共通理解の部分が多い
ので、ある一定の知識があることを前提に授業を実施した。昨年度の反省を踏まえ、図書館の利用を促すために、関連する書籍や雑誌などについて紹
介した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

塚本　美紀

科目名

英語教科教育法Ⅳ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　年度によって受講生の数や教職が第一志望の学生の数にばらつきがあるため、学生の状況を考慮して授業の方法を工夫する必要があると考えてい
る。来年度履修する予定の学生の状況を考慮し、今回明らかになったことを踏まえ、学生がより参加できる機会を設けるよう授業の方法について工夫
していきたいと思う。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　授業の質評価において、どの項目についても１名を除いて「まあまあそうだと思う」「わりにそうだと思う」「かなりそうだと思う」と回答し、ほ
とんどの学生が「わりにそうだと思う」と回答していおり、概ね目標は達成できたと思う。また昨年度課題として挙げていた図書館やインターネット
の利用については、昨年度と比べ利用率が上がっているので、改善が進んでいると考える。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3～4 三期 選択 いいえ 9

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

× × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、達成度・満足度がおおむね高い授業であったと考えられる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、内容的妥当性に関しても、おおむね高い授業であったと考えられる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

他の担当教員と協力して、授業内容を調整しながら進めた。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

横溝　紳一郎

科目名

事前及び事後の指導

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 他の担当教員と協力して、授業内容を調整しながら進めた結果、おおむね満足できるレベルの授業のデザイン・運営ができたと考えている。他の教員
との協力をさらに進め、よりよい授業の実現に努めていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

改善課題は、特にないと思われる。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

4 後期 選択 いいえ 9

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、達成度・満足度がおおむね高い授業であったと考えられる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、内容的妥当性に関しても、おおむね高い授業であったと考えられる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

他の担当教員と協力して、授業内容を調整しながら進めた。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

横溝　紳一郎

科目名

教職実践演習（中・高）

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 他の担当教員と協力して、授業内容を調整しながら進めた結果、おおむね満足できるレベルの授業のデザイン・運営ができたと考えている。他の教員
との協力をさらに進め、よりよい授業の実現に努めていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

第14回目、15回目の授業で、主担当を務め、学生によるポスター発表の場を設けた。この形式に関しては、来年度以降も行っていきたいと考えてい
る。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 いいえ 22

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Students did well in all assessment areas (attendance, classwork, presentations, final test, and e-Learning). There was a lot of
energy in the class.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

In this class, the students worked hard and showed a strong attitude towards learning, so I felt both DP3 and DP4 were achieved. There
were no problems with absences, participation in class was always strong, and homework was generally done. For DP1 and DP5, although
we focused a lot on building their basic skills, particularly in vocabulary, many students did not make significant gains. The main
reason for this was probably that they started with extremely weak skills in all areas, so have many hurdles to cross.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This course is divided into two sections: Skills and Communication. For my classes, I taught "Communication". We used the textbook
"iTravel" (MacMillan Language House) which offers students many chances to communicate using English in fairly authentic situations.
During each lesson, students had ample opportunities to create conversations, question and answer each other, practice listening, and
perform presentations. In addition, all students took part in two e-learning programmes: CHIeru, for developing general skills, and
Word Engine, for building vocabulary.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Andrew Anthony Joseph Zitzmann

科目名

Oral  English Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 In this course the biggest hurdle was the textbook. Although the content was acceptable the random nature of the units made it
difficult to offer a smooth transition from one topic to the next. It also required a lot of additional material to fill out the
program.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

It is important to continue to build on the students’ skill set and encourage them to use the skills they have already learned in
communicative manner.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 いいえ 23

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Students were assessed on 5 criteria (Attendance 15%, Classwork 25%, Presentations 30%, Final test 20%, and e-Learning 10%). All
students scored well in all areas. For the final assessment, grades ranged from 83% to 90% with an average of 86.88%. In CHIeru e-
Learning, almost all students reached their monthly targets of 300 miles. For class speeches, all students prepared well and were able
to present competent speeches to the class.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

As in last year's classes, in this class, the students worked hard and showed a strong attitude towards learning, so I felt both DP3
and DP4 were achieved. There were no problems with absences, participation in class was always strong, and homework was generally
done. For DP1 and DP5, we focused a lot on building their basic skills, particularly in vocabulary, and students were able to make
steady gains. The only area of concern in these classes is maintaining a constant and ongoing study discipline. Students often use a
leaps and bounds approach, whereas small and steady gains will help them achieve much better language competency.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This course is divided into two sections: Skills and Communication. For my classes, I taught "Communication". We used the textbook
"Communicate Abroad" Cengage which offers students many chances to communicate using English in fairly authentic situations. During
each lesson, students had ample opportunities to create conversations, question and answer each other, practice listening, and perform
presentations. In addition, all students took part in the CHIeru e-learning programmes for developing general skills. They also
participated in our annual Zion Cup English Contest, preparing a speech, practicing it, and trying to achieve success in the
department-wide contest.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Malcolm　Ross　Swanson

科目名

Oral  English Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 Last year I stated, "we still need a stronger system of assessment which better reflects their true ability and progress. Students
need to be given a clear set of goals we wish them to achieve, and these would include 1. A set of "I can…" targets for each unit of
work, 2. A definitive set of vocabulary items to master, and 3. Performance tasks with clearly defined assessment criteria. Although
we don't wish to get into a similar system of assessment driven instruction as can be found in high schools, we do need our assessment
tools to more accurately reflect the progress of each student." To a large degree, we achieved this, but we still need to solidify
these aims.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

Our goals for the next year include: 1. Creating more collaborative materials for all teachers to use, 2. to create a better system of
assessment criteria that offers more chances for communicative tasks, 3. to make assessment even more transparent so that students are
able to self-monitor more, and 4. more integration between different courses, such as Intensive Reading and Paragraph Writing.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 いいえ 23

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された やや達成された 達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Assessment was based on attendance 15%, class work 30%, homework 25%, presentations 10%, and a final test 20%). Final grades were
mostly in the 80-90% range.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

Students took advantage of helping and receiving help from other class members, by working together in small groups. Good classroom
dynamics created a positive and "safe" class atmoshpere in which students felt more comfortable taking risks when expressing
themselves in English. This, in turn, contributed to a high level of participation and increased understanding of the material.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This course is divided into both Skills and Communication based learning. In this class, students used the textbook "Four Corners 2"
(Cambridge) to practice 4 essential skill groups; reading, writing, listening and speaking. In addition to the use of dialogue drills
for listening and speaking, students also practiced with information gap exercises, role plays, reading comprehension, and vocabulary
building exercises. These exercises helped students review and reinforce their basic English skills.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Marne　Saddy

科目名

Oral  English Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 More detailed instruction on how to use class workbooks to encourage careful note taking, completion of homework and lesson review may
help keep students focused on clear objectives for each class. After initial instruction, students should be encouraged to complete
class workbooks without the guidance of the teacher in order to save class time.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

Better use of supplementary materials and more student-teacher interaction would be an added benefit, if time allows.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 はい 22

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された どちらともいえない やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Students were assessed on 5 criteria (passive participation 15%, active participation 45%, homework 20%, and a final test 20%). The
average student received a grade in the 83-87 range.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

Students were generally enthusiastic,  positive, and willing to learn. This positive outlook contributed to a high level of
participation and increased understanding of the material. Opportunities to build skills (DP5) were provided throughout the course
with many students taking advantage of the opportunity to learn.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This course is separated into two sections:  Skills and Communication. For this class, I taught "Skills". We used the textbook "Four
Corners 1" (Cambridge), which guides students through a series of practical exercises aimed at improving spoken English skills.
Students engaged in listening practice, dialogue drills, information gap exercises, role plays, reading comprehension, and vocabulary
building for the second half of the textbook.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

James Hicks

科目名

Oral  English Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 Streamlining and improving note taking and completion of homework will improve the accuracy of individual assessment and keep students
focused on class objectives.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

Goals for the next academic year include improving integration of supplementary materials into the current curriculum and increasing
opportunities for kinesthetic learning (space permitting).



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 いいえ 55

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成されなかった やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　前年度比で成績が低下しているため、知識理解の点では十分達成ができなかったと反省している。前年度に比べ、受講態度において後期の集中力に
低下が見られ、成績Aが１名に終わった。成績A＋Bでは30.6%を占めているが、前年度は40.5%であった。
49名中18名が単位取得に至らなかったが、うち8名は再履修者であり、学習意欲が低かった。このグループに対しては、引き続き学修への意識づけを
働きかけていきたい。
　単位取得に至らなかった学生の割合が高かったが、1年次にTOEICスコアで500レベル、英検2級レベルの達成を期待している当学科カリキュラムの中
で、相応する授業と成績評価を行ったと考える。
　宿題や予習については概ね取り組まれており、発表についても積極性がみられたことから、意欲関心、技能表現の観点で一定の成果が見られた。受
講態度については個人差が大きく、特に再履修者には改善が見られなかったものの、1年生に限ってみれば、一定の集中力を保っていた。学力差が大
きく、成果に個人差が大きかったが、全体を通しては英文解釈の方法について一定の意識づけができたと考えている。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　成績評価については、上記４（２）のようにハードルの高い科目であったが、授業評価は4付近であり、しっかり取り組んだ学生については一定の
成果が得られたと思われる。授業を通じて取り組んだ、幅広い題材について調べ、自らの考えをまとめ、プレゼンやコミュニケーションの基礎を学ぶ
という活動は、DPに沿うものであったと考える。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　一般に、本学学生はコミュニケーション重視を志向する中・高の英語学習のマイナス面として、英文の構造に注意を払わず、聞き取れた単語や辞書
から拾った、品詞無視の訳語から文章の意味を推測して「当てる」、という姿勢で英語に対処する傾向が高い。当科目では、このようなアプローチで
は内容のある英文を理解することができないことを示し、正しく意味をつかむことの重要性の認識と、文法・語法・構文理解に基づく分析技法を学ぶ
中から、英文解釈力の向上を図っている。
　授業にあたっては：
1. クラスの2/5程度に中学における学修事項の復習・定着化が必要であったため、基礎知識の再確認を欠かさず織り込むように努めた。
2. 精読・読解の技法だけではなく、情報収集や知識の定着と英語知識の応用力を高めるための作業を伴う英作文、英文メールの課題に取り組むよう
に努めた。
3. 読解力が比較的高い履修生には、読解の際に事実と意見を峻別し、自らの見解を持つことを促した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

村橋　素行

科目名

Intensive  Reading Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　学期末に近づくにつれ、理解度が大きく伸びる学生の存在に力づけられるが、その一方で授業内容についていけない、関心を示さない学生の場合
は、授業外指導を呼びかけても芳しい反応がない。働きかけに応じた学生の理解度と理詰めの学習の必要性への認識には向上が見られるので、興味を
示さない学生に対して、「学びたい」という意識づくりと「学ぶことは楽しい」と思えるような働きかけをいかに行うか、ということを課題とした
い。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　後期科目ではあるが、段階的には前期のIntensive Reading Iと接続しているため、基本的学力の確認の部分である中・高での学修事項の復習につ
いて、前期、後期の配分を見直し、再配置したい。また、所与のテーマについて、英語を使って調査する、まとめるなどの活動を更に増やしていくよ
う検討している。
授業の説明については、鋭意改善を志向しているが、更にビジュアルの工夫や板書の改善、宿題内容の改善を進めたい。
　学習量の自己評価については、もの足りなさを感じはするが、他の科目との棲み分けも必要であろうことから、少なくとも毎回課した宿題や調査項
目については、学習意欲が見られない再履修生グループ以外は概ね真面目に取り組んでいるため、妥当な範囲であったものと考えられる。
　インターネットの利用については、授業内では取り上げなかったが、宿題の課題で数度に亘って実施しており、提出された内容でもインターネット
利用の結果が示されていることから、実際には大多数の学生が検索を行ったと理解している。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 いいえ 54

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Class assessment was heavily weighted towards the outside class reading component of the course (60%) with the final test contributing
20%, and a couple of small projects and class performance making up the remainder of the grade.  Students received weekly feedback on
their reading progress, along with guidance and opportunities to improve their performance if they seemed at risk of failing.  Final
results were relatively positive with approximately 33% attaining or getting close to, the hoped-for goal, and satisfactory outcomes
from the remainder. A few students did fail the course due mainly to not having completed the required reading component, along with
demonstrating a lack of the overall reading skills required.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

After having trailed a new system to assess reading progress in 2015 (XReading) we continued working with it during this semester.
Students reported this as being easy and convenient to use for the out-of-class reading component of the class, and it seemed to help
them progress through the class smoothly. Most of the students who regularly attended class did a satisfactory job.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

The aim of this course was to help students increase their ability to read in English. This involved having students work on
developing reading strategies and reading speed in the classroom. Outside of class, students were expected to engage in regular
reading homework, with the goal being to read around 150,000 words at  over 15 weeks. Reading process was tracked by using a two
online systems developed for extensive reading programmes; the Moodle Reader system and the Xreading system to record and track out-
of-class progress.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Paul Collett

科目名

Extensive Reading Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 The course is very much focused on attaining certain goals - reading X number of words, or X number of books, but at the same time
demonstrating comprehension of the material being read. For some students, the latter part of the goal is overlooked, and they focus
on only attaining the numerical outcomes. As in previous semesters, overcoming this kind of attitude is a challenge for the future.
Secondly, finding a way to help students who are unwilling to engage in the out-of-class reading component of the course is important,
as these students invariably are unable to successfully complete the required outcomes.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

The overall goal for future courses is to continue to work on increasing reading fluency, and self-efficacy for reading. A large part
of this involves making things easier for students to access and read books at a suitable level, and for both the instructor and
student to easily track students' progress. We teated a new online-based reading system for extensive reading that seems to help here,
and have seen quite positive levels of acceptance of this system by the students. While quite a lot of time in class has been spent on
building up reading speed, there are still issues with limited comprehension of texts, so more focus on such areas as vocabulary
building are necessary and will be introduced in future classes.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 いいえ 50

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × × ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　最終的な成績の平均値は75.5点であり、再試対象者は3名であった。概ね標準的レベルに達し、理想的レベルに達した学生も多くいたが、一方で再
試対象とならざるを得ない学生もいた。到達度自己評価については、すべての項目について、１、２名を除くすべての学生が「まあまあそうだと思
う」「わりにそうだと思う」「かなりそうだと思う」と回答していて、学生の自己評価も高いと言える。毎回課題を提出することになっていて、ほと
んどの学生がすべて提出していたが、３０分程度以上の予習や復習をしていないと回答している学生が１割以上いることが不可解である。決められた
課題は、授業の準備や復習とは別のものと捉えられている可能性もあるので、来年度からはアンケートの際にきちんと説明したい。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①　CP,カリキュラムマップ上の位置付けからみての内容的妥当性
　本科目は「専門基礎科目」であり、高等学校での学びを大学での学びにうまくつなげるための必修科目である。基礎基本の定着を目指して、基本的
なことから丁寧に指導することに心がけた結果、予習や復習の状況や小テストや試験で一定の成績を収めていることから、内容的には妥当であると考
える。
②　DP、行動目標からみての内容的妥当性
　成績の平均値も高く、学生による知識理解についての平均値も高く、内容的には妥当であったと考える。
③　まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①　前期で学んだことを利用しながら新たな知識を身につけていく科目であるが、前期の授業である「Grammar & Composition I」の習熟に大きな差
があったため、既習事項もわかりやすく解説しながら授業を進めることに注意した。
②　新しく学んだことの定着を図るため、その表現を使って自分のことを英語で表現する機会を設けた。
③　毎時間復習テストを行い、学生への復習への意識を高めるとともに、学生の理解度を把握することに努めた。
④　復習テストで明らかになった多くの学生がつまずいている点については、毎回復習するようにした。
⑤　学生の理解を深め、知識を自分のものとして身につけることができるように、予習として授業の範囲についての質問をメールで送ることを課し
た。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

塚本　美紀

科目名

Grammar & Composition Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　小テストや試験の成績から、基礎的知識の定着については、概ね達成できた。予習や復習については、毎回具体的に指示したりするなど、学生が学
修しやすいように工夫しているが、全員に徹底できていないことから、必要に応じて個別指導を実施したい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　授業の質評価において、ほとんどの学生は「わりにそうだと思う」「かなりそうだと思う」と回答しているので、ほぼ目標は達成できたのではない
かと思う。しかしながら、「授業中に、自分の意見をまとめる、話し合う、発表するなど、学生が参加する機会が作られていた」という項目につい
て、３名の学生が否定的な回答をしている。２０１６年度からこの科目については新しい教科書を使用することになり、これまでより問題数が多く、
答え合わせに時間をとられ、学生の言語活動の時間を十分取ることができなかったことが原因だと考えられる。教科書の内容を精査し、バランス良く
授業を組み立てられるよう工夫したい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 いいえ 46

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × × ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

①学期末の達成度評価において、担当者が掲げた３つの項目を、45名中42名達成した。達成できなかった3名のうち、1名は出席不足、2名は最終的退
学し合格者の最終的な成績の平均値は76,6点となり昨年度の76,3点とほぼ同一である。内訳は、秀5名、優21名、良5名、可11名で、昨年度32名のそれ
ぞれ3名、13名、12名、4名と比較すると、優の人数が増えた。
②15週の出席状況は、合格者42名中、無欠席21名、１回欠席12名、２回欠席6名、３回欠席2名、４回欠席1名であった。
③学期末に独自に実施ている評価(匿名で授業の感想を書かせ、10点評価で提出させる用紙）によると、例年同様A・Bクラスとも８割を超え、概ね満
足していると理解できる。
④受講者によるDP(1)の「授業評価アンケート」の目標達成感は、「わりにそうだと思う」「まあまあそうだと思う」「かなりそうだと思う」の順
で、昨年度と同様の結果となった。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①CP、カリキュラムマップ上の位置付けからみての内容的妥当性
　本教科は「専門基礎科目」の一つで、１年次必修の２単位科目である。また、本科目はその性質上、すべての英語学習者に、言語音としての英語発
音のメカニズムを正確な形で修得させる学問であると位置付けている。さらに、当科目は他の英語関連科目の基礎となる科目である。また、教職課程
履修者などには、非常に重要な科目として位置付けることができるため、内容的には妥当であると考える。
②DP、行動目標からみての内容的妥当性
　知識・理解の領域において、DP1-2の「英語に関する確かな知識と運用能力を身につけている」ということに関しては、本科目が高校終了時まで
に、その詳細をほとんど教えていない点などを考慮して、十分な時間をかけながら次の各項目に重きを置いた。すなわち、調音音声学的にみた英語母
音と日本語母音の本構造の基本的な違い、英語の強形と弱形の関係、リズムとイントネーションの関係などを詳細に教授した。評価として、学期末試
験、発音テスト、録音教材の提出などを通じて、最終的には45名中42名が合格に至ったことで、内容的には妥当であると考える。また、出席不良者1
名は自己責任、として次年度の再履修者となる。
③まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題はないと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①必修科目であるため、「受講動機」は、ほぼ100%(97.5%)に近いが、その他の全項目に回答者がそれぞれ１〜3名いた。
②中学・高校までの授業ではほとんど取り扱わない領域をカバーするため、15回の授業進行のための詳細なシラバスを作成③前学期の開始時に配布し
てハンドアウトは、毎回の授業と関連付けた説明用として、継続的に使用した。
④授業の時間帯は昨年度同様月曜日のⅠ・Ⅱ２限目であったが、準備のために開始20分前には入室し、毎回定刻に授業を開始した。
⑤Active Learning 用として改装された531番教室は、他教員（非常勤のネイティブ）と時間帯が重なり、普通教室使用となり、特徴としている
「GroupLesson」への教室移動が、１年前と同様不便であった。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

阿部　弘

科目名

Practical Eng. Phonetics Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 ①１年次必修の専門基礎科目であるという位置付けから、英語音声に関する基礎知識の形成や実践的能力の修得に関しては概ね達成できた。
②このことにより、当科目は他の英語専門科目の中で、音声を通した学習効果にチャレンジすることが可能になる。
③シラバスの資料配布と説明は行なっているにもかかわらず、活用していない者が６割に至る結果は残念であり、周知の徹底が必要である。
④図書館等の利用率が低いのは止むを得ず、昨年から他の手立てを模索してみたが、特段良い方法があるとは思えない。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

①授業の質評価に関しては、(1)〜(５）の各項目において、「わりにそうだと思う」「まあまあそうだと思う」「かなりそうだと思う」「少しそうで
ないと思う」の順に、それぞれ51%、31%、17%、1%という結果になっている。
②学習量の評価(4)授業の課題以外に学習に取り組んでいない理由として、「授業で十分と思ったから」「やる気がなかった」の２点が挙がってい
る。
③英語発音における受講者の基礎知識には大幅な格差があるため、そのギャップを埋めるための効果的の音声指導法に改善を加えながら取り組んでい
る。
④学習量に関しては、予習・復習を１回〜６回行った者は、それぞれ65%と70%であり、０回の者は35%と30%だった。この予習復習実施率は昨年度同時
期の数値を若干上回った。
⑤情報利用におけるシラバスの活用は、参考にした者40%、しなかった者60%で、昨年度の数値より前者において3,8%減っている。シラバスの資料は前
学期の初めに配布しておいたにもかかわらず、数値が下がったのは今年度の反省材料となる。
⑥図書館等の利用に関する３項目に関しては、科目の性質上必ずしも必要ないが、９割の者が利用していない。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2 後期 必修 いいえ 17

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成されなかった やや達成されなかった やや達成されなかった やや達成されなかった

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Assessment for the course was based around students' capacity to engage in discussion activities, showing a willingness to express
their opinions, work with others to reach consensus on discussion points, and show the ability to reflect critically on ideas of
others, either verbally or through written exercises. However, due to an inappropriate textbook choice for the course, and problems
with the behaviour of a number of students in the class, outcomes were variable at best. Just under one third of the students enrolled
in the class failed the course due to poor performance in class, and an inability or unwillingness to complete the required work.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

A number of the students were focussed on the course content and generally tried to contribute to the class discussions. However, for
others, there was a general unwillingness to try anything they perceived as beyond their ability, or in fact to do the required work
at all. This led to a fairly slow level of progress, and quite a lot of frustration, but the more capable students were able to work
at their own pace and did well on the various projects and out-of-class extra activities they needed to complete.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

Through this class, it was hoped the students would be able to achieve the following:
- Improve general communication skills
- State opinions about the topics under discussion
- Show if they agree or disagree with other's opinions
- Clearly express their points of view and explain why they hold those views
- Prepare and make short presentations about various topics

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Paul Collett

科目名

English Discussion Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 A small number of students consistently disrupted and slowed down the class progess due to an inability to focus and concentrate on
class content. It needs to be made clearer that this is unacceptable. We had this problem in the first semester, too, but and it was
decided that students need to be given a clear set of goals we wish them to achieve, and these would include 1. A set of "I can…"
targets for each unit of work, 2. A definitive set of vocabulary items to master, and 3. Performance tasks with clearly defined
assessment criteria. While these various strategies were tried, unfortunately they didn't help very much as the students didn't seem
to be able to comprehend that they were required to actually study and try to learn the subject matter under study, instead just being
present in class semed to be all they reqarded as necessary to pass the class.
It is also important for students to realise that the class, as a discussion class, requires collaboration and cooperation, and that
they need to understand that failure to cooperate will influence not just their outcomes, but general class outcomes, too.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

One problem this year was that we had chosen a textbook which proved to be unsuitable for the class level, and for the course aims. It
will be necessary to select a new text for future classes. Other activities set, such as online discussions and presentations saw a
better response.
The other problem related to the attitude of a group of students, who were unwilling to study and instead spent most of the class
loudly discussing unrealted topics, playing with their smartphones, and generally disrupting the class. Various attempts at classroom
management were unfortunately unsuccessful, and this group of students slowed down progress for the other students quite considerably.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2 後期 必修 いいえ 14

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Students were assessed on 1. Vocab Test scores (15%), mid- and end-of-semester projects (15% each), class performance (25%), portfolio
(10%), self evaluation (10%), and progress in e-learning (10%). The average grade for the semester was 78.4%, with a range of 60% to
89%. All but 2 of the students completed the e-Learning section of the course.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

This was a very difficult class for these students, perhaps due in part to the level of the textbook and the type of activities
involved. There were large amounts of reading required before and during class, and even these B class students struggled to
understand the content (see note about textbook above). The dynamic of the class was OK, but there is a group of quieter students who
are reluctant to take part fully.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This year was our first to use the In Focus textbook for this class. This textbook proved to be unsuitable for this class, so we have
changed to Global Connections for 2017. As well as the coursework from the textbook, we heavily supplemented using online activities
on our Moodle CMS. This course also has a strong focus on vocabulary building, so we set up a system for students to learn 4
vocabulary lists of approximately 200 words each, and these were tested on during the semester.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Malcolm　Ross　Swanson

科目名

English Discussion Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 See above regarding textbook

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

Given the problems with implementing this textbook we have decided to change to a different book next year, and will be choosing one
that fits the communicative nature of the course better. We will continue with the vocabulary building parts of the course as we felt
these were valuable for the students to help them develop their overall skills. We also want to move the curriculum to a more student-
based approach, and we will be involving students more in developing their own materials, developing groupwork and leadership skills,
and participating in assessment.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2 後期 必修 いいえ 30

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ × × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Similar to last year, students were assessed using the following rubric: 6 x presentations (35%), written report (20%), workbook
(20%), and final presentation (25%). They were able to access their grades at any time during the semester on the Moodle online
course. It was a large class with over 40 students (which was a challenge!!), and grades ranged from 65% to 97%. 3 students failed the
course through non-submission of assignments and multiple absences. Most students scored in the 80% decile.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

As in other years, the students did extremely well in this class, so I was satusfied with the results they achieved during the
semester. For that reason, I feel DP1, DP2, and DP5 were all achieved.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This was the first year that we have run this class in Room 531 as opposed to a normal computer classroom. This is a very practical
course and totally relies on the students achieving certain goals during the course in a timely manner in order to get credit for the
course. During the semester, we work on 5 sub-projects, each one focusing on a particular skill area. At the end of the course, the
students bring all these skills together to perform a final presentation in English. We followed a cycle of preparation one week, then
performance the next week throughout the semester.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Malcolm　Ross　Swanson

科目名

English Presentation

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 I feel the assessment rubric used is OK as is as it was effective in getting the students to work towards a goal. However, the final
presentations weren't as well produced this year so the way this is approached may need to be redefined.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

As stated above, this was our first year to use Room 531, so it required some adjustment in order to fit the programme to the
resources we had available. The students required quite a large amount of time to complete assignments on their own without teacher
supervision. This needs to be expanded, and possibly the very core of the programmme needs to be rewritten to make the course fit the
resources available more effectively.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2 後期 必修 いいえ 17

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

The class was basically divided into two groups: those with a good work ethic and attitude; and those who hoped to coast through the
course with minimal effort.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

In general the results were okay. The basic skills were generally okay. The problems started to show when the work required to go
beyond reproducing the target structure and using creativity to achieve originality. Difficult at the easiest of times, some of the
students rose to the challenge and produced quality results. Generally the attitude was good with the exception of a few.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This course is centered on the development of their writing skills by experimenting with new vocabulary and structures. Nurturing
creativity with the use of various different types of writing styles and activities.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Andrew Anthony Joseph Zitzmann

科目名

Creative Writing

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 The subjective nature of evaluating creative writing makes it difficult to evaluate the students in this course. However, I think the
way it is set now with weight put on production rather than quality, provides a fair evaluation of the students efforts in the course.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

It is necessary to continue supporting the students in their quest for originality. It isn’t an easy road for them and they are
easily diverted from the task. Solid explanation and examples should help to provide the basics that lead to creative writing.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2 後期 必修 いいえ 18

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された やや達成された 達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

最初に教師側が与えた資料の英文解釈から作業を始め、その後、各自でインターネットなどを駆使して、世の中の意見を収集し、それをもとに各自の
意見を英語でまとめる、そしてそれに対してコメントする、という流れを作った。

それぞれの学生が、自分の意見を、英文としての稚拙は残しながらではあるが、まとめることができ、テーマについての関心も高めることができた。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

妥当である。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

昨年度の授業では、クラス全体としてディスカッションを行い、選んだテーマについて内容を統一した上で、英文作成に取りかかる方法を取った。と
ころがこれが、学生1人1人の意見を取りあげず、結局先生の意見を押しつけられた、と感じた学生がいた。この反省から、今回は、「選挙年齢引き下
げ」「夫婦別姓」など、社会的にも是非が別れるようなテーマを選び、それについて各自の意見をまとめる、という進め方にした。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

大谷　浩

科目名

Creative Writing

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 良好

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

順調であった。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2 後期 必修 はい 29

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

29名中、秀が17名、優が６名、良が４名、可が１名、不可が１名で、不可の学生は基本的に留学中や、大学に来なくなった学生、退学した学生であ
る。到達度自己評価では（１）自分なりの目標を達成したと感じている学生は、2６名中①０名、②０名、③５名、④１６名⑤５名であった。自由記
述ではほとんどの学生がこの授業を通して「文学に興味がわいた」と回答した。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

必修の科目なので、文学を選択したい学生もそうでない学生も受講することとなり、英語学科には珍しく大人数のクラスとなるが、専門基礎科目とな
るこの講義に置いてどの学生にも教養としての文学の知識や楽しみを教授できたのは良かったと思う。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①速読と精読の両面から文学作品にアプローチするための導入授業として、前期で踏まえた読書経験と知識を土台に更なる発展を促した。
②前期より難易度の高い２冊の小説を取り扱い、文学的批評を紹介し、映画の解釈と比較も学生に行わせた。
③レポートに比重を置いたので、毎回のレポートの採点や、最後に提出するレポートの添削を行った。学習量も「１回３０分程度以上の準備を行った
学生が26名中③が2名④が16名⑤が8名などと比較的沢山勉強したというデータになっている。
④図書館の多読コーナーへの誘導を行い、学生に読書を促した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

ブラウン馬本　鈴子

科目名

英語文学入門Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 目標達成や、学習量などにおいては大旨目標は達成されたが、レポートの内容や形式に関する改善点はまだ熟考の余地がある。また授業中に話し合い
や発表など学生のグループワークを促す時間もあれば更に良い。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

特にレポート作成などに関しては、図書館の利用を促したものの、2６名中利用したと回答したものは３名にとどまったのは残念な結果であった。今
後は参考文献に絶対に図書館の本を入れるようになどと、強制してでも文学学習につなげるために、図書館の利用を促したい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3 後期 選択 いいえ 19

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

単語のテストのトータルは、１００点満点だが、範囲が広いにもかかわらず、全員、よく勉強してきてくれた。特に６人は、英検２級の検定の合格の
可能性がかなり高い学生である。けれども残りの５人も努力の跡が見られた。アンケートでも、目的を達成したと思う学生が６名で、少しそうでない
と思う学生が３名いた。単語のテストの平均は、６５点だった。かなりの学生が、このテストに真剣に取り組んでいた。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

受講動機は、検定２級合格で、いつも頑張ろうという意気込みが、強く感じられた。１１名の受講者の中で、合格を狙っていない学生はいなかったの
で、動機は、かなり高かった。「課題をこなすのが精一杯」という意見が、かなりあった。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

英検の問題をこなし、単語力、リスニング能力、文法力を伸ばすことに重点を置いた。英語科は、学習量の評価は、授業に参加するために１回３０分
以上準備を行う学生が１００パーセント、１回３０分以上復習する学生も５０パーセントと全学部の中で最も多い。熱心に学習に取り組む学科であ
る。自由記述を見ると、授業以外に学習に取り組んだ学生が、９人中「単語」「単語の練習」と答えた学生がほとんどだった。今年から英作文が導入
され、それを鍛えたこともよかった。英検の合否は単語力にあることを、理解しているためと考えられる。皆さん課題で精一杯でそれで充分だったと
答えているので、授業は良かったと考えられる。。このクラスは、毎回必ず単語のテストを行い、単語力の拡大に力を入れてきた。１１人中、６人が
合格したのは、単語力の増大が出来たことと、英作を鍛えたからと、考えられる。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

村田　希巳子

科目名

英検演習Ｂ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 総括して、授業が効果的で、うまくいったといえる。しかし５名の学生の取りこぼしが無いように、ますます引き締めていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

受講動機は、検定２級合格で、いつも頑張ろうという意気込みが、強く感じられた。１１名の受講者の中で、学習到達度は、英検の受験者１１名のな
かで、６人が合格したので、確率はかなり良かった。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3 後期 選択 いいえ 10

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　受講8名中4名がTOEICスコア500を達成できず不合格となった。合格者と比べ、不合格者は概ね出席数や宿題提出共に芳しくなく、受講意欲が低かっ
た。また、比較的熱心であった1名も、弱点を克服するための学習方法の実行意欲に欠けていたことが目標に届かなかった主因と思われる。
　到達度に関する学生の自己評価については、授業評価を実施した最終授業日の欠席者や途中放棄者を加えると、授業評価で示された値よりも低くな
る筈である。しかし、成績が振るわなかった各不合格者は、空き時間に研究室で個別指導の機会を設けたにも拘わらず、これに応じてもおらず、致し
方のない結果であると考える。逆に、単位取得者のスコアは580から740の範囲で分布しており、それぞれ十分な学修成果を上げることができた。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　DPの位置づけについては、現代社会に寄与するために必須となる、英語運用力の向上を目標とする科目として妥当と考える。授業においても、単な
るTOEICテスト受験準備の学修ではなく、グローバル人材として必要なビジネスや社会のしくみ、日本と欧米とのビジネス慣行や社会の仕組み、文化
の違い、IT化の現状などを取り上げることで、該当するDP方針に沿った運営を心掛けた。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　科目の性格上、TOEICテストのスコアを上げることを目標に受講する者が大半であり、目標スコアを設定している受講者は授業中の取り組みでも積
極的であった。
　授業では、TOEICテストが扱うビジネス・社会分野の語いや表現を学修することと並行し、実際のビジネスや社会のしくみや慣行について、特に欧
米と日本の違いに視点を当てて説明し、TOEICが取りあげる各状況への理解につながるように留意した。
　所属する学年の違いに拘わらず、個々の履修生のレディネスそのものに差があるため、それぞれの実力レベルに合わせ、宿題の添削などを通して個
人指導に努めた。また、当年度はTOEIC公開テストが新形式に移行し、科目として取り扱う内容であるTOEIC IPテスト（従来形式）との乖離が生じた
ため、授業外の学習機会を設け、新形式テストへの対応力養成に努めた。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

村橋　素行

科目名

ＴＯＥＩＣ演習Ｂ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　他の科目と異なり、TOEICテストのスコアで合否が決定するという科目の性格上、不合格を恐れて受講者が少なくなるということが、授業以前の問
題として存在する。
　達成状況については、学習意欲の有無で二分されているものの、意欲的に取り組めた学生のTOEICスコアは概ね大きく向上していることから、上記
の通り「やや達成された」と考えている。総括的評価については、TOEICテストについての目標設定と必要な学習に取り組む意欲のある学生について
は、しっかり目標達成を支援できるという点で肯定的に捉えている。その一方で、個別の学生の学習上の困難について、本人に学習意欲があるにも拘
わらず、今一歩踏み込んで支援できなかったことを反省している。今後の改善課題として、早めに個人的な躓きを発見するよう注意と関心を払ってい
きたい。
　科目自体としては、次年度からはTOEIC IPテストも新形式問題へ移行するため、全面的な新形式対応への授業準備が必要となる。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　TOEICテスト受験に必要な語い・表現力の構築において、授業後の定着化については基本的に学生個人の努力に委ねている。この点については、学
生に十分説明し、併せて必要な材料はハンドアウトや資料・音声システムを通じて提供しているため、今期は特に改善要望は受けなかった。TOEIC公
開テストの新形式問題への対応については、図書館国試コーナーに公式問題集を複数冊用意し、貸し出しはされていたが、当科目の図書館利用の回答
では利用者はなかったようである。研究室では、定期的に新形式問題に特化して学ぶ個別の学習会で指導を行った。
　授業の質の評価はほぼ4.0程度であり、授業については学生のニーズに沿ったものであったものと理解している。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1・2・3 後期 選択 いいえ 6

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

 　科目への関心は髙かったが、各履修者の実力と目標となるTOEICスコア650との差が大きく、単位取得に至った履修生はなかった。しかし、1年生で
ありながら，学修を通じ600点を上回るスコアを達成する者が続出した。これは、卒業時のTOEIC TESTスコア650を目標とする当学科としては満足でき
る成果と言える。到達度の自己評価平均においても大半が4.8となっていることから、履修者はそれぞれ成長を実感できていると思われる。このた
め、教育目標としては「やや達成された」とした。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　DP1については、科目の目標には届かなかったものの、1年生としては十分な伸長を示した履修生が大半であり、一定の成果が認められる。学修への
取り組みは、DP4が期待する働きへの強い動機に支えられており、DP5が求める能力・技法にも進歩が見られる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　受講生5名は全て1年生であり、TOEIC TESTの650というスコアの難易度について十分理解しないまま履修していた。このため、単位取得ではなく、
各自の英語情報処理能力の向上につながる学修を心掛けた。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

村橋　素行

科目名

ＴＯＥＩＣ演習Ｄ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　今期は1年生のみが受講し、全員が不合格であったが、学科の目標は卒業時にTOEIC SCORE 650以上を取得することであり、この科目には3年生に積
極的に受講してほしい科目である。学生は、科目が目標とするTOEICスコアを達成できない場合に不合格となるということから、受講をためらうケー
スが多く、カリキュラムの狙いと学生の受講動機の間にギャップが感じられる。新カリキュラムでは、この問題を解決していただきたい。
　全体の達成度については、履修生のTOEICスコアに顕著な伸びが見られたため、全員が単位取得に至らなかったが、プラスと捉え、「やや達成され
た」とした。
　科目自体の課題としては、適切な履修指導と、次年度からはTOEIC IPテストも新形式問題へ移行するため、全面的な新形式対応への授業準備が必要
となる。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　授業運営の前段で、適切なレベルの科目を履修登録するよう、より丁寧な履修指導が必要と思われる。学生が熱心に学習に取り組んだ結果が、単位
取得に結びつかないということには、忸怩たる思いがある。
　授業の質評価で各項目の平均が4.5〜4.8となっている。授業の中で単位取得は至難の業であることに言及してきた上での授業の質評価平均であり、
学生は単位取得の可否に拘わらず、学力が伸びたことを成果として受け取ってくれているようである。これは、少人数の授業であったため、それぞれ
の疑問や理解できていない点についてフォローしやすかったことにもよると考えられる。
　図書館国試コーナーに公式問題集を複数冊用意したため、利用した者がいたようである。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2 後期 選択 いいえ 23

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Students were assessed on grades for each unit of study, plus a final project. Assessment was kept open and transparent so that
students were always aware of how they were doing in the class. Grades ranged from 70% to 92%, with the mean score around 83%. All but
one students who enrolled in the course passed.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

Students showed a positive attitude to this class and an appreciation of its practical nature., so DP3 and DP4 in particular were
achieved. Weaknesses in general knowledge and background caused a few problems with DP1 and DP5, but by the end of the course the
students had made significant gains.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This course follows on from Area Studies I which focuses totally on Canada. Realising that the students generally have a very poor
conceptualisation of where they are in the world and the richness of cultures around us, Area Studies II focused less on countries and
more on concepts such as family, education, food, recreation, government, etc to give the students a broader outlook and better global
perspective.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Malcolm　Ross　Swanson

科目名

Area Studies Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 Following on from last year, we will make greater use of digital rather than paper portfolios. Students will continue to have a
greater say in class planning.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

In this course, we used portfolios successfully for the first time. However, for future courses, I want to build the concept of
digital portfolios more strongly into the course structure so that the students have a centralized resource area they can use to
collate what they have learned. This will probably be done using a Moodle course specifically for this purpose.  I also believe the
students should be more actively involved in the planning of the course so they have a greater investment in its outcomes.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2・3・4 後期 選択 いいえ 30

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

講義内容が抽象度の高いものであることから、「達成された」と評するには多少抵抗はあるが、学生達は皆熱心に理解しようと努めた。
授業の後には毎回リアクションペーパーを提出させているが、毎回講義内容についての興味関心が刺激されたことを記述している。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

妥当である

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

英語学概論で一般的触れられる内容を、時として減らしてでも、学生達が理解できる内容に落とし込むことを常に心がけた。特に最初の単元であった
意味論は、抽象的な思考が必要とされ、「意味の意味」を定義する３つの主流となる考え方を理解させるのに、予定時間を超えて具体的例をたくさん
挙げる事を試みた。その後の社会言語学や国家の言語政策においても、身近な例をたくさん準備して授業に臨んだ。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

大谷　浩

科目名

英語学概論Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 良好である。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

一般大学レベルでの英語学概論と比べるとおそらく内容が十分網羅されていない部分があると思う。しかし本学学生の理解力を考慮した際、そうした
修正はやむを得ないと考える。何より、英語学全般にまず興味関心を持たせることが第一義である。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2・3・4 後期 選択 いいえ 32

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ×

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケートの数値、自由記述に基づき、上記のような判断を下すに至った。「態度」が、「達成された」ではなく「やや達成された」
になったのは、予習復習時間・情報利用・図書館／インターネット利用の項目で、高得点でなかったことによる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

「受講動機」で一番多かったのが「関心のある内容である」であったことから考えて、日本語と英語の違いに表れた文化的差異に焦点を当てながら、
国際平和やことばの力にまでテーマを拡大し本科目は、内容的妥当性が高かったと判断できる。そのことは、学生の授業評価アンケートの数値、自由
記述にも表れている。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

日本語と英語の違いに表れた文化的差異に焦点を当て、授業を運営した。視聴覚教材等の使用により、国際平和やことばの力にまでテーマを拡大し、
社会的出来事を広く深く考える機会を履修生に与えた。毎回の授業で、「担当教員による問いかけに個人で考え、個人の考えをペアで話し合い、その
話し合いをグループで共有する」というThink-Pair-Shareを何度も行うことで、一方的な講義形式を排除した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

横溝　紳一郎

科目名

異文化間コミュニケーションⅡ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 学生の授業評価アンケートの数値、自由記述に基づくと、授業自体の質は高く評価されていると考えられる。授業の内容上、予習復習・情報利用・図
書館／インターネット利用を特に必要としない授業をデザイン・運用してきた。このことが「課題」であるかどうか考え、改善の必要があれば、その
改善に努めたいと思う。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

学生の授業評価アンケートの数値、自由記述に基づくと、授業の進め方については、特に問題はないと思われる。さらなるアクティブ・ラーニング化
をめざして、何ができるのか／何をすべきなのかを、継続的に模索していきたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2・3・4 後期 選択 いいえ 20

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　DP1の知識理解に関しては，2回実施した小テストの平均点が，1回目：15点満点中11，2回目：15点満点中12.5と，非常に良好な結果が出ている。こ
のことから教育目標は達成されたと理解している。また，積極的に授業に参加・貢献している点を評価する授業貢献度の項目においては，20点満点中
12.9という平均値が出ている。この点もほぼ全員が毎回何らかの形で主体的に発表などを行ったことの証左であり，受講者の授業満足度の上昇にもつ
ながったといえる。定期試験については，50点満点で平均が28.7と半分を少し超えた程度であった。もちろん，中には高得点を獲得した学生もいた
が，応用時事英語を担当教員が意識しすぎて，試験の難易度が上がりすぎたかもしれず，その点は改善の余地があると考えている（総合評価の平均
点：78.8）。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　時事的分野は，普段学生が意識的にふれる機会が少ない分野であり，新聞，ネット，テレビなどのメディアで内容を見聞きすることはあっても，そ
れを英語でどのように表現するのか，というところまでフォローしている学生は極めて少数と思われる。そうした前提に立ち，まずはニュースや記事
の背景までを含めた知識理解を最大の目標として授業を展開した。学習到達度の自己評価においては，（2）知識を確認，修正したり，新たに得るこ
とができた，という設問に対して，受講者全員が「そうだと思う」を選択している点などから，内容的妥当性は確保されていると考えられる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　前期の時事英語入門と同様，難解というイメージが伴いがちな時事に，より深く興味・関心を学生に持ってもらうために，時事英語そのものだけで
なく，取り上げた内容や英語ニュースの背後にある背景知識にも言及するようにした。また，前期入門クラスとの差別化を図るため，比較的長い英文
記事を取り上げ，応用クラスを受講しているという実感をもってもらえるような教材の選定を心がけた。そのために，できるだけ最新の時事をカバー
した内容をリーディングとリスニングの両面から導入した。また，授業以外の時間にも新聞，テレビ，ネットなどから報道されるニュースにふれる機
会を意識的かつ強制的にもたせるため，最新の時事英語をほぼ毎日更新しているウェブサイトを活用して，開講期間中に2回時事英単語の小テストを
実施した。また，応用というクラスを踏まえて，前期入門では実施しなかった内容に関する意見交換や発表なども行い，担当教員と受講者間で双方向
性を意識しながら内容理解の共有に努めた。全員が前期からの継続受講であったため，受講にあたってのルールなどが理解されていたため，無断欠席
や遅刻がほとんど散見されなかった。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

野中　誠司

科目名

応用時事英語

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　到達度自己評価における（2）知識を確認，修正したり，新たに得ることができた，という評価項目に対して，学生全員が「そうだと思う」を選択
しており，時事英語入門で学習した成果を応用レベルへ発展していくという目標は達成できたと思われる。課題としては，前項目で言及したように，
学習した内容の理解および定着の強化を図るために，復習する時間を設けることで，定期試験における高得点につながるようにしたい。特に，最終授
業日は新たな教材や記事を導入することなく，これまで学習した内容の復習に充当するなど，学生のニーズに合った柔軟な授業を展開することも検討
したい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　定期試験の結果が，こちらの予想に反して，正答率が低かった点が懸念材料である。記事の本数は前期よりも短いにもかかわらず，分量が内容とと
もに増加した結果，定期試験の出題範囲が細かい部分にまで及んだ点は否定できない。定期試験の答案をあらためてチェックしたところ，完璧に解答
できている設問と解答が無記入になっている問題という答案パターンが多かった。この点に関しては，あつかう教材を絞り込んだうえで，その教材を
反復練習するなどして，場合によっては試験前に復習などの時間を意識して創出し，学習した内容の理解・定着強化を図ることもひとつの改善策と考
えている。授業の質評価においては，すべての項目で「そうだと思う」を全員が選択していたが，学習した内容の結果である試験の得点が低いという
のは，とりわけ復習などの反復学習ができていないことが原因である。そうした点を授業の中で改善できるようなしくみを計画，実践していく必要性
を強く感じており，今後の課題といえる。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2・3・4 後期 選択 いいえ 28

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

①最終的な成績は、Ａ32.1％、Ｂ32.1％、Ｃ25.0％であり、ここまでで89.2％を占めている。この層は、理想的レベルに至ったが、Ｅも2名いた。②
知識理解については、試験や小テストで記述式の問題を出しており、知識についてかなり習得されていた。しかしながら、応用問題記述的な出題なる
と、正当率が落ちることから、理解については基礎的な理解にとどまっていた。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①主に2年生を中心に受講していることから、この時期に入門的な知識を習得することは、意義あることだと推定する。学科の科目にこの科目を発展
的に継承する科目があり、ビジネス英語の入門的な内容の妥当性はあると思われる。②学習量の評価では、授業に参加するために、一回30分以上の準
備をどれくらい行いましたかの項目では、③2.3回以上が11名である。30分以上の復讐については、③2.3回以上が5名となり、さらに減る。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①履修者28名中、3名だけが3年生で、残りの25名は2年生とのことで、カリキュラム上ビジネス関係の英語は全く初めて学ぶ人たちが中心であること
を念頭におき、ビジネス英語の基本の基本をゆっくりすることにしていた。前期の同名科目で、英語学科４年生の授業があったが、そこでは留学体験
がある学生が多くを占めていた。彼女たちでも理解が難しい箇所は、後期は念入りに時間を使って説明した。②2016年度に初めて担当した科目であ
り、2015年度における授業の改善計画はなかった。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

林　　裕二

科目名

ビジネス英語入門

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 ①人文学部の両学科の2年生以上の選択科目であり、大教室での60名を超えていたクラスサイズである。静穏を保ちながら、話を聞かせるスキルを磨
く必要がある。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

①自由記述では、提出物の期限がわかりにくかったとある。最初の授業をオリエンテーションに充てており、そこで配布物を使い、時間をかけて説明
してるつもりであるが、今後はさらに丁寧に行う必要がある。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 はい 19

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

重点を置いてきた、授業内での発言や自主的な授業への参加が、授業後半になるに連れて顕著になった。知識理解（DP１）については、観光ガイドに
必要なガイディング知識を得ることができたと回答する学生（わりにそうだと思う・かなりそうだと思おう）が76.4％と達成感が示された。英語の運
用能力についても実力がついてきたと授業内で感じた。意欲関心（CP３）については、比較的肯定的にとらえているが、授業の課題以外の学習に取り
組んだのは18％と行動には現れなかった。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①CP,カリキュラム上の位置づけからみての内容妥当性
最終的には国家試験合格を目標としているが、学生の中では、資格取得の意識は低いが、学生も一定の意欲と成績を収めていることから、内容的には
妥当であると思う。

②DP、行動目標からみての内容的妥当性
知識の習得や、コミュニケーション能力を身に着けるという面では、発言も増加しており内容的には妥当だったと思う。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①受講動機としては、「単位数を確保する」が52，9％と過半数を占めていた。また、「関心のある内容」は41.2％だった。演習なので、教科書の和
訳・英訳だけに留まらず、ガイドの現場でのガイディング経験を具体的に話ながら、通訳ガイドの仕事の面白さややりがいについて語り、興味を持っ
てもらえるようにした。
②それぞれの授業に集中してもらうために、授業内での発話、発言、小テストを頻繁に実施した。
③昨年の反省を踏まえ、授業内で前回の復習やまとめを取り入れた。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

岩井　朝子

科目名

英語通訳ガイド演習Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 資格試験合格を目標とする授業ではあり、動機付けに苦慮することもあるが、ガイドというキーワードから観光を連想させ、学生には興味の湧く科目
だと思う。ホスピタリティやグローバル化といったトレンドとなる言葉から、具体的な経験をより多く伝えることによって、課題以外にも英語、観光
に自発的に興味を持ってもらえるように改善していきたい。授業の終わりに、内容の整理を行ったり、復習を行い内容の定着をはかりたい。また、今
後は、アンケ―トを3度程度行い、学生の反応を見ながら授業を進めていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

自由記述にも見られるように、時間が足りないと思う学生がいたので、今後は、考える時間、討論する時間を増やし、学生が充実感を持って授業が終
えられるようにしたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3 後期 必修 いいえ 19

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された やや達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

Students were assessed on a number of criteria: Class performance, Preparation, Assignments, and Final Project. All students who
regularly attended the course and completed assignments achieved passing grades, with some exceptional students achieving high grades.
No students failed due to excessive absences.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

Overall, the students covered the goals very well. Given that this was the lower ability "A" class, I was exceptionally happy with
their achievements. This was a difficult class for them, but they all rose to the challenge. DP2, DP3, and DP5's targets were all
achieved. DP1 was the only problem as they were hindered a little by a weak understanding of the topics and a lack of pre-knowledge.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

As in previous years, this course followed on from the first semester where the students were encouraged to play a greater role in the
development and assessment of the course to develop their critical thinking skills. This semester , the focus was on business English,
and we worked on case studies, research skills, SWOT analyses, and a final project. The students were encouraged to be proactive in
their studies and prepare thoroughly for the classes.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Malcolm　Ross　Swanson

科目名

Advanced Eng. Discussion Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 e will continue with the system started last year of assessment being decided by both students and teachers on a collaborative basis.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

One of the goals set last year was to flip the classroom and have students study the material BEFORE class so that they could work on
collaborative activities with class. As we were using Room 531, the Active Learning room, we hoped for students to be more involved
with the process of class material, using what they have learned in more effective ways. This coming year we plan to expand on that
goal.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3 後期 必修 いいえ 23

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された やや達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

The students were generally well prepared for the class activities, having done significant research for the topics. Although the
research element was expected to be quite detailed, many of them stood up to the challenge and demonstrated good research skills.

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

DP1: Students were required to use the skills they have learned in Years 1 & 2, plus do adequate research for the various topics.
They handled this well. DP2: This area could use some improvement. Some of the students were very passive about organising, planning
and preparing for group activities. DP3: Generally, the students worked very well and achieved great results. DP5: The students
developed their general English skills well.

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

This course expects students to use the skills they developed in Years 1 and 2 to explore the world of business. Students are expected
to discuss real business topics. Active Learning concepts presented in Advanced English Discussion I are applied to this course.
Researching and discussing the various topics are integral to the course as is self-evaluation following individual and group
presentations.

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

Andrew Anthony Joseph Zitzmann

科目名

Advanced Eng. Discussion Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 This course is primarily based on self- and peer-evaluation. The students, in general, have been quite proficient at this, although
some more direction could be provided so as to improve this element further.

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

Some more preparatory activities need to be included in order for the students to better participate in the decision making process.



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 いいえ 31

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　DP1の知識理解に関しては，2回実施した小テストの平均点が，1回目：15点満点中10，2回目：15点満点中11.5とわずかながら上昇している点から，
ターム期間中の教育目標としては達成されたと判断している。また，積極的に授業に参加・貢献している点を評価する授業貢献度の項目においては，
20点満点中11.7という平均値が出ている。これは受講者間で意見交換や発表に多少の差異はあるものの，全員が挙手により，何らかの形で主体的かつ
能動的に発表したことで授業に積極的に参加したことの証左である。定期試験についても，応用時事英語よりも難易度が上がったにもかかわらず，50
点満点で平均が38.8と良好な結果が出ている。このようなことが奏功して，全体的な評価の底上げにつながった（総合評価の平均点：88.2）。この最
終結果をも踏まえて，教育目標は達成されたという結論に至った。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　時事的分野は，普段学生が意識的にふれる機会が少ない分野であり，新聞，ネット，テレビなどのメディアで内容を見聞きすることはあっても，そ
れを英語でどのように表現するのか，というところまでフォローしている学生は極めて少数と思われる。しかし今回の受講生は，全員が本科目の下位
に位置する時事英語入門や応用時事英語をすでに学修済みであったため，昨年の時事英語に対する知識や知見が活かされていた。そのおかげで，内容
に対するディスカッションや意見交換もある程度実現できた。学習到達度の自己評価においては，（2）知識を確認，修正したり，新たに得ることが
できた，という設問に対して，受講者全員が「そうだと思う」を選択している点などから，内容的妥当性は確保されていると考えられる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　本科目は今年度前期に初めて設置された科目である「時事英語研究Ⅰ」からさらに発展させた内容という位置づけである。研究というタイトルが付
与されている点を踏まえて，これまでの時事英語入門や応用時事英語のように時事英語を習得するだけでなく，学習した内容について日本語および英
語で意見や考えを発表し，それらを受講者全員で共有できる機会を設けた。履修者全員がすでに時事英語入門や応用時事英語を昨年度受講していたた
め，科目の「差別化」を意識して授業を展開した。自由記述においても，好意的なコメントが寄せられた点から，新科目初年度後期としては，概ね望
ましい結果が得られたと認識している。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

野中　誠司

科目名

時事英語研究Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　到達度自己評価における（2）知識を確認，修正したり，新たに得ることができた，という評価項目に対して，学生全員が「そうだと思う」を選択
しており，時事英語入門，応用時事英語，さらに前期時事英語研究Ⅰで学習した成果を発展的レベルにまで上げるという目標は達成できたと思われ
る。課題としては，学習した内容の理解および定着の強化を図るために，適宜復習する時間を設け，小テストや定期試験の高得点化を目指したい。く
わえて，学生間の意見交換やペアワークなどのアクティビティをより多く取り入れ，英語での自己発信を積極的にサポートできるような体制を強化し
たい。また，学生の積極的な学習姿勢をきっちりとチェックし，受講生からのフィードバックやタームの途中での要望や改善なども今後導入を図って
いきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　学生からの自由記述で，「発言しても印をつけれている人とつけられていない人がいるのはなぜか。不平等不公平につながらないだろうか」という
コメントが書かれていた。前項目で全員が発表したということを述べたが，手元の座席表に発言のチェックをする動作を発言者が観察していて，たま
たま自分の発言がチェックされなかったと感じたのではないかと推察される。授業中に有用な発言があるとその内容についての意見交換などが生じ，
チェック漏れが生じる可能性は否定できない。コメントを記入した学生がそれだけこちらの一挙手一同をつぶさに観察していたことであり，あらため
て担当教員として言動にはくれぐれも注意しなければならないと再認識した。同時にそうしたチェック漏れがあるかもしれないと不安に思う学生に対
しては，こちらから「漏れがあるようだったら，指摘してほしい」などの声がけを積極的に行っていきたい。今回の授業評価のコメントで唯一批判的
なコメントとして書かれていたので，独りよがりな授業展開になることなく，授業の主役である学生の側に立った授業を行っていきたい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 はい 21

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された 達成された 達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

達成度自己評価の項目に置いては、例えば「（２）知識を確認、修正したり、新たに得ることができた」において２１名中③１１名④１１名となって
おり、詩の技法や鑑賞方法などの明確な目標は達成したものと思われる。また、成績は、21名中、秀１２名、優2名、良３名、可２名、不可２名と
なっており、ほとんどの学生が優秀な成績を収めた一方、意欲喪失した学生や脱落者が一部でて両極化が見られた。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

専門教育科目の専門展開科目であるこの授業は、ほとんどの学生にとっては選択科目となっており、基本的に２年時で英語文学入門などで文学が好き
だった学生が選択してくる。また教職をとる学生にとっては必修であり、万人に向けたレベルよというより、英語を専門とした社会人に通用するレベ
ルの講義とした。学生も一定の成績を収めていることから、内容的には妥当であると考える。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①英米文学の中から、主要な詩人たちとその作品をテーマに講義し、購読、鑑賞した。
②詩の技法や鑑賞法を学習しいく中で、音やリズムに親しむために欧米のポップソングのリスニング練習を行った。
③受講動機を見てみると①必修科目11％、資格取得に必要50％、関心のある内容17％、単位数の確保39％であった。学生のコースによっては必ずしも
必修とは限らないこの講義に置いて、関心があるからとった、というよりは、単位確保でなんとなくとった学生が目立ち、シラバスだけで講義の魅力
をPRする難しさに直面した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

ブラウン馬本　鈴子

科目名

英米文学特殊講義

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 最後の５回の授業の後半をオーラルテストに当てた。これは詩を暗記するのに絶好の機会であり、どの学生も内容自体はよく暗唱していた。また発音
がいまいちの学生が何名かいた昨年の経験から、図書館でCDを聞くことを促した結果、ほとんどの学生の発音もよかった。自由記述には、「テストの
時に詩を全部暗記する理由がよくわからなかった」との指摘があったが、詩を暗記するの意義を説明できればよかったと思うので来年の反省点とした
い。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

自由記述には「普段めったに触れることがない、音楽や詩について学習できてよかった」など音楽や詩をCDで聞いたことに対する肯定的な意見が多
かった。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 いいえ 15

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された 達成された 達成された どちらともいえない やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

講義を欠席がちだった学生を除き、ほぼ全員が優秀な成績を納めた。多くの学生が、映像資料を見た後のレポートで建設的な意見を書き、また積極的
にわからないことについて質問していた。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

履修者のほとんどが、単に「単位が必要だから」という理由で履修しており、そもそも英語学科に「文化人類学」を3年次配当でおく理由が理解でき
ない。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

講義に当たっては、できるだけ身近なテーマや映像資料を用いることで学生が興味を持つよう工夫している。また、文化人類学は暗記ではなく考え方
を養う学問であるため、知識理解は講義で扱ったテーマをもとに、その時間内で完結するようにしている。したがって、講義の中で十分に理解ができ
る場合、講義時間以外の学習を求めない。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

森谷　裕美子

科目名

文化人類学

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 今後も、よりよい講義を行うことができるよう改善していきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

「少し話すスピードが速い」という指摘については、今後、注意したい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 いいえ 25

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

× ○ ○ × ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

どちらともいえない やや達成された 達成された やや達成された

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　本科目は，数学について学習する授業であるが，複雑な計算問題や公式への当てはめなどに重点を置くのではなく，普段の生活の中に出てくる数学
や生活の中で必要となる数学的思考法に重点を置いて解説することを心掛けた．
　第１回目の授業時に，数学に関連する質問をしたところ，受講生全員が数学は苦手であることが分かった．また，「受講動機」においては，77.3％
の受講生が，単位数を確保するために受講したと回答している．このことから，受講生の多くは，消極的な動機で受講していることが分かる．そのた
め，本授業では，初等・中等教育機関で学んできた数学のイメージから脱し，身近な事例を交えつつ平易に解説していくことで，苦手意識を少しでも
払拭し，興味や関心を惹きつける授業を心掛けた．

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

浅羽　修丈

科目名

生活の中の数学

該当に○

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　最終的な成績の平均値は，70.2点であった．この数値だけを見ると，受講生は標準レベルに達したと判断できる．しかし，成績の内訳は，Sが6名，
Aが1名，Bが6名，Cが8名，Dが4名であり，両極端な成績分布となった．出席率が非常に悪かった受講生が多かったことがその原因のひとつではある
が，成績が芳しくなかった受講生に対する教育方法を考える必要がある．一方で，成績が優秀な受講生も多かったことから，全体を通しての達成度を
「どちらともいえない」とした．
　　「思考判断」について検討すると，授業評価アンケートの達成度自己評価の(4)自分が学ぼうとしている専門分野のさまざまな課題を検討する力
を得ることができた，及び，(5)自分が学ぼうとしている専門分野において，的確に判断する力を得ることができた，の2つの項目の平均値が3.5であ
り，まずまずの値であった．そのため，「思考判断」をやや達成されたと判断した．授業では，「思考判断」するための課題を多く出題したが，課題
の内容も含めて検討の余地があることが分かった．
　「意欲関心」について検討すると，授業評価アンケートの自由記述において，「数学が大嫌いでしたが，少し好きになったような気がします．」
「毎回授業がおもしろかったです．楽しい！」といった意見があった．この点から，意欲関心を惹く授業ができたのではないかと感じている．
　「技能表現」について検討すると，授業評価アンケートの自由記述において，「日常生活に役立ちそうです．」とあり，数学の技能が生活で役立て
られる可能性を示唆している．しかし，達成度自己評価の(7)自分が学ぼうとしている専門分野で必要となる技術を身につけることができたという項
目の平均値が3.5であり，高くも低くもないという結果になっている．このことを踏まえて，やや達成されたと判断した．

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　本科目は，英語学科の専門性からは離れた内容となっている．そのため，ＣＰ・ＤＰの観点から，教養を広める科目という位置付けであると判断で
きる．そのため，数学の専門性を高める内容ではなく，普段の生活の中で困らない程度の数学的思考判断力，技能表現力を身につける内容を提供する
ことが重要である．授業評価アンケートの自由記述を見ると，「身近な問題が多く，取り組みやすかった」とあった．この点から，本科目の内容は妥
当性が高かったと判断できる．



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　全体として，成績が優秀な受講生と芳しくない受講生との差が大きく，両極端であったことが分かった．この問題の解決に取り組むことが，重要で
あると感じている．
　成績が芳しくなかった受講生は，出席率が非常に悪いことが分かっている．そのため，来年度に向けた大きな課題は，①出席率を向上させるための
工夫と，②欠席者に対するフォローアップの2点である．これらの課題の解決に取り組み，授業改善に努めたいと考えている．

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　授業評価アンケートの授業の質評価の(3)説明は理解しやすいものであった，(4)授業中に，自分の意見をまとめる，話し合う，発表するなど，学生
が参加する機会が作られていた，(5)口頭，文書など，何らかの形で学生の質問を受け付け，それに答える機会が作られていた，という3つの項目の平
均値は，4.0以上であり，まずますの高い評価を得ることができた．しかし，(1)テスト，レポート，提出物などの評価基準は明らかであった，(2)期
間内に行うべき学習の範囲や課題は明らかであった，という2つの項目の平均値は，それぞれ3.8と3.7であり，4.0を下回った．この観点から，テスト
や課題についての説明がやや不足していることが分かった．そのため，テストや課題の説明や進め方について，検討の余地があると考える．



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

2・3・4 後期 選択 いいえ 49

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　当科目は、就業へ向けてのレディネスを高める事を目的としており、扱うテーマが多様である。これにより、知識理解、思考判断、技能表現におい
て、個々の学生のこれまでの学習や体験の中身によって課題毎の学習効果が左右される傾向が見られる。このため、授業で得られる知識の定着度を見
る期末試験の評価を50％とする一方、各課題への取り組みを相対的に重視し、評価の50%を配分し、学生が授業を通じて実感する達成感の手応えと、
成果物やパフォーマンスから教員が判定する実践的対応力評価が近づくように努めた。
　成績評価においては、遅刻・欠席については減点ルールに基づき、レポート等各課題毎の評価はルーブリックを基本としつつ、アナログ的評価が必
要と思われる観点については講評を添付して評価を行った。
　全体を通した評価を「やや達成された」としたのは、学生の自己評価が平均で3.8〜3.9であったことに基づいている。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

　受講動機で「単位数を確保する」が51.2％と半数を占めており、この層は、科目内容そのものへの関心レベルは決して高くなかったものと思われ
る。恐らくその結果、達成度自己評価の平均は3.8〜3.9となっているものの、単位取得に至らなかった受講生が2割程度出ている。授業内容が広範囲
にわたるため、授業中に理解できていたとしても、定着が不十分だったのではないかと考える。
　DP1については、日本産業界の現状を踏まえた上で、DP5と併せて英語によるビジネスコミュニケーションの各手法を学ぶことで、「英語を使って仕
事をする」という目標に向けてのレディネスを高めることができたと考える。DP2については、とくに環境、産業界、企業をとりまく理念と法制の基
本を学ぶことに重点を置いた。DP4-1については、DP1-1と併せてグローバル社会における協働のあり方を学んでいる。DP5については、英語学科の学
生に求められるコレポンやメールのやりとり、社会人として必要な事務文書作成の基本を演習した。またネットや文献から情報を得、自ら考察を加え
るという課題に取り組むことで、ビジネスを進める上での基本的な技法を応用する機会を、繰り返し織り込むように心掛けた。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

　各回の授業では、テーマ項目を基礎情報の提供から実際に能力・知識・技法の基本的な活用ができる段階まで展開することに努めた。
学修準備性に関しては、就業意識をこれから向上させる段階の2年生の履修者も多いため、特に予習を課さず、自発的に次回テーマの関連項目に目を
通す程度の提案にとどめた。
　授業で取りあげた各種技法・知識を実人生で必要になるまで保管できるよう、配付資料に配慮した。
　授業では、大半の学生に、適切な日本語で学術的内容・自己紹介文などのまとまった内容を表現する際の文章作成力において弱点が見られたため、
文章・書類・口頭発表原稿作成にやや傾斜した授業内容を採用した。
　復習については、通期で社会人基礎力の継続的な向上努力を意識づけるよう指導した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

村橋　素行

科目名

現代ビジネス人材論

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　授業中の論点・問題点についての問いのなげかけへの反応や、レポート課題において意図した考察力の向上が、充分には見られなかった。日常的に
複数の新聞の論調を比較し、自らの見解を発表するなどの学修形態を検討したい。
　技能面について、ビジネスにおける特徴的な各種基本技法については実際に演習し、ビジネス実務に特化した資料も提供しているため、今後は必要
に応じて活用しながら習熟してもらえるものと期待している。その意味では、基礎的学修事項は概ね理解してもらえたものと思われる。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　前年度に、説明理解のしやすさの項目の評価平均値が3.1であったため、授業項目の提示や説明の方法を見直したところ、今期は平均3.9となった。
一定の改善効果があったものと捉えている。
　情報利用について、インターネットを利用しなかったという回答が多いが、実際には、レポートその他の課題で殆どの学生がネット検索をし、レ
ポートその他の提出物に反映している。授業評価の質問項目のニュアンスによるものであろうか。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3・4 後期 選択 いいえ 23

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された やや達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

　最終的な成績の平均値は81.0点で、ほとんどの学生が標準的レベルに達し、再試対象者はいなかった。到達度自己評価については、１名を除いて全
員がすべての項目について「まあまあそうだと思う」「わりにそうだと思う」「かなりそうだと思う」と答えており、成績と達成度自己評価は矛盾し
ないと思われ、目標は概ね達成していると考える。一方で、ほぼ毎回課題を提出させており、ほぼ全員がすべての課題を提出していたが、３０分程度
の復習を行っていないと答えている学生が半分近くいた。提出された課題を見ても、３０分以内で仕上げたようには思えないので、設問が十分理解さ
れていないのではないかということも考えられる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①　CP、カリキュラムマップ上の位置付けからみての内容的妥当性
　受講動機に大きな開きがあり、動機づけに苦慮する面があるが、最低限必要な部分と発展的な部分とをわかりやすく示すなど工夫し、成績評価で多
くの学生が達成度が高かったことから、内容的には妥当であったと考える。
②　DP、行動目標からみての内容的妥当性
　成績評価から学生の達成度に若干の開きが見られたが、学生も一定の成績をおさめていることから、内容的には妥当であると考える。
③　まとめ
　以上から、内容的には妥当であったと思われる。

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①　受講生のほとんどは、前期の「小学校英語教育入門」を受講していた学生であるので、ある程度共通の知識があることはわかっていた。よって、
それらの知識をもとに、さらに理解が深められるよう課題などを設定した。
②　半数近くの学生が受講動機として「単位数を確保する」「資格取得に必要である」を選んでいる。一方、「関心のある内容である」という学生も
２割近くいるので、最低限必要な理解と、発展的なものとの区別がわかりやすいように授業を準備した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

塚本　美紀

科目名

小学校英語教育研究

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 　半数以上の学生が単位数の確保のために履修している一方、将来の職業選択のための必要性から受講している学生もいるため、学生のレディネスや
動機付けに大きな開きがあり、授業運営が難しい面があるが、ほとんどの学生は一定の成績を収めていることから、目標は概ね達成できた。質問に対
して答える機会ついては、昨年度の反省を踏まえ改善した結果、ある程度成果があったと思われるが、引き続き改善を続けたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

　授業の質評価について、１名が「口頭、文書など、何らかの形で学生の質問を受け付け、それに答える機会が作られていた」という項目について
「少しそうでないと思う」と答えていたが、それ以外についてはどの項目についてもすべての学生が「まあまあそうだと思う」「わりにそうだと思
う」「かなりそうだと思う」と回答しており、ある程度肯定的に受け止められていると思われる。「口頭、文書などなんらかの形で学生の質問を受け
付け、それに答える機会が作られていた」という項目について、およそ３割の学生が「少しそうでないと思う」と回答している。質問を受け付ける時
間をほとんどの授業で設けているが、「少しそうでないと思う」と回答した学生が１名いたことを真摯に受け止め、より明示的な形で質問を受け付け
る機会を設けたいと思う。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

1 後期 必修 はい 45

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ × × ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①大学での学習に必要な学ぶ技術の基本を身につけることができるようにした。
②パソコン室を利用したり、パソコンを使ったプレゼンやレポートを課し、パソコン技術を向上できるようにした。
③プレゼンテーションが自信を持って行えるように、その心構えや効果的な発表の仕方を学べるようにした。
④マナーを重視し、大学生女子としての品格をあげれるようにした。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

ブラウン馬本　鈴子

科目名

基礎演習Ⅰ

該当に○

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

到達度自己評価に置いてほとんどの数値はばらつきがあったが、授業の質評価は３．９から４．０などと高評価であり、実際の成績も43名中秀32名、
優4名、良5名、可2名、不可０名と好成績であったため。また講義全体やプレゼン中も挙手による活発な質疑がなされた。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

専門教育科目の演習・研究にあたるこの授業は、大学での勉強を始めるのに基礎中の基礎をなすものであり、成績、授業態度、評価もすべてよかった
ことから、内容は妥当だったのでは思われる。



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 大学生活のスタート時点でこの講義ができれば更に良いスタートが切れると思っていたが、将来的なカリキュラム編成では現行では１年生後期であっ
たが、１年生前期に変更する動きがあるので実現できれば良い改善だと思う。教師が常識的なパソコン技術しかないので、何か一般人を超えるほどの
パソコン技術を習得する機会があれば勉強したいと思う。しかしながら２０１８年度からは新しいカリキュラムで初年度教育が始まり、私個人として
はそのことで相談もされておらず、基礎演習担当からは今後外されるのではないかと、やや胸を下ろしている状態である。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

学生たちは、この授業の集大成として最後にパワーポイントでプレゼンテーションを行った。パワポも人前でのプレゼンも大学生になってからが初め
てという学生がほとんどであったが、学生たちや悔しい思いや達成感を味わいながら乗り越えていったように思われる。自由記述には、「人前で話す
ことは意外と楽しいと気づいた」や「色々な知識を得ることができた」やプレゼンテーションの仕方を効果的に学んだことへの意見が多かった。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3 後期 必修 はい 11

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

やや達成された やや達成された 達成された 達成された やや達成された 達成された

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

①学年末の達成度評価において、合格者の成績の平均値は80点（内訳は秀１名、優７名、良２名、可１名）となり、目標にしていた85点には届かな
かった。
②15週の出席率は、11名中93%４名、87%１名、80%３名、73%２名、67%１名となり、全体としては83%で、「専門演習Ⅰ」の95,4%には劣るが、教職課
程履修者３名が介護等体験の実習で第２週目を欠席（公欠対象外）したことも多少影響している。
③到達度自己評価の10項目では、数の多い順に並べると、「わりとそうだと思う」「まあまあそうだと思う」「かなりそうだと思う」に全て収まって
いる。
④授業の質評価を数値が高い順に配列すると、「わりにそうだと思う」「まあまあそうだと思う」がほとんどだが、今回は「少しそうでないと思う」
「全くそうでないと思う」意見もあった。
⑤予習に関しては、０回が５名、２〜３回が３名、１回が２名、４〜５回が１名となっているが、課題に前学期ほどの強制力を課していないせいか０
回の者が多い。
⑥復習に関しては、０回の者が８名と増えているが、就活の準備等へと意識と行動がシフトしているため、やむを得ないのかもしれない。
⑦授業の記録は、１回が８名、０回が３名であった。
⑧シラバスの記載を参考にした者は４名、参考にしなかった者は７名おり、前学期と数値が逆転した。なお、シラバスは授業時に配布していた。
⑨図書館利用に関する３項目に関しては、利用した者と利用しなかった者の比率は、ちょうど１：２の割合で、後者の方が多かった。

４．学生の目標達成状況について

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

①前年度まで通年の必修科目であったが、今年度より半期完結の「専門演習Ⅱ」（２単位）となった。受講動機は、10名の受講者のうち「必修科目で
ある」８名、「資格取得資格取得に必要である」１名、「単位数を確保する」１名となっている。
②「専門演習Ⅰ・Ⅱ」は同一受講者であり、全員モーティベーションが高く、課題に取り組ませやすい環境になっている。次の③〜⑨がその課題であ
る。
③日刊紙の筆写（選択）→目的：さらなるグローバル知識の修得
④「The Japan News」の筆写(選択）→目的：英語力強化、グローバル知識の修得
⑤最新新聞記事を利用した就職活動への準備継続→目的：自己分析、人間力強化
⑥知的書評合戦ビブリオバトル(Bibliobattle)へのチャレンジ→目的：教養力・論理的思考力・プレゼンテーション力などのブラッシュアップ
⑦模擬面接へのチャレンジ→目的：自己分析・表現力などの強化
⑧前・後学期を通じて、担当者が用意した資料の輪読→目的：国内外の総合的な情勢把握にチャレンジしながらの総合的人間力アップ
⑨指定テキスト(授業中に指定）の輪読(ただし、時間が取れた場合に限る）→卒業論文の書き方入門

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

阿部　弘

科目名

専門演習Ⅱ

該当に○



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 ①DP１〜５にある９項目を満たすためには、「国際的視野・地域的視野に立って総合的な教養力と幅広い応用力を念頭に置いた継続的な指導が必要に
なろう。前学期の「専門演習Ⅰ」の内容を部分的に踏襲しながらも、就職活動を視野に入れた指導を行った。例えば、ビブリオバトルでは各自に就活
に役立つような書籍を読ませ、２回ずつ発表の機会を与え、最後に発表した本の一覧表(11人x２=22冊分）を配布した。また、各自の希望する企業
（教育関係も含む）を仮想選択させ、模擬面接も試みた。

②まだ卒論の準備までは至っていない状況において、図書館等の利用が少ないのは理解できなくはないが、与えられたことのみならず、自ら積極的に
上記①に示したような総合的な教養力と幅広い応用力をつける努力を受講者には期待する。

③以上から、達成度に関しては５項目中、「達成された」が２項目、「やや達成された」が３項目となり、全体を通して「やや達成された」という評
価に至った。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

①CP、カリキュラムマップ上の位置付けからみての内容的妥当性
　本教科は「演習・研究」の中の科目で、３年次後学期必修科目(2016年度より実施）であるため、授業回数は15回開講される。学科のCP-5では、
「、、、専門的な知識や研究方法及び社会に出て人々と協働し連携できるコミュニケーション能力を修得するための科目を配置する」ことになってお
り、内容的に妥当であると考える。

②DP、行動目標からみての内容的妥当性
　DP1〜５における９項目に関しては、ゼミ担当者の授業の運び方によって、若干流れの異なる可能性はあるが、「知識・理解」「思考・判断」「関
心・意欲」「態度」「技能・表現」におけるいずれの領域の内容も網羅できるような授業体制で臨んでおり、内容的には妥当であると考える。

③まとめ
　以上から、内容的妥当性には問題ないと思われる。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

①授業の進め方に関しては、2015年度まで通年であったものを、前学期・後学期に分けた。また単位は、前年度まで通年で２単位としていたが、前学
期・後学期それぞれ２単位ずつとした。
②授業に関する受講生からの意見は出されていない。
③授業の質評価において、「少しそうではないと思う」「全くそうでないと思う」という意見が初めて散見されたため、次回の指導で改善につなげた
い。
④学習量の評価では、前学期と比較すると、予習・復習に０回という比率が上がっており、次回の指導で改善につなげたい。
⑤シラバスを授業時に配布していたにもかかわらず、参考にしなかった者が参考にした者を大幅に上回っていたことは、理解しにくい実態である。
⑥図書館利用などで、利用しなかった者の比率が高かったのは、まだ卒論作成等の作業に取り掛かってないからではないかと推測する。

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3 後期 必修 いいえ 13

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された やや達成された やや達成された

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

自分たちの目の前の必要性と、英語の使用をマッチさせる活動という視点を大切にして、授業を行った。

具体的には、まもなく始まる就職活動に対する準備を意識して、英語で日本の就職活動を理解する活動に取り組んだ。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

大谷　浩

科目名

専門演習Ⅱ

該当に○

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

日本への留学生に対する、日本での就職活動を説明した資料を読んだり、日本特有の一括採用についての是非を論じる英文を読んだりしたが、皆、強
い関心を持って取り組んでいた。各自の就活に対する心構えも整っていったと思われる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

妥当である。



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 前期に続いて、ブックレポートも課したが、それも併せて、全体的にも充実した中身だったと考える。来年度も同じように続けたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

3年生の後期の授業内容は、今後もこれが良いと思われる。タイムリーであるし、英語を読む必要性も実感しやすい。



学科

氏名

配当学年 前期・後期・通年の別 必修・選択の別 学科横断的科目か 登録された受講者数

3 後期 必修 いいえ 6

知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

○ ○ ○ ○ ○

全体を通して 知識理解（ＤＰ１） 思考判断（ＤＰ２） 意欲関心（ＤＰ３） 態度（ＤＰ４） 技能表現（ＤＰ５）

達成された 達成された 達成された 達成された 達成された 達成された

４．学生の目標達成状況について

５．ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップ上の本科目の位置づけについての評価

授業の実施にあたり大切にしていること，重点をおいたことをご記入ください。
開講時の学生の学習準備性を示し，授業計画にどう活かしたかを，「受講動機」
なども参考にして記述してください。昨年度に授業の改善計画を立てた場合は，
これをどう具体化したかを併せてご記入ください。
＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，自由記述の意見など

卒論執筆に向けて「ロジカル・ライティング」をテーマとして設定した。演習形式で、研究のデザインの仕方・進め方などを具体的に学び、各自の研
究テーマを設定した。

リフレクションカード　2016年度後期

１．基本情報

２．観点・ＤＰ上の位置

３．授業準備について

英語学科

横溝　紳一郎

科目名

専門演習Ⅱ

該当に○

（１）教育目標は達成されましたか。達成された〜達成されなかったのいずれか
を選んでください。観点別の達成状況は，該当する場合のみご記入ください。

（２）上記の評価の根拠を簡単にお示し下さい。

＊根拠として，成績（トータルの成績，行動目標あるいはDP別）の平均値や分
布（標準偏差，S，A，B，C，Dの度数），独自に設けた基準による達成度，学生
の授業評価アンケートの結果など，できるだけ客観的なデータをお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「学修準備性」，「学習到達度の自己評価」，「学習量の評価」，「学修のための
情報利用」，「図書館，インターネット利用」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、達成度・満足度の高い授業であったと判断される。必要な情報を「宿題・課題」として与えていたため、
「学習のための情報利用」「図書館、インターネット利用」は特に行われていなかったが、この点については特に問題ないと考えられる。

　ＤＰ，ＣＰ，カリキュラムマップにおける本科目の位置づけからみた内容的妥当
性の評価を記入してください。

＜授業評価の指標＞
「受講動機」「学習到達度の自己評価」，自由記述の意見など

学生の授業評価アンケート、自由記述から、アカデミック・ライティングのスキルの向上をめざした本科目の内容的妥当性は、高かったと考えられ
る。



達成状況の総括的評価と課題をお示しください。 学生の授業評価アンケート、自由記述から、アカデミック・ライティングのスキルの向上をめざした本科目の内容的妥当性は、高かったと考えられ
る。学生全員を同じように満足させる授業をデザイン・運営することは決して容易なことではないが、その実現を目指し努力を続けていきたい。

６．授業の進め方とその向上について

７．総括的評価と来年度に向けての課題

授業の進め方についての自己評価及び改善課題がある場合は改善方策を簡
単にお示しください。
また，学生からの意見については，必要に応じて，こちらに回答をお示しくださ
い。

＜授業評価の指標＞
「授業の質の評価」「学習量の評価」「学修のための情報利用」「図書館，イン
ターネット利用」学生の意見など

自由記述で全員が授業に関して高い評価を与えていることから考えて、特に改善課題はないと思われる。


