
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【専門教育科目】 

令和 2年度 

学生が選ぶベスト・ティーチング賞 

投票コメント一覧 

2020年度「学生が選ぶベスト・ティーチング賞（BTA）」で票を得たすべての科目を投票コメントと 
共に掲載しました。コメントが短いものもありますが「ひとり 1票」の BTAでは全ての票が 
「誰かがベストと思った授業」という重みを持っているので、出来るだけ多くの科目を紹介しています。 
※誹謗中傷や企画に副わないコメントは一部削除・編集しています 



演習Ⅰ、演習Ⅱ 角田　泰隆 穏やかな性格をしています。落ち着いてゆっくり話すので聞き漏れが少ない

法式実習 角田　泰隆 コロナの中、僅か数人の為に出席して下さいました。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 岩永　正晴 生徒の理解度が高まるように、資料等の細かさがとても配慮されているため。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 岩永　正晴 しっかりと卒論にむけての準備としての知識が学べているように思うから

演習Ⅰ、演習Ⅱ 熊本　英人 近現代の仏教、女性と仏教の関わりについて興味深い講義が聴ける。

禅学研究Ｃ、仏教・禅教団
論

佐藤　秀孝 毎回提示される資料が簡潔にまとまっており、読みやすい。毎回内容をまとめて最後に感想を付随したレ
ポートを提出させるので学んだことが身についた気がする。
資料がわかりやすく、毎回の授業の最後に提出するレポートの最低文字数も多すぎないので、意欲的に取り
組めるから。
分かりやすく、端的に話してくださるので取り組みやすいです。
日本禅宗の概説を行ってからの禅宗内における文化や著名な僧の生涯、著作などの紹介。
各宗派についての解説。
自身のけいけんを踏まえての話などが分かりやすいと感じた。

宗典 松田　陽志 今回のアンケートは従前と異なり、「オンライン授業」を踏まえてのベストテーチングかと思います。この
ため、従前でしたら素晴らしい授業も、オンラインという特殊性により必ずしも素晴らしい授業にはならな
いような気がします。

さて、「宗典」を投票した一番の理由は、担当教員がオンライン授業による学生のキャパシティを良く理解
しているなぁと感じることです。
授業の中には、meetやパワーポイントをフルに活用して非常に多面的な授業をされているものもあります。
しかし、結果としてその内容は、肩に力が入り過ぎたボリュームとなり、学生の許容量を遥かに超えてし
まっています。そのため学生は「ボリュームに圧倒され、溺れながら」受講するということなってしまいま
す。

しかし、宗典の授業は、事前の資料と録音というシンプルな内容ではありますが、オンライン受講の学生の
負荷を考え、要点を押さえた内容となっています。また、聞き逃した内容を再聴することも可能です。そし
て、これは賛否が分かれると思いますが、節目節目の小テストが学生に理解促進の機会を与えています(負荷
が大との意見があるかもしれませんが)。
授業自体としては決して派手さはありませんが、以上が投票した理由です。

仏教学部

日本禅宗史 佐藤　秀孝



禅学研究Ａ、仏教語・禅語
解説

松田　陽志
配布資料に書かれている解説がとても細かく、復習がしやすいから。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 晴山　俊英 生徒の相談に親身に乗り、わかりやすい授業展開である。

坐禅Ⅰ 晴山　俊英 分かりやすい

禅籍講読Ⅱ 晴山　俊英 資料の量が適度であり、資料を読み、小テストを毎回の授業で受けることによって、わかりやすい授業だと
感じた。

仏教学入門 晴山　俊英 出席はしっかり取り。
資料を配布しテスト勉強がしやすいです。
質問に的確に答えてくれる。
今学期は、グーグルミートを使用した今までに無かった形での授業だったため、難しいところもあったと思
われますが、毎回しっかりと開講していただき、学ぶことができたからです。

仏教学セミナー 村松　哲文 色々な話などが聞けるので良かったです。
自分のしらなかったことなどを知れるので良かったです。
仏教の仏像という点から、高校までに習う歴史を踏まえて理解を深めてくれる授業である。また大学で仏教
を習い始めた人にとっても、比較的入りやすく面白みのあるユーモアあふれる先生である。
先生が作成されるパワーポイントのスライドが素晴らしいからです。毎回の本筋の内容が、分かりやすくま
とめられていることはもちろんのこと、その周辺情報であったり、イラストや画像が多く使用されているこ
と、また時にはギャグのようなユーモアもたっぷり盛り込まれています。先生に直接お会いしたことはまだ
ありませんが、スライドから、そのお人柄が伝わってくるようで、一週間のなかでも特に楽しく学べる講義
です。
リアルタイムでないものの、解説の資料が分かりやすく、また肩ひじ張るような堅苦しいものでなかったた
め。時折冗談など交えており、それが用語を覚えるきっかけになることもあり、とても面白い講義であると
思った。
とても分かりやすかった。
オンラインで録音したものを好きな時間に聞けるから。

禅籍講読Ⅰ 程　正 新型コロナが流行っているこのような状況の中で、極力対面授業に近い形で、音声を録音したものをプリン
トとともに配信していただいている点が大変ありがたく思っています。(プリント同様に音声も聞き返すこと
が可能という点がとてもありがたい。)

中国禅宗史 程　正 後期になってから動画での授業をし始めるという工夫をしてくださったりと他の先生が前期の最初からずっ
と一貫したやり方をしてる中程 正先生は生徒が少しでも分かりやすいようにと授業方法を変えてくださりま
した。
また質問のメールをしてからの返信が早かったり生徒に対しても優しかったです。

禅思想概説 程　正

演習Ⅰ、演習Ⅱ 村松　哲文

仏教美術史、仏教美術史 村松　哲文



オンライン授業にも関わらず、無駄のないプリント内容、興味をそそられる授業動画。毎授業質問を受け付
け、生徒に寄り添ってくれる点。
講義が3部構成になっており、集中力が保てる。
オンライン授業でもオフラインであるかのように取り組んでいただいているから。
授業内容の濃さと教授の対応
・何度も利用でき、基礎的な知識を勉強できるドリル学習。
・テキストには用語解説やある程度の重要句法が書かれているので学びやすい。
・後期にはライブ授業や動画資料によってさらにテキストの内容がわかりやすくなり、特殊な読み方をする
漢字も先生の音声により理解できるようになったので、音読もしやすくなったように感じる。
元々録画しておいた説明用の動画とGoogle Meetでのオンラインの授業を時間を決めてやっている事や、ま
たその動画をその日のみ復習用として配信しているので授業の後にその日の間に復習をする習慣が身に着く
から。
漢文の勉強だけでなく、仏教についての知識や考え方を学ぶことができるので将来にもつながる授業だと感
じたから。
徹底した復習をさせること、予習を推奨し理解度を高めようとしている。
学生に対しての配慮・考慮を感じる。
卒論など丁寧に面倒をみてくれる。
ゼミのため少人数で受けられるため

禅文化史、禅文化史 大澤　邦由 オンライン授業を使いこなし、毎回楽しい授業を提供してくれます。相談にも親身になって乗ってくれま
す。
やることがとてもシンプルで、新入生向けだから。
Google meetを使用して、生徒をグループに分け、ディスカッションという方法が良かったです。
予習の仕方や書き下し文や現代語訳の解説を詳しく分かりやすくしてくれます。
ひとりひとりにコメントを書いてくださるからです。
オンライン授業の形で、先生が授業の前に連絡とか挨拶をしてくれて、本当にありがとうございました。
ドリル機能を作ってそれを元に力をつけさせていてテストなども授業に沿った内容のものばかりで力がつき
ました!

仏教美術研究、仏教美術研
究

鈴木　泉 ひとつひとつの課題に、詳しい追加情報も添えて丁寧なコメントをくださる。それによって、どのように評
価されているのかがわかるため、モチベーションのアップにも繋がる。

パーリ語初級 矢島　道彦 パーリ語の原文を一語ずつ文法的に説明するという課題が効果的だと思ったから。その課題でつまずいた部
分・重要な部分については翌週の講義資料でわかりやすく解説されていて、勉強が進んでいく感覚を味わえ
たから。

禅籍講読Ⅲ 舘　隆志

仏教漢文入門 舘　隆志

演習Ⅰ、演習Ⅱ 大澤　邦由

仏教学セミナー 大澤　邦由

仏教漢文入門 清野　宏道



演習Ⅰ、演習Ⅱ 吉村　誠 学生を主体に考え、より良い学習方法を指導して下さる事。
オンライン授業でも資料を指し示しつつ、動画での説明も加えてとてもスムーズで要点が分かり易い。大学
生活のやる気につながる授業。
コロナでオンライン授業を余儀なくされている状況にあって、吉村先生の授業の準備の完璧さ、ミートによ
る授業の展開の手際の良さ、計算されつくした講義の運び方、受講生に配慮したミートでのやりとりなどい
つも受講生でありながら、「すごいな。大変な努力をされているのだろうな」と感激しています。しかも、
毎回変わることなく安定して続いていることに「カミワザ」を感じます。
授業後に小テストや協働板が出されるので、その日の授業の内容の定着につなげられるため。
言葉の一言一言に力がこもっていて、優しい
Googlemeetを使い、資料も見ながら解説を聞けたので、分かりやすかった印象がありました。
レジュメやスライドがとても見やすく学習の助けとなった為。
具体的な例を出し、それに基づいて説明されることがあるため深く理解できるからです。
授業に引き込まれていくような感じで面白かった。
live授業後小テストをすることで知識が身についた。
授業のアーカイブと授業内で用いた資料を教材倉庫に残して下さる点です。音声や資料を残す授業は他にも
ありますが、特にこの授業では両方とも分かりやすいものだった為、選びました。
興味を惹くような話術と仏教を学ぶ上で基本的な歴史を学ぶことができるから。
教科書として使っている資料に加え、教科書の理解をより深めるような他の資料・先生の説明が分かりやす
かったため。
授業毎日その日何をするのかが理解でき、授業全体を通して中国仏教の「流れ」を体感できるような仕組み
となっており、非常に学習効果が高かった。また早期からGooglemeetを用いた授業形態を取っており対面授
業と差のない質の授業が確保されていたことにも非常に好感が持てた。
 他にも小テストなど評価基準となる物が設けられており、学習に対する評価がオンラインながらしっかりと
なされる仕組みも学習意欲が保ち難い状況の中ではインセンティブとなった事も確かであった。
インド・釈迦仏教から中国に仏教が伝播されて、中国で仏教が大乗仏教へ変容する思想を、参考文献の紹介
と授業内プリントによるきめ細かい講義により、中国文化にも興味を持たせる先生である。
オンライン授業で、できることは行っていただけている為。ライブでの講義も多く、質問にもしっかり答え
てもらえている。
レジュメとスライドを用いて分かりやすく説明しています。説明の中でも専門用語ばかりではなく、私たち
が分かりやすいような例え等を用いて説明しています。重要な点をその都度説明してくれるので、助かりま
す。

漢文講読Ⅱ 吉村　誠

中国仏教史 吉村　誠



インド仏教思想史 金沢　篤 多くの講義は、数多くの項目を羅列する傾向がつよいように思われる。
だが学問においてもっとも尊いものは、
情報を羅列することではなくて、論理的な姿勢であると、私は思う。

金澤先生の講義は、取り上げる項目の数は多くはない。
だがそれらの項目はどれも、仏教に関する考察の出発点となるような原理・原則ばかりである。
これらの原理原則から推論を開始しろと仰っているように、私には感じられる。
この意味において先生の講義内容は数学的であると、私には感じられる。
数学的つまり一貫して論理的である点において、ベストティーチングに相応しい。

サンスクリット語上級 金沢　篤 オンラインに切り替わったすぐ後でしたが授業も滞りなく進んでおり、正直他の授業が動画を流すだけや説
明をするだけの中で全員が参加しているという自覚があるような授業内容だったのでとても良かったです。

チベット語初級 四津谷　孝道 わかりやすく、親身になって教えてくれるから。

チベット仏教史 四津谷　孝道 チベット仏教史における、様々な偏見を訂正できる授業内容。
送った質問に、非常に詳しく返答して下さる為。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 四津谷　孝道 チベット語の授業を行いながら仏教の知識なども同時に学ぶことができるようにしている点。

仏教思想概説 石井　公成 仏教の論争の授業。内容が深く、面白い

日本仏教史 飯塚　大展 日本仏教を中心にその時代の出来事について触れてくださる点、その日の授業内容の振り返りをすることで
内容の確認及び学習内容を定着させるといった点が教育方法として効果的であると考えました。
配布される資料の内容が興味深いものが多く、楽しく授業を受けております。
非常に良い授業だと思います。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 木村　誠司 当たり前の事だが、大学は自らが学び知らないことを知ろうとする事と言っていて、基本的には少ない資料
で生徒に考えさせることや自ら勉強する意欲の大切さを教えてくれた。
優しそうな雰囲気で話してるので好きです
始めに前回の授業の宿題を匿名で公開してそれについて先生が言及するので、改めて理解を深めることがで
き定着しやすい。
そして、チャットを使って重要箇所を文字起こししてくれたり、線を引いてくれるるのでノートづくりがし
やすい。
あと、宿題提出をしなかった人にも猶予を与えてくれる所です。
講義では毎回、宿題に対してのフィードバックを行ったり、掲載されている資料も読みやすい。Googleミー
トを使った講義で、録画された講義を再掲載してもらえる為、聞き逃した部分の確認もしやすい。
授業の行われるアンケートなどに答え、不明点を解いてくれる。
話すスピードが適切である、負担になりすぎないレベルと興味を惹かせてくれる授業内容

英文仏書講読 木村　誠司

インド仏教史 加納　和雄



授業がとても分かりやすく、分からないことや興味があることをとても丁寧に教えてもらいました。
資料の量が多いが内容が分かりやすく、先生の説明が優しく又重要個所は何度も説明が有る点。そして仏教
を知るには古代のインドの思想等を学ばないと理解できないと考える為。
Googleミートで教科書を共有し、大事な箇所は深く説明しながら線を引くという授業方法が私にとってとて
もわかりやすかったし、重要箇所が分かりやすくなることによってノートもまとめやすかった。
また、動画を用いて授業をすることもあり、文字だけでは理解のし難い重要箇所も理解を深める事ができた
し、毎回のGoogleミートを録画してくれていたので、一回だけの説明ではわからなかったことも何回も聞く
ことによってわかるようになった事が多かった。さらには、授業の毎回の課題としてアンケートが出される
のですが、そこに疑問に思った事や質問などを記述すると次回の授業でとても分かりやすく教えてくださっ
た。私はもう一つインド仏教史という加納先生の授業をとっていますがどちらも分かりやすい授業で、学ぶ
のが毎週楽しみ。
前回の復習を必ずしてくれて、授業の中での説明がわかりやすいため。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 山口　弘江 先生の講義を聞くだけでなく、自身の考えを持つ事を重視した授業形態になっているから。
Google meet を使った授業で毎回発言する機会があるから。
私はオンラインで授業を受けているが、授業内容ならびに授業環境が極限まで対面授業に近いものを実現し
ていて授業を受けていて自分にかかる負担が少なく、一生懸命授業に臨めてありがたいと思った。

仏典講読Ⅱ 山口　弘江 予習資料、当日の講義資料、当日の講義内容の小テスト、復讐のためのドリルなど一連の資料が授業ごとに
提示される。
このことにより、理解がより深まる授業となっている。

日本仏教思想史 藤井　淳 学生の集中力に気をつけるからです。

仏典講読Ⅰ 藤井　淳 労力としてはハードな予習がきついのだが、まじめにやっていると漢文を読む力はつく感じがする。
グループのディスカッションにおける他の人の考えや意見を聞くことができたこと。
生徒の様子、講義内容の様子を見て、対面での授業を再開したから。徳野准教授はコミュニケーションを取
りながらの授業を心がけており、生徒との間合いをうまく取れていると感じている。その一方、生徒の発言
に対して決めつけ癖があり、生徒が意図したこととは異なった解釈で受け取ってしまう事がある。その両面
を見ても、私が今年度受講している講師陣の中で徳野准教授が一番効果的な講義をしていた。
宗教に関する様々な知識(キリスト教やイスラム教やキリスト教や神道など)を幅広く提供してくださるの
で、非常にタメになっています。
今年はオンライン授業で、先生とは会えなかったが、この授業は魅力がある。
「仏教」という一つの括りではなく、「宗教」として、儀礼やお祭り、世界の行事ごとの詳しい説明を資料
を用いて記述されていて、対面授業ならば尚更面白そうな授業になったと思う。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 徳野　崇行

宗教学概論 徳野　崇行

　

仏教文化史、仏教文化史 加納　和雄

仏教漢文入門 山口　弘江



映像を使ったオンラインならではの授業内容をしてくださった点と、有線LANや外付けのマイクなど、先生
側のオンラインの機材がよかったため、遅延や音声トラブルがほぼなかった点。
授業内容や授業日程などに関する告知内容、指示内容など、すべてが簡明でわかりやすいです。また、告知
や指示の時期が適切で、こちらも余裕をもって対処できるので助かります。配布資料の分量も多すぎず少な
すぎず、簡明でポイントがよくわかります。PCの操作などに長けていらっしゃるので、いただいた参考資料
も大変分かりやすく、とても役に立ちました。しかし、なによりも素晴らしいのは、授業の面白さです。学
術的な内容の話も面白いのですが、話術が巧みで、どうということのない雑談もとても魅力的です。学生の
心をつかんでいると思います。ただ、一つだけ、資料を解説するときのスピードがものすごく速いので、と
きどきついていけなくなることがあります。
プリントでまとめ上げられている上、授業を実際にgoogle meet  で行い、フォーローをあつくしているた
め。
Googlemeetで最初の20分間は授業に関する雑談や映像資料、その後は事前配布資料の解説、最後は自由時間
で質問を設けるなど時間配分が良かったです。事前に資料が配布されるので、次の授業はどのようなことを
学ぶのかイメージがしやすかったです。図や写真もあるので理解が深まりました。
オンラインで授業を行っていますが、長すぎず短すぎずでこの環境で一番集中がしやすかった。またとても
授業が楽しく感じます。
課題は長くて時間のかかるものではなく、小テストを毎回行っていますが、授業の重要点を絞った小テスト
なのでとても復習しやすいからです。
映像による学習内容が適度にあり理解しやすいため
資料がわかりやすい。
事前にプリント用紙を配信し、参加希望の人はリアルタイムでmeetに参加し、後でまた何回も見れるように
meetを録画したものを授業後にまた配信するという授業のやり方が自分に合っていた。授業の説明もわかり
やすくてよかった。
動画とプリントの資料を織り交ぜた、リアルタイムの動画指導

原始仏教 八尾　史 講義と板書の資料が両方用意されていて、とても分かりやすい講義でした。
前期の途中からGoogle Meetでの講義に切り替わりましたが、最後に質問や感想への回答時間があってその
場で疑問に答えていただける点もとても良かったです。
オンライン授業でしたが、通常講義と変わらずリアルタイムでやりとりできる点もとても助かりました。
出典が多岐にわたり、自分でも調べやすい。
事前に講義内容がまとめられた板書があり内容の全体が先に掴めて、講義文を読んでより詳しく理解でき
た。またGoogle Meetでの解説時間もあり一番内容がわかりやすかった。

書道 綾部　宏行 授業の中で字というものを深く学べた

　

仏教民俗学、仏教民俗学 徳野　崇行

仏教研究Ｃ、仏教・禅教団
論

八尾　史



講義の内容が分かりやすく動画にまとめられているため
様々な事例や文献を基に興味のある授業を展開している
口調が優しく丁寧なのでやる気が出る

漢文講読Ⅰ 小川　隆 漢文だけでなく仏教(主に禅)にも精通していらっしゃるので、授業に深みを感じる。

資料が充実している、オンデマンド授業の質が高い、先生の人柄が好き、課題が効率的
オンライン授業の最中である現在、動画を一本撮りで長くするのではなく、編集を加え授業内容をスムーズ
に進める工夫がなされ、ドライブにデータを落とし込めるため、ネット環境が不十分な受講生であっても授
業の支障が少ないといったメリットも見られる配慮がなされていることが挙げられる。また、授業内容も専
門的なことが入っても現代の知識で理解できる範囲のものを例題に挙げることでスムーズに理解できるとい
う工夫が感じられたため
授業を補足するプリントがあり、内容理解に役立つため。授業後に、学習内容をチェックするクイズがあ
り、楽しみながら学習内容を覚えることができるため。
毎回授業の冒頭に質問や感想について述べてくれる。
わかりやすい。
動画授業で、効果音をつける工夫をしたり話の具体例がわかりやすかったりしたため。
宗教学以外の話題や最近の時事ネタにも精通しており、また宗教学に関しても興味を持てやすい内容が多い
ことから受講生を飽きさせない授業を行なっていると感じたため。

哲学概説 滝沢　正之 授業の話し方が明るく、わかりやすかった

哲学概説 渋谷　繁明 今年度はオンライン授業になってしまい不安がありましたが、いち早くオンライン授業でどのように本授業
を行うかを伝えてくれていた。また、授業もとても分かりやすく教職の人にとっても有効な情報を提示して
くれる。

授業の内容は豊富で、テクストを分析する為に、役に立たれると存じます
1週間かけて難しい問題を考え、その答え合わせをし、また難しい問題を解くという、授業自体の時間はあま
り取らないにも関わらず、国文学の事に常に疑問を持ち続けられた。
わかりやすくていいとおもいます。
毎講義後に前期授業で学習したことを繰り返しテストするので、知識が定着しやすいと感じました。また、
後期からはmeetでの講義も始まり、文学史についてより深い理解ができるようになったと思われます。

近世文学研究Ⅱ 近衞　典子 毎回、授業の最初に、学生の質問に丁寧に答えてくださるから。

国文学史ⅠＢ（古典） 近衞　典子 とても丁寧でわかりやすいから。

文学部　国文学科
基礎国文学Ⅱ 岡田　豊

国文学史ⅡＡ（近現代） 岡田　豊

宗教史 村上　晶

宗教学概論 矢野　秀武



オンラインという環境の中で適度な授業時間のなかに必要な情報や解説があってともわかりやすかった。ま
た文学批評をメインに取り上げており大学生だからこそできる、自分で考えて自分の答えを見つけるという
ことを学べたと感じたから。
音声付きのスライドがあるのがよいと思いました。
対面の授業のほうが理解しやすいだろうな、と思ったことがないくらい、オンライン授業であっても非常に
分かりやすいです。
解説に合わせて色を付けたり、線を引いたり、他の資料ページに移動したりする点が良いと思います。
課題の出されるペースや量も丁度よく、メリハリがつきます。
分かりやすく面白い講義をする先生だからです。

国語国文学演習Ⅰ 勝原　晴希 一番研究的な科目だからです。

国語国文学演習Ⅱ 勝原　晴希 発表に対して丁寧に良い点も悪い点もどちらもコメントして下さるから。
説明が分かりやすく、課題の内容が授業内容に関することについて考えさせられることが多いため、授業で
学んだことが身についたという実感があり、毎回提出するコメントペーパーの内、一部の人のものを匿名で
開示してくださるため、オンデマンド形式の授業でありながらも他者の意見も取り入れることの出来る授業
だと感じたため。
古典の世界観にどっぷりと浸ることができる授業だった。先生の解説によりそのような授業になったのでは
ないかと思う。
プリントもまとまっていて見やすかった。
卒業論文の前段階の、卒論見本の感想のまとめの読み解き(卒論を書く上での注意点、どの部分が良いのか、
悪いのか)や、長期休暇の課題の内容(過去の卒論を二本読み、それを自分が書く際のどのような視点に立っ
て書くのか、自分にとって三晃になった点は何なのか)など、卒論を書くことを前期授業の段階から意識さ
せ、実際に自分が書く際に、授業内容に立ち戻って参考に出来たからです。
また、二年生の頃から続けている演習のため、資料に調べ方・資料のまとめ方・論の述べ方・参考にするべ
き文献などを他の演習よりも把握出来ていたように思います。
相談したいことがあり先生に連絡を取った際は、すぐに時間を確保して頂き、親身に正直に話を聞いて頂け
ました。
演習で身につけたことが着実に自信の力になっているのを感じとれました。
段階を踏んで論文の書き方を教えてくれる授業
自分がレポートがあまり出来が良くないことが多く、それを理解した上で、わかりやすいアドバイスや、い
い所悪い所をしっかりと述べながら説明してくれ、卒論をしっかりと作ることができたから。

国語国文学演習Ⅰ 中嶋　真也 発表者の後に的確なアドバイスや課題提示が行われていたため。

基礎国文学Ⅱ 勝原　晴希

基礎国文学Ⅰ 松井　健児

国語国文学演習Ⅲ 松井　健児



国文学史ⅠＡ（古典） 中嶋　真也 授業で取り上げる主な内容の他に、派生知識をたくさん説明してくれるため、文学史への理解が深まったよ
うに感じたため。
オンライン授業で課題を提示するだけでなく、毎回配信してくれているのがありがたい。PDFを活用した解
説もわかりやすい。授業後の課題の解説も丁寧にしてくださるので、どこを間違えたのか、なぜそうなるの
かがわかって知識が身に付いたと感じる。
meetを活用し、対面に近い形で授業ができたから。
分かりにくいところの解説がとても丁寧で、学ぶことに対して意欲的になれる。また、課題提出のフィード
バックでは自分の努力が認められているようなコメントをしてくださるので、次も頑張ろうとやる気がで
る。授業後の質問では、生徒の問いに対して生徒の問いが正しければ素直にそうであると認め、生徒と先生
で相互に高めていける授業であるため、受けている授業の中で一番身になっていると感じる。
前期は授業の形態になれるためもあってオンデマンドの授業でしたが、後期になってオンライン授業で崩し
字などをホワイトボードで分かりやすく説明していただき、古文からです。
前期・後期を通してプリントの解説が丁寧で、後期からのGoogle meetの授業も学習しやすいから。また、
気軽に質問できる環境を整えてくれているから。
過去の文字を見て、母字や翻字に直すのを先生が全て答えを教えるのではなく、自分で考えられるような課
題を出してくれます。
自分で考えなくてはいけないので母子や翻字の知識がつきました。

国語国文学演習Ⅰ 櫻井　陽子 『平家物語』に精通されている先生のもとで学習することができ、毎回のゼミを終えるたびに自分自身にか
なりの力がついているように感じています。一人一人にご丁寧に対応してくださり、わからない部分など資
料の提示をしてくださるなど大変お優しい先生です。

国語国文学演習Ⅱ 櫻井　陽子 少人数での討論形式。

国語国文学演習Ⅲ 櫻井　陽子 良い指導が受けられた
オンラインで繋がり、リアルタイムでの授業が効果的だと思った。対面で授業を受けることができなくて
も、教授や生徒と繋がりを感じて安心して授業を受けることができた。
作品を深く読み課題も考えさせられるような難しい問題もあって、思考力が高まるしやる気も出るなと感じ
る。後期になってオンラインでの授業が始まり、より作品への理解が高まっていると思う。
オンデマンド授業の際は、スライドを用いて分かりやすく、グループディスカッションの際も私たちがやり
やすいように導いてくれたこともあり、とても楽しい授業になったため。
一つ一つ丁寧に教えてくださっているように感じたから。また、私たち生徒の意見をしっかりと受け取り、
授業を受けやすいように、大変な状況でも充実した大学生活が送れるように考えてくださっているから。柔
らかい雰囲気の先生で、相談しやすく、意見も言いやすいという風に感じます。
オンラインでの初めてのグループワークなどで、生徒に配慮してより負担の少ない授業を展開してくださり
ました。

基礎国文学Ⅰ 櫻井　陽子

中世文学研究Ⅱ 櫻井　陽子

基礎国文学Ⅱ 倉田　容子

上代文学研究Ⅱ 中嶋　真也



オンライン授業であるにも関わらず、とても丁寧な指導だと感じました。なかでも、その日の授業の最初に
「今日は○○について、こういう流れで検討していく。」などの具体的な流れの説明や年間スケジュールを
知らせてくれるところが先の見通しを立てることができて、よりスムーズな理解や授業への準備ができるこ
とが良かったです。

授業内容では実際にさまざまな論文を引用して、比較しながらテクストを読んでいくことが面白く、筋の
通った論理的な授業で、とても力がついたと感じました。丁寧に教えてくださったり、学生からの質問も快
く回答してくださること、また、他の学生からの質問を全体に共有したりと、講座全体の学力向上を意識し
た授業で良かったです。
生徒の意見を聞きつつ助言と言う形で考えさせてくれる授業がとても良かったです。
前期では、作品読解の仕方を様々な論を用いて指導してくださり、とても効果的だと思ったから。また、後
期では一つの作品を読んでそれぞれ考えたことを班内で話し合い、それをまとめて班ごとに発表するという
授業スタイルが斬新かつ学習効率が良く理解度が深まったと感じたから。
オンライン授業において、オンデマンド動画が分かりやすかったし、授業後に書くアンケートの質問事項や
感想に、毎回丁寧に回答してくださった。後期に入ってからは生徒の声を受け、グループワークの授業を展
開してくださったりなど、学生への熱心な配慮が凄く伝わってきたから。毎回安心して授業を受講すること
が出来た。
授業動画のスライドと音声の配分が良く、わかりやすかった。質問や感想のFBが毎回あって理解が深まっ
た。課題の量が適切だった。
オンラインという特殊な状況な上に、大学の講義というもの自体もよくわかっていないところからのスター
トでしたが、一つ一つの説明がとても丁寧で、初めてでも自然な流れで講義に打ち込むことが出来ました。
スライドとレジュメ、音声に講義内容をわかりやすくまとめてくださったおかげで、理解が深まり、科目自
体の興味へと繋がりました。また、授業外においても私たち一年生間の関わりなどを考慮して、様々な企画
を考えてくださっていたのも大変ありがたかったです。
綿密で工夫された授業スケジュールと、簡潔かつ要点を押さえ、学生にとって負担になりすぎない課題が自
分にとって最も効果的であり、意欲を以て学習に取り組めた。特に、講義動画の先生の声は明瞭で聞き取り
やすかった。また、後期に入ってからのオンラインディスカッションも、生徒の要望を多く取り入れて下さ
り、入学以来不安ばかりだった学生生活に社交的な面で前向きになれた。
授業計画や課題量に無理が無く、それでいて授業内での勉強量が不足しているわけでも無く、適切であると
感じているから。また生徒同士で少人数の班を設け、ディスカッションに加え発表するという方針が、効果
的であると思う。

国語国文学演習Ⅰ 倉田　容子 授業で求められることの質が高いと感じるから。話が分かりやすく的確。

　



国語国文学演習Ⅱ 倉田　容子 生徒の書いた論文に対して、文体から細部に拘った内容まで、事細かに丁寧に指摘してくださるため、論を
書く度により精度の高いものを作れるようになってくる。
また先生は、こちらが質問したことに対しても丁寧に回答してくださるため、授業自体も大変雰囲気の良い
ものになっていると感じる。

基礎国語学 三樹　陽介 あくまで教科書に読み解き、適時解説をつけるというスタイルで授業を行なっているが、そのおかげで復習
がしやすい。また説明も興味を誘うものが多く、授業時間全体を通して楽める。この二点を理由に投票し
た。

国語国文学演習Ⅱ 三樹　陽介 穏やかな方なので、授業の雰囲気も良く、私自身、三樹先生の授業を受けてから研究に対する興味がさらに
深まりました。

国語国文学演習Ⅲ 三樹　陽介 オンライン授業で情報の取得や進度の確認などうまくコミュニケーションがとれるのか不安なところもあっ
たが、
その分こまめに連絡・口頭での説明を行ってくださり不自由なくゼミをすすめることができた。

基礎漢文学、漢文学 山口　智弘 1つ1つ文の構造を丁寧に解説してくださり、わかりやすいと思ったから。また、時代背景なども説明してく
ださり、より深く理解することができて良いと思ったから。
合評会という場を設けてくれており、実際にお互いの作品の批評の場を経験することができるので、身に
なっていると思いました。
小説を書く授業だから楽しい。
授業という感じがしないから。
提出した作品に対して、毎回コメントをもらえるのがモチベーションアップにつながる。コメントで褒めて
もらえると嬉しくなり、作品提出をあまり苦痛に感じなくなる。配信される音声がゆったりとした話し口調
で、聴き取りやすい。
現役の文学作家の方から小説の書き方を学ぶことができ、自分の描いた短編に講評をいただけるからです。
児童文学における「悪」や「死」など、非常に鋭いテーマから学ぶことが出来、児童文学というジャンルを
捉え直すことができたため。大変充実した授業だった。
資料
児童文学を用いて、多角的に授業を展開しているのが良いと思った。

国文学特講Ⅷ 永田　英理 音声ファイルがある時とない時に分かれていること。音声ファイルを再生するのに新たにウインドウを表示
させずにすみ、なおかつバックグラウンドで再生できること。その日の提出課題の内容がテキストファイル
の冒頭部に載っていること。同冒頭部に毎回異なるあいさつ・雑談のようなものがあること。季節に合わせ
た授業内容であること。授業後のレポート等の課題に、個別、或いは次回のテキストファイルに先生の感想
がほとんど必ず返ってくること。課題内容が堅苦しくないこと。

国文学特講Ⅹ みお　ちづる

児童文学 みお　ちづる



国文学特講Ⅴ 樺沢　泉 シラバスを見て1番楽しそう、役に立ちそうと考え履修しました。
文章作成、発言の型を踏まえ課題を作成したことにより、普段の文章はもちろん課外活動(アルバイトやプレ
ゼンテーションなど)でも役立ちました。また少人数制ということもあると思いますが、完全オンラインの前
期も対面選択可能の後期でも私含め受講生とのコミュニケーションがしっかり成されておりモチベーション
が上がりました。
オンデマンド式の動画を見て学習する講義でしたが、毎回授業の最初20分程度、前回の課題の解説を生徒の
解答を紹介しながら行ってくださったことで、オンライン授業の中でも他の生徒の考察や意見が聞けたの
で、刺激を受けて自分の考えも深まったと思います。
受講生一人一人にしっかり向かい合った授業をしてくれていると感じる。わからない部分は次週の授業で再
び扱ってくれるなど、とても丁寧な授業だと思う。

近代文学研究Ⅰ 黒岩　裕市 レジュメがとても丁寧で、課題も授業の内容をより深く理解できるものであるから。

国文学特講Ⅸ 黒岩　裕市 文学部の授業は対面授業だけでなくオンライン授業(リアルタイム)の授業も少ない印象でした。この授業
は、前期は授業資料を見ながら音声データを聞くという形式でしたが、後期にはオンラインに切り替えて授
業を行ってくださいました。
定刻に机に向かうモチベーションになりますし、先生のコメントや意見も理解しやすかったように感じてい
ます。
後期になって形式の変更という対応をとってくださり感謝しております。

授業内容に関しては、前回のコメントペーパーの中から良かったものを抜粋し紹介される時間があるのです
が、次こそは紹介されたいという想いがモチベーション維持に繋がっています。紹介されたコメントは口頭
だけでなくレジュメに残してくださるので、他の生徒の見解も見返すことが出来て助かっています。

国語学研究Ⅰ 山本　真吾 オンラインでしたが、オンデマンド配信の声が優しく
不備にもとても優しく対応して下さりあったことはありませんが対面で受けたかった授業でした。
内容が面白い。
文字資料だけではなく、音声資料による解説も用意してくれるため分かりやすい。また、具体的な例示によ
り深い理解に繋がる。
内容に即したアンケートを決められた授業時間内に行うことで、決まった時間にしっかりと授業を受けるこ
とができる。
毎回の授業音声の導入部分が、これから話される講義内容へ興味を向けるためのつかみとして秀逸で、どの
授業よりも関心をもって取り組むことができた。

国語史 山本　真吾

日本語文法入門 宮本　淳子



今年はオンラインという授業形態になり、初めの頃は自宅で使っているパソコンの機種の問題で、国語史の
授業をスムーズに受けられませんでした。トラブルも多く、山本先生には何度も相談に乗っていただきまし
た。お忙しい中、私一人のために丁寧に対応してくださり、「授業をすぐに受けられないと不安ですよね」
と優しい言葉をかけていただきました。先生のご尽力のおかげで今は簡単に授業が受けられます。
山本先生の生徒に対する姿勢を、私は尊敬しています。それが投票した理由です。

国語科教育法Ⅰ 森　大徳 まず教員を目指す身として、森先生の手腕に尊敬を覚えない人はいないだろう。生徒の意見の広げ方、授業
の展開の仕方、模擬授業の振り返り、至る場面で森先生の教員としての力量に驚かされ、この人のレベルま
でたどり着かなければ!とより一層勉学に身が入る。自分を奮起する意味でも、教員の道の先達としても森先
生の存在はとても有難く、この授業で指導を受けられることが光栄だ。

比較文学 東　晴美 パワーポイントで資料がとても読みやすく、音声ファイルも入っているため理解がしやすい。
質問したことは必ず対応してくれるため、非常に有難い。

国語学特講Ⅱ 片山　久留美 前期はGooglemeetを使用したリアルタイム受ける形態だったのを、授業の進行や生徒の意見に合わせて後期
からは変えた時に、授業を受ける側のことも考えていてくれてると思いました。動画を見て各自課題をやる
形態に変わったものの、授業時間にGooglemeetを開設し、直接聞きたいことを聞ける方法にしてくれたこと
も生徒側に寄り添った方法だと感じました。毎回の課題に対するコメントも細かく丁寧で自分のミスがどこ
なのかがよく分かりました。
スライドを用い、身近な具体例を挙げた分かりやすい授業が展開されている。
meetのライブ授業で集中力が上がり、分かりやすい資料で勉強しやすかった。また、他の授業に負担のない
課題なので、ストレスなく学ぶことが出来た。
初めての試みであるオンライン授業に対して、毎講義ごとに授業のやり方を改良し、生徒と向き合ってくれ
た。
オンライン授業という体系になった今年は、教材を送るだけだったり、ただただ動画を見るだけの授業がと
ても多く例年通りの学習ができていると思える授業はほぼなかったです。しかし、鈴木先生の授業は毎回
アップグレードしていき、いまでは液タブを導入し、あたかも板書しているかのような授業形態をとってい
らっしゃいます。この形式は授業を受ける側としてもノートが取れることや普段の授業に近いことからもと
ても満足して授業をうけることができました。また、毎回アンケートをとっていらっしゃるのですが、他の
講義はとるだけでリアクションがなく一方通行なものに対して毎回フィードバックをしてくださるのでやる
気にもつながりました。今年度は新しい授業形式ということで、なかなか難しいところもありましたが、私
の受けている講義の中で一番工夫をなさっていると感じたので選ばせていただきました。
読むだけだと少し難しく感じる教科書の内容を非常にわかりやすくまとめて説明してくださるから。
また、オンラインではあるが先生自身が授業に工夫をしてくださり、こちらが受けやすいようなオンライン
授業の体制にしてくださっている。

　

日本語文法入門 片山　久留美

国語学史 鈴木　功眞



国語学特講Ⅰ 鈴木　功眞 板書部分を早送りにしたり効果音をつけたり、オンライン授業(動画配信)のメリットをとてもよく活用され
ていると思ったから。

演劇概論 鈴木　彩 前後編に分かれた音声付パワーポイントに興味に合わせて追加で読むことができる補足資料と、難解な内容
をかみ砕いた解説にわかりやすい授業内容はもちろん、生徒に寄り添った内容であると感じたから。

基礎漢文学、漢文学 和田　和子 親しみやすい話し方で聞いていて面白い

有職故実 髙橋　秀樹 毎回のリアクションペーパーで質問欄を設け、学生の意見や質問に真摯に向きっている。

イギリス文学だけでなく、その時代の重要な問題についても学ぶことができるため。
英語を積極的に使ういい機会にもなっているから。

スピーチ・アンド・コミュ
ニケーションⅠ

モート、　セーラ
積極的に発言させてくれて、自ずと英語が身につき勉強したくなるし、勉強方法も詳しく教えてくれるから

スピーチ・アンド・コミュ
ニケーションⅡ

モート、　セーラ 大勢の前で、英語で発表したり、先生と会話するのが今まで苦手でしたが、だんだんできるようになってき
ました。失敗してもサポートしてくれたため、発言を恐れずにできたためだと思います。また、オンライン
での開講ですが、実際に教場で対話しているような授業で、とても楽しかったです。

３年次ゼミ 逢見　明久 生徒一人一人に目を向け真摯に向き合ってくれてるからです。一つの質問に対し、100で返してくれますし、
そこから新しい発見もできて助かっています。

演劇演習（イギリス・アメ
リカ）

逢見　明久
演劇演習の教授業の熱意と積極性が感じられます｡

教材の冒頭に書いてあるコメントに心遣いを感じるから。
分かりやすく簡潔なので無駄な時間になることが一切なく効率がいいから。
教材の量などを生徒に合わせてくれたり、生徒のモチベーションを上げてくれるようなメールを送ってくだ
さり、やる気が出ました。

英語演習 上石　実加子 映画を使って楽しく英語を学べることと、音声ファイルでの説明がとても分かりやすく良いと思ったから。
また、授業の形式や時間、小テスト等が生徒にとってやりやすいと感じたから。
とても細かくわかりやすい資料の配布と、レポートなどへの指導がとても的確で丁寧だったため。
レポートの評価のコメントがとても丁寧で、自分のレポートのどのような点が良かったのかが分かり、それ
が自信に繋がるのでモチベーションを高く持って課題に取り組むことができる。
教科書を使って一つの歌詞を精読し自分なりに和訳するといった内容がとても面白かった。自分自身が作詞
をするのが好きなのでこういった作品を通して自身の知識が蓄えられてとてもわくわくした。
その日の授業で挙げられる1つの内容について音楽でだけでなく歌手や映画にも触れながら英語の課題を出し
てもらえるので楽しみながら、知識も増え、英語の勉強ができるから。

アメリカ文学特講Ⅰ 東　雄一郎

文学部　英米文学科
イギリス文学特講Ⅴ モート、　セーラ

英語学概論 佐藤　真二

アメリカ文学史 東　雄一郎



毎回のレジュメが興味深い内容ばかりで、指定のテキストの内容をより深く掘り下げて解説してくださって
います。アーティストの生い立ちや曲が生まれた背景など細部に至る詳しい解説で、先生は幅広い知識をお
持ちなのだろうと毎回感動させられます。また、歌詞の文法・発音・訳し方などの解説も非常にわかりやす
いです。曲を聴くたびに「ここはこうだったな」と思い出すことができるので、一般的な英語学習のように
ノートをとって文法を覚える、という方法よりも頭に入りやすく記憶に残りやすいです。また、課題として
出される和訳の問題やレポートの内容も非常に興味が持てるテーマになっており、前期に比べて和訳の力が
ついてきたことを実感しています。今までの英語学習においては、直訳でおかしな日本語になっても単語の
意味が合っていたり文法的に正しく訳せていれば正解とされていたのが常で、点は取れても肝心の内容が分
からない、という状況に陥っていましたが、歌詞の和訳を行うことによって意訳に慣れることができ、今ま
でのいわばテストのための勉強から実用的な勉強をしているという感覚を得ることができました。何といっ
ても学生として一番嬉しいのは一つ一つの課題に対して丁寧なコメントを下さる点です。課題のたびにお褒
めの言葉をいただき、次回の課題へのモチベーションにつながりますし、自分の英語力に自信が持てるよう
になりました。

英作文演習 東　雄一郎 レポートを提出した際に自分の解答だけでなく他の人の回答も一緒に見れるので相乗効果がとても高いと
思ったからです。自分は今回間違えはしなかったけれど、この問題にはこのようなミスがあるのかと学ぶこ
とができ、また自分では思いつかなかった文構造を見ることができるのでとてもためになっていると思いま
した。

作品講読 東　雄一郎 英文の和訳
クラスのみんなの意見を聞くことができる機会をたくさん設けてくれるので、そこから自分とは違う考えを
学ぶことができ、理解が深まる。また、自分の意見を言う場も多いため、課題に取り組む際に自然と自分の
考えを持つ癖がついた。
疑問点を一緒に考えてくれるため。また、回答者のペースに合わせて、理解が深まるまで説明してくれる点
が良い。

アメリカ文学演習Ⅲ 本村　浩二 テーマに添い様々な英米文学作品に触れ、一人で読んだのでは気づかないような事を、授業内で深く読み込
むことが出来、とても興味深く、面白く文学について学べる為。
Google meetを使いながら、作品について受講者一人一人と意見交換をしたりするなど対面形式と同レベル
の授業をしてくださっている。
英文を読み解いていく上で大切なことをわかりやすく解説しているためです。
説明がわかりやすいし、授業内容に興味が持てるような教え方でとてもよかった。パワーポイントもとても
わかりやすかった。

翻訳演習 本村　浩二 丁寧に授業を進めてくれるので英語の文章の翻訳のコツを理解でき、上達したと実感したから。

３年次ゼミ 川崎　浩太郎 学生自身にも興味を持ってもらえるような、テーマ等を毎回変えて90分間の講義をしている為、とても面白
いと感じたため。

　

３年次ゼミ 本村　浩二

作品講読 本村　浩二



zoomを使ったグループワークなど、インターネットをうまく活用した授業内容で、学習効果も高かった。
先生の解説がとてもわかりやすかった
一人一人が時間をかけて作品を読むことができ、またその作品に対しての感想などを他の生徒と共有できる
ことがこの授業の楽しいところだと感じた。今までこのような授業がなかったためより授業に熱意をもって
取り組めたと思う。
授業内容が分かりやすく、英語に触れる機会が多かったため、能力の発達を感じたから。
授業では発言するシステムを採用することで、オンラインという環境の中でも程よい緊張感の中で学習する
ことができている。また語学としての基礎知識だけでなく、様々な英語圏の文化について触れることができ
るので、二年次以降の英米文化の導入に適した授業内容になっていると思う。
ずっと話を聞いているだけではなく、私たち生徒が、主体的に考えたり発言できるような授業をしてくれる
ところがいいと思った。また、リモート授業であることにとても理解があり、安心して受講できています。
2年生というゼミを決める前段階で最も重要な年で英語に関する興味関心を底上げして貰ったため
課題に対する質問に分かりやすく答えてくださり、自分の英語での文章力を鍛えれたと思います。

イギリス文学演習Ⅱ 川崎　明子 ビクトリア時代のリアリズム作家のジョージ･エリオットのサイラスマーナーを熟読する。
学術的な解釈の仕方が身につくので英文学のみならず文学を学習している人はお勧めです。

イギリス文学史Ⅱ 川崎　明子 レスポンスが速い。
ドイツ文学の授業でありながらも、関連する有名日本人作家などの話も教えてもらえるので、遠い国の文学
だけどより身近に感じて学ぶ意欲がでてきます。
また、おすすめの本を教えてくださるので、様々なジャンルで幅広い知識を得ることができると思っていま
す。
ラジオ式なので、聴覚のみで情報が入ってくるので、パワポやワードでみて学ぶよりも考えるようになっ
た。
ドイツ文学をわかりやすくも丁寧に、かつ生徒に寄り添う授業の雰囲気がとてもいいと感じたから。
何よりも先生がドイツ文学が大好きだということが毎回伝わってきてあまり馴染みの無かった私にも興味が
湧くし、専攻が文学なので他の文学も知ることも大事だと思うし日本の文学を先生が関連で出すように違い
など比較することで理解も深まると思います。また、生徒を何よりも大事に考えどういった授業をするのが1
番良いのかというのを考えられていてとても感激しましたし、大変な状況の中一方的でなくかつ生徒の負担
にならず気軽に参加できる環境にしてくれているのは救われています。
常に学生第一に考えて下さり、大学生として任意の自称に対して考える時間を多く取って下さるため。
ラジオ形式の授業が新鮮で、毎回の授業を興味深く受けさせていただいています。また、他の受講生の意見
や考え方も見る事が出来るので自分の考え方も広げられる点が良かったと思います。

アメリカ文学演習Ⅴ 川崎　浩太郎

英語演習 川崎　浩太郎

英語表現法 川崎　浩太郎

吉中　俊貴外国文学



生徒への配慮が他のどの科目よりもされており、授業内容も自分で考え自分で理解を深めるものが多いた
め。
常に学生目線。作業のような課題をただ無闇に出すのではなく生徒に考えさせるものでためになった。教育
の本質を感じられた。
この授業が一番自分で物事を考える時間が多く、自分自身のことも見つめなおすことができた授業のように
思いました。
聞きやすい
毎週刺激をもらってます。ありがとうございます。成長した気がします。たまにリアクション書かなくてご
めんなさい。
オンラインで音声のみの授業なのですが、動画を見るよりも講義の内容が頭に入ってきやすく、説明も丁寧
にしてくださったのでとても良かったです。
今回のオンライン授業という中で学生にとても配慮してくださった上で、とても充実した内容でした。
ラジオのような授業をするのが非常に受けやすく、印象的だったから。
また、この授業では毎回1つのテーマに対して、個人の意見をアンケート機能を使い提出するため、毎週考え
る機会があるのが良かったと思います。
オンライン授業が続く中でラジオ形式という他の授業とは違う形で実施されたことがとても新鮮でよかっ
た。日頃目にとめない事例にも考える時間を設けてくれる有意義な授業。
授業に対する考え方やオンラインならではの授業方法がいいと思った。
授業ではドイツ文学やその作家について触れるのだが、そのどれもが興味深く、正に私が想像していた大学
で受けるべく授業を受講する事ができた。特に授業毎に深く考え考察する必要のある課題を提示され、それ
について授業内容を元に考えることがとても効果的であり、視野を広く持てる様になったと感じた。そして
ドイツ語とドイツ文学についてかなり興味を持つことが出来たので、私はこの授業をベストティーチング賞
に推薦する。
ラジオ形式での講義。教授が長々と一人語りをしている訳では無く、生徒が楽しめるような工夫をしてくれ
ているし、講義内容を最大限分かりやすくしてくれている工夫もある。尚且つ、興味を抱かせてくれるの
で、文句無しにベストティーチャーだと思う。

３年次ゼミ 北原　賢一 面白さを取り入れながら話つつ、授業内容がとても頭に入りやすい授業を行なっている。

４年次ゼミ 大渕　利春 教師と話しながらできるから

英語学概論 杉森　建太郎 先生の教えてくださる英語の発音やディスカッションをすることが効果的だと感じた。
楽しくスピーキングや文化について学ぶことができた。
外国人の授業で英語を学べる、グループ授業が多く実際の対面授業と変わらないくらい授業の質が高い。

スピーチ・アンド・コミュ
ニケーションⅠ

カリフォード　ジュリアンリチャード

　



不慣れでたくさん迷惑をかけているのに優しく教えてくれるところや授業のやり方のバリエーションが豊富
で精神的にも楽しく、なおかつ英語力や知識の向上が図れていると実感しているから。
教員の性格が大好き。また、授業中にはさんでくるジョークが素晴らしくよい。

時事英語 ビューヒナー富士川　美紀 一人一人に問題を当てていくのでやらなければいけないという気持ちになった。また、多くのクラスメート
とディスカッションする機会があり良かった。

ビジネス英語Ｂ 秋葉　滋 理由は基本的に英語で授業をしているため、教科書をなぞる授業と違って英語に触れる機会が増え、よりた
めになっていると感じたから。
又、実際に英語で提供されている時事問題に関する資料を使用することで、今まで知らなかった外国に関す
る情報をしることができたから。
アメリカの過去から現在までを話題となった映画作品や小説を用いながら授業をしてくれるので、理解しや
すい。
動画を視聴しながら配布されたプリントを完成させていくので、リモート授業でも集中できて内容も頭に入
る。
扱う題材がおもしろく、関連動画や資料なども豊富で飽きずに授業できる。
音声付きの動画で解説をしているところがオンラインでも大変分かりやすかった。
また、動画の冒頭にはいつもBGMが流れていて、普段見ている動画を見るような感覚で楽しく授業を受けら
れています。

英作文演習 馬場　聡 LINEのチャット機能を駆使してクイズを出したり、毎回授業動画でも興味深い話題を提供してくれた。オン
ラインでありながら為になる飽きない授業をしてくれた。
英語でたくさん話機会をもらえるから。
科目名の通り、英語で授業が行われていることにより、英語力の向上を実感したから。また、少人数でディ
スカッションが多く、積極的に英語を使えたり、他学年とも交流がしやすいから。

授業の地理だけでなく、最近あったニュースなども取り上げてくれるため、飽きることがない。
卒論のアドバイスが的確だった
授業内容では難しい理論的ですが,分かりやすいように試行錯誤していらっしゃるのが素晴らしいと思いまし
た。
熱心な教授でいらっしゃり,オンライン上でも質疑応答などとても熱心に対応してくれます。
直接映像で行うことで詳しい内容もわかりやすく、質問等もすることができ、より理解を深めることができ
た。
Googlemeetで毎回授業を行い、大学で授業をしているのと変わらないと思いました。そして、先生の熱意が
強いです。

　

アメリカ文学特講Ⅱ 馬場　聡

オーラル・イングリッシュ ダーリン、　Ｍ．

文学部　地理学科
地理学演習 橋詰　直道

都市地理学Ａ 橋詰　直道

都市地理学Ｂ 橋詰　直道



スライドを用いて、実際の都市の写真やこれまでの様々な研究論文をもとにして、先生が実際に調査したり
調べたりしたことを踏まえて都市について地理学的観点から学ぶことができるから
過去の卒業生の卒論を紹介してくださったり参考になったから。

日本地誌Ａ 橋詰　直道 日本の地誌について様々な具体例を取り上げ、わかりやすく説明してくれる。先生が実際に足を運んだ場所
を主に授業で扱っているため、詳しい説明を聞くことができ、授業内容が濃くなる。

日本地誌Ｂ 橋詰　直道 リアルタイムの授業で多くの資料とともに説明してくれるのでわかりやすくかつ楽しく受講できた。
楽しいと思わせる授業をしていた
動画内での解説がとても聞き取りやすく、大事な箇所は色を変えたり、写真や図を用いたりしていて、とて
も分かりやすくて良い授業だと思いました。
オンライン形式でも丁寧でわかりやすかったから。
これから深く地理学を学んでいく上で基礎となる知識などを実際の作業を通して理解できたと感じたから。
地図の見方や地形図の分類等、わからないことがたくさんありましたが、この授業を通し、地理学科に置い
て最も大事な地図の見方を学ぶことができました。

村落地理学Ａ 高橋　健太郎 オンデマンドのため何度も再生して学習することができ、レポートも本日やった内容を自分でまとめるもの
が毎回出され、やった内容を自分なりにまとめるので、何を学んだかの復習にもなり理解が深まった。

地理学演習 高橋　健太郎 卒論の指導の仕方が良いから
WordやExcelなどのパソコンの基礎を学べる。
ワードやエクセルといったパソコンを使った授業から地図を実際に描く実践的な授業等様々な形態の授業を
行なっていたから。

地理学演習 小田　匡保 丁寧に卒論の書き方等を指導してくれる。

経済地理学Ａ 須山　聡 Google Meetで行われており、板書を写すだけでは理解ができないため、しっかり集中してメモを取らない
と授業内容が理解できない。リモート授業はどうしても集中力が切れやすくなりがちだが、この授業は他の
どの授業よりも集中することができた。
ケーススタディの事例においてただ単に事象や現象を述べるのではなく、その事象や現象が発生するに至る
までのロジックやデータを得るための調査方法に関しても教えていただけるのでとても参考になる。
 知識を詰め込むだけではなく「なぜ」「どうして」という部分についても十分に理解することができる。
 授業で学んだ調査方法やロジックの組み立て方などは卒論等の地域調査の中で活用できるのではないかと感
じている。
オンライン授業で、プリントに手書きで書いた板書をカメラに写しながら行うのですが、その板書内容と先
生の解説が非常に分かり易く、日本の在来工業に興味が持てるような授業が行われているからです。

観光地理学 高橋　健太郎

人文地理学実習（地図学実
習含む）

高橋　健太郎

人文地理学実習（地図学実
習含む）

小田　匡保

　

経済地理学Ｂ 須山　聡



毎回のレポートの作成などを通して、論理力などを身につけることが何となく出来てきたような気がしまし
た。この授業を通してレポートの作成の基礎、また地理学の基礎内容をしっかりと学べそうなので、良い授
業だと思われました。
リアルタイムで資料も手元にある状態で分かりやすく説明してくれて、また課題も自分で興味のある内容を
見つけ意欲的に取り進めることができた。
面談などひとりひとりに親身になって下さり、勉強以外の学生生活についてもサボートして頂けたから
先生の知識が豊富で、いかに先生が土地について調べることも、教えることも好きなんだなということが分
かる、ステキな授業だったため投票します。
またオンライン授業で唯一、通常の時間に授業を行ってくださっていたことから選びました。
先生が親身になって教えてくれて、人数が少ない授業なので質問もしやすいです。

地理学特講Ｂ 須山　聡 このような状況の中であっても現地調査をする機会を設けていただいて、とても感謝している。現地調査で
は様々な場所に連れて行っていただき、非常に有意義な時間を過ごすことができた。

地質学Ａ 山縣　毅 授業が分かりやすかったです。

生物地理学Ａ 清水　善和 自分理解した内容を要約するという課題で、しっかり自分に理解できるまで読まないと書けないので、一番
講義内容を理解できた。

地域統計分析法Ｂ 伊藤　慎悟 非常に丁寧。
オンライン授業で直接説明できないのに、スライドで非常に丁寧に説明してくれるので理解が進む。
また、今後に生かせることもさまざま教えてくれる。
地域計画に関する国や自治体の制度の説明の際に、各地の事例が出され、制度の活用例、課題点を理解しや
すかった。課題で、事例をひとつ取り上げ、制度のどの部分が実際にどのように反映されているのかを分析
した。自ら照らし合わせてみることで、理解が深まった。
スライドを見て学習という方法だったが、細かく説明されていて大変わかりやすくかったから。興味深い事
例の紹介もいくつか取り上げられていた。
教材(パワーポイント)の質が良く、課される課題も自らの学力向上に大変役立つものでした。

社会科教育法Ⅲ（地理歴
史）

生田　清人
課題等は厳しいと感じたが結果として自分で考えることが出来るものであった。

社会科教育法Ⅳ（地理歴
史）

生田　清人 授業内容は難しいが、教員になるために必要なことをしっかりと教えてくれて、模擬授業などもしっかりと
行ってくれるため。

まちづくり論Ａ 福井　一喜 すごくわかりやすい説明とレポートと動画の時間配分がすごくやりやすい感じがよかった。

まちづくり論Ｂ 福井　一喜 他の学生の意見も紹介し、オンラインにうまく対応できている。短い時間で区切ってくれているので集中し
て受けることができた。

地域計画論Ａ 山口　太郎

人文地理学実習（地図学実
習含む）

須山　聡

地域調査入門Ｂ 須山　聡



ただスライドに書いていることを淡々と教えているのではなく、自分の頭の中にある知識をちゃんと生徒に
教えているような教え方で、すごく実りのある授業です。声も聞き取りやすいです。この人の授業がなけれ
ば、私は今頃、世の中にうんざりして手がつけられないほど重度の自暴自棄になって、取り返しがつかない
ことになっていたかもしれません。もしできたら、直接お会いして、まちづくりや地方創生について色々と
お話を聞きたかったです。
抽象的なことの説明もわかりやすく、具体例としても身近なことや最近のことを取り上げてくれるのでとて
も分かりやすいです。
さらに、毎回の生徒のコメントも共有してくれるので他の生徒がどのようなことを考えているのかというこ
ともわかるため、新たなものの見方を知ることができるので投票させていただきました。
授業内容が、経済を地理的に見解していくというものなのですが、都市と地方での人口数の違いや地域ごと
に特色があるということを学ぶことができ、他の授業に比べて覚えておきたいなと思ったからです。
現在の時事問題に触れて学生の質問や意見に対して細かくわかりやすい説明をしてくれるところ

気候学Ａ 江口　卓 為になる内容

地理学演習 江口　卓 質問に丁寧に答えてくれ、熱心に指導してくれるから。

自然地理学実習（地図学実
習含む）

小野　映介
メールの送り方を丁寧に教えてくださいました。

授業で置いていくことがない。
分からない生徒もあとで挽回できるように、授業を録画してくれるだけではなく、授業中に聞ける雰囲気を
作ってくれること、授業後も質問に答えてくれること。
顔出しを強制しないところ。
画面共有で実際にどのような作業を行うかがわかりやすかった。また、録画のアーカイブも公開されるの
で、分からなかった所を何度も復習出来る。
授業が終わった後、気軽に分からないところがあれば質問できる環境にあることや課題の解説を次の授業の
時にちゃんと時間をかけてやってくれるところ、先生の授業に対する熱意が感じられるところが自分の投票
理由です。
オンラインで授業がやりづらい中、毎回丁寧に理解の遅れている学生がいないか確認しつつ、なおかつ説明
も懇切丁寧であるから。
難しい内容の科目ではあるが、わかりやすく見やすく教わっている。
オンラインのメリットを生かした授業を行っているため。

地域環境調査法（現地調査
含む）Ｄ

田中　靖 全てを教えるのではなく,生徒が自分で考える時間を取り,最後に答え合わせをする方法がよかった.
ずっと受け身が多いオンライン授業期間でも,この授業は一番学習内容が頭に入ってきた.

経済地理ａ 福井　一喜

経済地理ｂ 福井　一喜

リモートセンシングＢ 田中　靖

測量学 田中　靖



外国地誌Ａ 平井　幸弘 先生が実際に数年間訪問していたベトナムについての授業内容で、現地でのリアルな体験の話が新鮮で授業
に盛り込まれていて、興味深い。

地形学Ａ、地形学Ａ 平井　幸弘 生徒が質問したところを次回の授業にはちゃんと説明してくれる点

地形学Ｂ、地形学Ｂ 平井　幸弘 パワーポイントがどの教員よりも見やすいと思った。

自然地理学概説 鈴木　秀和 スライドショーの画像が細かくなく見やすい。また、講義中も諸地域に関する具体例を交えてくれるので、
イメージしやすい。災害への喚起や対策なども指導していただき、大学の授業に限定されず、将来にも活用
する力を得ている気がする。

応用地理学Ｂ 鈴木　重雄 興味のあった事柄についてよく学べたため

地理学演習 鈴木　重雄 卒論の草稿を送ったら本当に細かいところまで目を通してくれたため

人文地理学概説、人文地理
学概説

今井　理雄 地理という学問の可能性を拡大でき、かつ身近に感じることのできる授業である。
講義では文章形式(+最近はPDFファイルや画像を添付)で身近にある様々な事例を多く紹介しており、どれも
非常に興味深い。
それだけでなく課題においても授業で取り上げたテーマの中で自分で必要な情報を調べ取捨選択しつつ自分
の考えも取り入れ書くものであり、考える力を得ることができると共に、今まで知らなかったようなこと、
既知のテーマであったとしてもより深く知ることができるため、非常にためになる。

他の講義は実際の授業に比べ分かりにくい、不便な面が多いが、この講義はオンラインでオンデマンド形式
だが、配布資料(プリントやパワーポイント)が適切で、分かりやすいから。パワーポイント(音声込み)ならば
通信環境が悪くても止まることはなく、使いやすいと思った。また先生の声が聞き取りやすく好きだと思っ
た。
資料配布による授業形式だが、録音した音声による解説も合わせることで対面やzoom授業に近い質を保ちつ
つ、通信量や受講のタイミングに配慮している。
それぞれの発表内容を聞いて考えを広げていけるから
ゼミ形式の授業だが個々の発表に対して助言をもらえる。
卒業論文作成のためのゼミであるが、個人発表後のアドバイスが卒論を書く上で非常に助かっていると感じ
たため
コロナで大変な状況の中、卒論制作に向けて適切なアドバイスをしてくださっているため。

日本史学演習Ⅰ 小泉　雅弘 自分がまとめたレポートに対して、どのように今後調べたら良いのかということや、内容に対してさらに深
い知識を丁寧に教えてくださった。

日本史学基礎演習 小泉　雅弘 zoomと対面での発表が良かった。ずっと一人で授業を受けていたので、他の人の発表を聞くのが楽しいし、
勉強になった。

日本史学演習Ⅰ 熊本　史雄

日本史学演習Ⅱ 熊本　史雄

文学部　歴史学科
日本近代史 熊本　史雄



毎週欠かさず配られる史料とそれに即した解説が、対面授業を補うに足る内容であり、不安なく受講するこ
とができたため。
オンラインならではかもしれないが、課題の答案を示すだけでなく個別の添削にも対応してくれて、講読能
力が高められたと感じたから。

日本史学演習Ⅱ 瀧音　能之 コロナ禍でオンライン授業が余儀なくされた中でも、学生が卒業論文に取り組みやすいような指導をしてい
ただき、丁寧に指導して下さっている為

日本史学史 瀧音　能之 教科書が分かりやすい

日本史学演習Ⅱ 中野　達哉 コロナ禍で就職活動や試験などに影響を受ける生徒が多く、難しい中で多様なニーズに合わせたオンライン
授業をしてくださった。中野達哉ゼミで無ければ、負担が多く精神的にもつらい生徒がいたのではないかと
思う。

日本史史料講読Ⅲ 中野　達哉 毎週の古文書史料を読み下し文に直すことで効果的に古文書を読み取れる事が出来た。少しずつ自分の進歩
が見える

日本史学基礎演習 菅野　洋介 わかりやすいかつ的確にミスを訂正していただいた。

日本古代史 佐藤　雄一 今年度から来た先生らしいのですが、声が聞き取りやすいのと、オンラインでの授業ですが動画とレジュメ
どちらも用意してくださってとてもわかりやすいです。
早く直接お会いして生で授業を受けたいと思わせてくれる授業だと思います。

日本史概説 佐藤　雄一 授業内容を文章にしている分、解説を詳細かつ分かりやすくしている点。その解説が学生にとって身近に感
じられるよう工夫している点。

日本史学基礎演習 佐藤　雄一 Googlemeatを用いた報告会という授業形式で、オンライン受講の中、他の学生と交流できるよう取り計らっ
て下さったことが良かったと思っています。
オンラインを通しての授業に対して学生に配慮した課題の提示、資料の配布が行われ、効率的な授業であっ
たから。また内容も対面式ではないが分かりやすく、課題の設問の分量、質問の意図が分かりやすい。授業
の内容・形式以外でも、教員側に不備があった場合に丁寧な説明と共に謝罪なさることで、素性のわからな
いオンライン授業でも教員に対して信頼感が生まれた。
講義内容をまとめた資料と、それを見やすくしたPowerPointの資料が配布されて分かりやすかったためと、
課題提出後に解答を教えてくださるため。
哲学者の歴史を学ぶ講義が純粋に面白く、現実問題や漫画、小説と絡めて思考を深めることができたから。
新しい知見を与えてくれるから。

日本中世史 長谷川　幸一 授業内容が専門的知識を簡潔かつ面白い趣向を凝らした内容であり、資料も見やすいため。

日本史概説 鈴木　雅晴 前期はオンラインで後期は対面になったのですが、オンラインはあまり良い授業ではなかったのですが、対
面になってからは非常に面白い授業でした。
先生もユーモラスで、授業も非常に分かりやすくまとめられているものでした。

日本史史料講読Ⅳ 小泉　雅弘

日本史特講Ⅱ 古谷　紋子

哲学史 滝沢　正之



外国史学基礎演習 佐々木　真 オンラインと並行で、対面授業に参加する機会を作ってくださった。
毎回リアクションペーパーが用意されていた。

史学概論 佐々木　真 他の科目では、動画を見た時間で出席をとる、消される等の理由で動画の見返しができない場合が多いが、
この科目はいつでも見返すことが許されており、復習しやすい。授業も細かいところまで丁寧に教えてくだ
さり、時間も長すぎない時間内で行うため集中力が継続される。
他の先生方も動画の見返しができるように、また授業時間も90分を超えてしまう科目もたまにあるので超え
ないように改善していただきたい。

西洋史学演習Ⅱ 佐々木　真 これしか受けておらず、比較対象が存在しないため
生徒が発表をし、それに対して疑問に思ったことを質問するというスタンスをとった授業だが、教員が解説
や基本的な注意点などをはさみながら一人一人にアドバイスをしてくださるので、これからの授業、さらに
は社会に出た後のプレゼンなどにも応用できると考えたから。質問をする際に誰でも発言のしやすい雰囲気
であることもよい点だと思う。
授業内での個人発表について、細かくプラスな点とマイナスな点を指導してくださいました。
自分の履修している授業の中で、唯一対面授業だったため。
話が面白かった。
授業のスライドが分かりやすく、先生のお話も面白く、授業が楽しい。
西洋史概説の授業でzoomの画面を開いて画面越しに大城教授を拝見すると、ああ、西洋史概説を受けている
んだなぁって感じるところです。また、西洋史という大きな問題に楽しく、クールで、セクシーに取り組ん
でいる姿に感銘を受けたところです。
この状況でそもそも双方向の授業を行ってくれる授業がとても少ない中、最も早い時期に双方向の授業の体
制を整え、授業を行ってくれたため。
また、出席管理、課題や授業時間のバランスや効果など、よく考えて授業をしてくれていると思うから。
自身の体験談や調査などで現地で撮ってきた写真
などを使いながら、西洋史についての授業を
スライドと口頭での解説などを交えてわかり
やすく解説してくださるため。
教授自身の旅行記を交えながら授業を進めていくので、その内容や現地について興味を惹かれる。また、文
字だけでなく画像も多く使っているので効果的に内容を理解できること。

西洋史概説 大城　道則

外国史学基礎演習 大城　道則



オンライン授業の中でも珍しく生配信で講義を行っていること。また、授業内で使われているスライドの多
くの写真が使われていること。そしてその写真のほとんどが先生が実際に現地調査した際に撮影されたもの
で現在は破壊されてしまったものや情勢的に立ち入ることが出来ない遺跡、そして若かりし頃の大城先生の
姿を見ることが出来て全く飽きないし、非常に生徒の興味やモチベーションを保つことに優れた授業構成だ
と思うから。
実際の写真を見せていただけたりして、授業の内容が分かりやすかったから。
質問にたいして、しっかりと詳しく解説いただいたから。
授業で取り扱う歴史についてのいろいろな仮説とともに、先生が実際にみて思ったことなどを伝えてくださ
るから。
他の年代と比べ史料が残っていない古代史を、現地の写真や自身がその地域で研究した体験談を織り交ぜて
講義を進めてくださるので、木曜日の3時限目が楽しみになった。
実際の画像などをよく示しており、授業内容が非常に分かりやすい。
今年度はオンラインでの授業となり、資料をアップしてレポートを課すだけの授業が多くあるなか、西洋史
概説は Google Meet を利用したリアルタイム講義を行っていて、教員の授業に対する熱意を感じたから。
実体験や研究での話を中心とした授業で、とてもわかりやすく、知らないことを知っている実感を強く感じ
ました。Classroomを使った配信形式の疑似対面授業で、教授自身がお持ちのレプリカや、実際の調査の様
子の写真や動画を見せていただけたことにより、もっと学んだことについて知りたいと思いました。
集中力が切れないように間に雑談を挟んでくれているところ。
自分の旅行の体験を交えて西洋史を解説してくれるから
卒業論文の授業だが、文章表現や注釈のつけ方など指導がわかりやすく的確だから。
個人発表や情報を共有する機会がある点と内容に行き詰まっている時に相談にのっていただける点を理由に
投票しました。
卒論を作成するうえで、非常にためになるアドバイスをたくさんもらったから
パワーポイントを使用した講義なのですが、かなり文章が書かれたスライドを書き写す時間を頂けるため、
復習する際に困らないです。テストにも万全の用意が出来た状態で挑める科目であると思っています。また
先生のお話もテンポが良く、講義を聞いていて楽しいです。そのため、大城先生に投票させていただきま
す。
説明がわかりやすく面白い
わかりやすい
オンライン授業でありながら、対面授業とあまり変わらない授業を行っていた。画面共有を適切に活用され
ていた。

　

西洋史学演習Ⅱ 大城　道則

西洋史特講Ⅴ 大城　道則



どの講義の先生もオンラインで講義を進められるように頑張ってくださっている中で、大城先生の方針が一
番いいなと思ったからです。大城先生の講義はGooglemeetを前期の早い段階から利用していて、受講者もカ
メラオンで講義を受けるため、リアルタイムで講義を受けている実感が得られるのが、いいところだなと
思っています。先生と生徒がお互いに顔を見て講義をするのは、例年であれば当然のことで、やはり先生や
他の受講者の顔を見て講義を受けられると安心する部分があるので、カメラオンで講義を行っている大城先
生の講義が一番好きだなと思っています。
主にエジプトの歴史の授業ですが、先生の視野が広く、エジプトという括りを超えた比較・研究を行ってい
るので面白いと感じました。身近なものを例に挙げてくれるので解説も分かりやすいです。
教育方法というよりかは、純粋に授業内容が好みでした。世界各地(日本も含む)に残る伝承や神話などと、
古代エジプトに関するものと関連付けた内容、などと言ったことが興味深く好きです。
コロナウイルスの影響で、課題を与えてやる授業が多い中、グーグルミートを用いて授業を行っている。そ
の上、実際の遺物や遺跡の図像を取り上げて考えるため、興味を持ちやすく、楽しい授業である。
古代壁画から当時のエジプト人の生活を紐解くという授業の主題が大変興味深くていいと思ったから。
前期の新入生セミナーからレポートの書き方やレジュメ発表に至るまで丁寧な指導をいただいた。
レジュメ発表では教授から質問やご指摘をいただけたり、積極的に質問を投げかけられる空気ができてお
り、身になる授業だと感じた。
対面の授業を行ってくれたため。
授業に金銭的、時間的な労力を割いてくれていることが一番伝わったため。
生徒との連絡の取り合いを積極的に行ってくれたため。
夏休み課題レポートの内容をレジュメにまとめて発表するという授業。レジュメづくりや人前で発表するこ
とで、そのことについて自分自身も深く理解することができ、かつ他の人にとっては新しいことを知る機会
になるという点で効果的だと思った。
授業の内容は理解やすい、面白いです。とてもやさしい先生だと思います。

東洋史学演習Ⅰ 中村　淳 専門科目の詳細な説明はもちろん、その他の就活や生きる上で重要なことをお話して頂けるので、とても"た
めになる"授業であると思ったからです。
世界史を選択していなくても十分理解できたし、毎回コメントのフィードバックの動画をアップしてくれる
のがよかった
おもしろいしわかりやすい

西洋史特講Ⅰ 森山　貴仁 授業内容が興味深い。
毎回レジュメが充実していて、量は多いが決して読みにくくは無く、多くの知識が得られている。
無理のない範囲でこれからも頑張っていただきたい。
境界線をドイツを通じて知ることが出来る

　

外国史学基礎演習 中村　淳

西洋史特講Ⅶ 高田　良太

西洋史特講Ⅲ 長沢　優子



西洋文化史Ⅰ、西洋文化史
Ⅰ

奈良澤　由美 世界史を学ぶのは高校2年以来であったが詳細に西洋文化について学ぶことができた。ライブ授業で写真や図
について詳細に説明することで飽きさせない授業作りができていたと感じたから。
・毎回の授業アンケートを基にしたスライドと解説によって生徒からでた疑問が視覚化され、情報が読み取
りやすかった。
・区切りの良いところで質問タイムが設けられ、分からない部分は即座に確認することが出来る。(みんなの
前で質問しにくい人は授業後に少し残って質問するなどの配慮もしてくれる)
・英文解釈、解説だけでなく、背景知識と関連する写真といった視覚的な情報も豊富に載せてくれるため集
中力を維持したまま授業に参加できる。(聴覚情報と視覚情報の量のバランスを取るのが上手い。他の授業で
は視覚情報が過多だったり、双方の情報量が多いため、集中力が維持しにくく、疲れやすいことがある)
・適度な課題の分量(程度としては90分以内に終わるもの)
オンライン授業を考慮した史料配布、必ず授業開始の15分前にシーラーニングを通した通知がくる、フィー
ドバックが充実していて、学習意欲か向上する。

外国史各説Ⅳ 福島　恵 スライドがとっても見やすくて分かりやすく、一言コメントや関連する雑学、現地の写真を載せてくださる
ので、音声はないけど先生の声が聞こえるような授業です。また、毎講義ごとに質問や感想に対して返事を
してくださるので、意見の共有がされるのが助かります。オンライン授業が始まってから、私が一番楽しみ
にしている講義です。

世界史概説、世界史概説 小寺　智津子 プリントと映像の両方を毎時間使い、その都度確認テストを行ってくれるので頭に入りやすい。
写真や図が多くて、わかりやすいです。
小テストに解説がついていて、わかりやすいです。
説明が詳しくてとてもわかりやすかったから。
オンデマンド授業であるにも関わらず一番動画内での説明が理解力がない自分でもわかる程で地図や画像を
適切なタイミングで表示をしてくれる丁寧な授業であるから。

考古学演習Ⅱ 角道　亮介 自分の卒論についての議論をしてもらえたから

考古学基礎演習 角道　亮介 授業内容が討論を行うものであり、このコロナ禍においてとても難しい授業であるが、オンラインで参加し
ている私にも配慮してくださりきちんと授業を行えているから。

考古学発掘実習Ⅰ 角道　亮介 授業が分かりやすいからです。

考古学特講Ⅰ、考古学特講
Ⅰ

藤野　一之
オンライン、対面両方の授業だがオンラインの場合でもわかりやすかった

スライドを用いた授業で、資料の図の配置や大きさ、重要な部分は色分けされているなど非常に見やすく、
要点が分かりやすかったから。
日本人の発展の歴史を、今まで習い、見知ってきたものとは全く違う視点から考えていく授業が面白いか
ら。

外国史学文献史料講読ⅩⅥ 日尾野　裕一

外国考古学概説、外国考古
学概説

角道　亮介

日本考古学概説 松木　武彦



パワーポイントの授業資料が使用されているが、図が豊富に混ぜ込まれ、本文はフォントの大小が組み合わ
され文章の羅列になっていないため、非常に読みやすい。また、資料の内容が受講確認の小テストの内容直
結するため、授業内容も難解に思われず、教科に興味を持てるような工夫をたくさんしていただいていると
感じた。
長すぎずかつ具体的に分かりやすい点、資料を工夫して作成している点(色の使い分け、画像など)
考古学が対象とする「物」は文字記録と違い、そのままでは何も語りません。そのためいろんな方法を使っ
て「物」から過去の真実や歴史の動きを語らせる必要があり、この授業では様々な方法を学びました。考古
学とは過去の真実を物に語らせること、という言葉が印象に残りました。
年表、史料を効果的に使って、私たち生徒に分かりやすく教えてくれるから。
コロナウイルスの状況で直接の指導が受けられない中、レジュメの写真と文章だけだが、とても理解しやす
い文章構成、分かりやすい説明をされている。とにかく説明が分かりやすい。考古学初心者だが文字だけで
も授業内容が理解できる。
また、多種多様な写真を用いてくださるおかげでさらに理解が深まる。
直接顔を見合わせて受講できないのがこの上なく残念。
難しい文言だけでなく、くだけた表現でも説明がされているので理解しやすく、楽しく学ぶ事が出来まし
た。資料と確認テストのみの授業ですが、学習効果は十分あると思いました。

博物館教育論 大木　真徳 ユーチューブ動画にて、かなり細かくかつ具体的にゆっくりと説明をしていたように思ったので、選びまし
た。

博物館教育論 大木　真徳 オンラインという限られた授業形態の中で、他の授業よりもわかりやすく丁寧な説明、見やすいスライド
で、かつ無理のない課題を出してもらえるのでとてもやる気になる。

情報メディア論 嶋村　元宏 経験を元にした含蓄のある教鞭で、ネットリテラシーの重要さを教えてくれました。
インターネットメディアが半永久的に残るという言葉が印象的でした。

レジュメをあえて簡単なものにして受講生自身にメモを取って受講するよう促したり、指名して感想や意見
を聞くなど、オンラインでも質が落ちないようにされていると感じたため。また、ゲストスピーカーを迎え
ての授業もとても勉強になったと感じたため。
オンライン環境の中、リアルタイムの講義のため質問がしやすい。ゲストスピーカーとしての当事者の方の
お話を聴ける内容が良い。

コミュニティ・ネットワー
キング論

李　妍焱 論理だけでなくケーススタディも多く学ぶことができたから。オンライン上ではあるが外部講師の生の話を
聴くことは、とても貴重であり多面的に得るものが多かったし、より充実した議論をすることができた。

　

文学部　社会学科
ジェンダー・セクシュアリ
ティ論

松信　ひろみ



社会参加実習 李　妍焱 興味のある社会問題に取り組んでいる団体に、実際に取材をしたこと。取材したことによって、その問題に
ついての理解が深まった。また、パワーポイントで発表することによって、相手へどのように伝えるかな
ど、発表の仕方や表現力などが前より身についたと思う。

デジタル社会論 深澤　弘樹 授業内容が、オンラインにも関わらず濃くてわかりやすかった。パワーポイントに音声が埋め込まれていた
が、声が本当に聞きやすく、すんなりと耳に入ってきた。説明が一つ一つ丁寧であるため、納得して課題に
取り組むことができている。

デジタル社会論 深澤　弘樹 分かりやすく、生徒の事情も考慮された授業だったから
内容を詳しく説明しているので、授業の中で特に頭に入りやすく理解しやすい。先生自体も対応が良いの
で、気楽に授業に臨める。
パワーポイントに音声ファイルが挿入されていて、それを聞き、最後には与えられた課題をするという授業
形態だったのですが、音声は聞き取りやすく、またパワーポイントも要点がしっかりまとまっており見やす
く、課題の考える時間もしっかりと設けられていたため非常に良いと感じた。
そして通信料などの面で考えてみても、パワーポイントを用いた授業というのは、コロナ禍において、最適
な授業形態であったと思ったから。
深澤先生の授業はどれも丁寧で分かりやすく、且つ課題の提出期限が少しゆとりをもって提示してくれてい
たので効果的に学習出来ました。

社会学専門演習Ⅱ、社会学
演習Ⅰ

濱田　国佑
生徒の自主性を大切にしてくれるため、のびのびと研究に臨める環境が出来ており、良いと思った。

社会調査Ａ 濱田　国佑 授業内容の解説が分かりやすい。また、課題の提示などが明確なため、オンライン授業という状況下でも受
けやすかった。

異文化コミュニケーション
論

土田　久美子 講義中に学生達に考える時間があることや、オンタイムで授業を行ってくれるっことによって、他の先生以
上に学生の事を考えてくれていると感じる。

社会学基礎演習、社会学基
礎研究Ｂ

土田　久美子
色々と討論できるから。

社会学特論Ⅱ 青山　陽子 毎回すべてのリアクションペーパーにコメントしてくれるから。

犯罪と逸脱の社会学 赤羽　由起夫 何か教科書に書いてある文をそのまま読み上げるような授業ではなく、ユーモアを持ち合わせつつもわかり
やすい授業だったから
PowerPointやExcel、Wordの使い方を詳しく学んだので、社会人になったらとても役に立つと思いました。
また、タイピングの練習もしているのでパソコンで文字を打つ速くなって自分のスキルが上がったような気
がしました。
資料が分かりやすい
おもしろかった正義論 暉峻　僚三

マス・コミュニケーション
概論

深澤　弘樹

情報処理論 名取　志保



オンライン授業でありながらなるだけ議論が出来るよう努力しており、それゆえに有意義な授業であったか
ら。
講義内容の説明と生徒間の話し合いのバランスが良かった。毎回、生徒間で話し合いを行う授業が、私が履
修した授業の中ではこの授業だけだったので、毎回新鮮な気持ちになれた。
実際に起こった問題や具体的な事例をベースに授業が構成されているためにわかりやすく、実践的に学べて
いると思ったから。
毎回動画を録画して残しておいてくれることや難しい内容でも面白く授業をしてくれるので、苦にならずに
授業を受けられています。
興味を持てるように授業が工夫されていた。
コロナの特別措置法など,時事ネタをうまく授業に取り入れている。
遊び心のある授業で、楽しかったため。
授業内容をわかりやすくするため様々な事例や、今流行りのアニメなどに例えて教えていただけるため非常
に面白く分かりやすい。
世間で話題となっている社会問題について、行政法を絡めながら解説してくれることで、難しい法律の世界
をより身近に感じさせてくれた。
授業スライドも有名キャラクターや映画をモチーフとした物となっており、とっつきやすいものとなってい
る。
毎週の授業時間を楽しみにさせてくれる授業だった。
生徒の主体性があるから。
教授と生徒間のやり取りが豊富だから

社会福祉専門演習Ⅰ 伊藤　秀一 学生に幅広いテーマに対して様々な角度から課題分析し研究するところからとても楽しく、また興味深く感
じてます。
オンラインではあるが、その科目以外にも使える勉強法を提示してもらったり、関連した動画を授業と一緒
に出していること
毎回の動画が興味深く学ぶことが多く、先生にユーモアがあり、授業が退屈に感じないからです。
自己学習が多く、想像していた大学生らしい授業を体験できた事
オンライン上ではあるが他の生徒と交流でき、他の生徒の意見や感想を直に聞くことができるから。
なかなか今年は同級生と交流が持てない中で、グループ会議ができたり、顔が見えた状態で同級生の話が聞
けたのは良かった。一度、大学で授業もできて、階も高いところでの授業だったので、階に上がるまでに大
学の構内も少し見れたので良かった。

　

行政法 宮尾　亮甫

社会福祉基礎演習 伊藤　秀一

精神科ソーシャルワーク論 佐藤　光正

ヒューマンサービス演習 東條　光雅



正直他の科目の方が専門的知識を学ぶことができ大学生らしい勉強ができた。
しかしながら今回のコロナウイルスの蔓延によってキャンパスにも通えずひたすら1人で家に篭り学習する中
で友達(同学年の人たち)と話す機会を与えてもらい対面授業の実施によってまだまだ少ないが友達と呼べる
人ができたことが何より嬉しかったためこの科目に投票した。

社会福祉基礎演習 東條　光雅 生徒に任せてくれるところ
相談援助の方法についての視聴覚教材を使用した授業が実に効果的であると感じたため。
オンライン授業ではありますが、さまざまな資料を用いて細かいところまで学ぶことのできる授業だと思い
ました。

社会福祉援助技術演習Ⅰ 長尾　譲治 オンライン授業は必ずGooglemeetsで行われ、ただ講義を受けるのではなく、教授や生徒同士の交流が学習
を通して出来たから。
クイズなどを取り入れて生徒が90分のオンライン授業を無理なく受けられるような楽しい授業にしてくれて
いる。
授業の進め方や内容が分かりやすい。自分のペースで勉強を行う事ができる。
復習課題がとても役に立ちました。
社会福祉の知識を得ることができたり、福祉に関するニュースなどを紹介してくれるからだ。
生徒の質問にしっかり答えていたから。
授業プリントで重要事項を穴埋めにしたり等、生徒が理解しやすく工夫をしてくださるため。また、授業内
容以外にも1年生が不安に思っている内容についても質問に答えてくださるため。
オンラインという環境の中でもしっかり理解ができるような完成度の高い授業プリントがあるのと、分野が
終わるごとにその分野のまとめプリントを作成してくれるため、復習がしやすいという点。やはり、オンラ
イン環境では基本的に復習がメインの学習法になってくるので、授業のまとめプリントの完成度が高いとと
ても学習効果が得られていると感じる。
google meetを使って一つ一つ説明して授業をしているので受けやすい。レジュメも見やすく、理解しやす
い。授業ごとに質問を受け付けて、毎回それの返答を授業で答えていることがいいと思う。

社会福祉専門演習Ⅱ 長尾　譲治 オンライン授業で手探りな中も、私たち4年生のために一生懸命国試対策の授業を行ってくれて勉強へのモチ
ベーションを保つことが出来たからです。
資料も分かりやすく、手順に無駄がなくとても良かったです。
サザエさんのキャラクターを用いた具体的な説明がわかりやすいから。授業の真ん中あたりで休憩時間を
取ってくれて集中しやすいです。この授業は人生において役に立つと思うから。
とても丁寧でオンラインでも分かりやすく教えてくれる講義であるからです!

社会福祉原論 長尾　譲治

社会保障論 長尾　譲治

　

ソーシャルワーク演習 長尾　譲治



毎回googlemeetを用いて授業を行っていましたが、具体例を使った丁寧で分かりやすい授業内容、福祉に関
するニュースや豆知識など、福祉について幅広く学ぶことができ、入学してから受けた科目の中で、1番吸収
した知識が多いと思ったから。
また、毎授業ごとにリアクションペーパーの提出があり、困ったことや授業で分からなかった些細なことで
も必ず答えて下さったから。
作成プリントが見やすい、話が聞き取りやすい
マンガのキャラクターを例にとった公的サービスなどの説明が分かりやすかった。
具体例を挙げながらわかりやすく丁寧に説明してくださる。大事なワードはプリントに自分で書き込む形式
なので覚えやすい。
自分が社会に出て自立した時でも、社会保険の知識などは必要だと思うので、将来役に立ちそうだから。
年齢や職業によって加入する社会保険が異なることを、サザエさん一家に当てはめて説明してくださるの
が、とても分かりやすい。授業の中間に「ブレイクタイム」というお手洗い休憩兼社会福祉ニュースを紹介
する時間があり、時事問題に強くなれるし、授業後半に向け頭の整理をすることができる。毎授業後のリア
クションペーパーを次回授業中に紹介するため、自分では気付かなかった他の生徒の意見や疑問も知ること
ができる。国家試験の問題を少しずつ挟むので、1年次から国試を意識することができる。Meetでのリアル
タイム授業を実施してくださっているので、授業後に直接質問ができる。
教員の経験から実際の援助の場面ではこうした、ああしたというのが毎回聞けるので将来のためになる
授業の流れがしっかりしている。序論、本論、結論的な感じで、動画を送っていて、かつ一気に送るのでは
なく、生徒自身に考える時間、読む時間を与え、次の動画を送ったりしていて良いと思う。資料も教授の経
験が多くとても、理解しやすい。
毎回時間ごとの授業動画を共有してくださるところがいいと思いました。
オンライン上でも対面と変わらない丁寧な授業内容、進行で学生としてはとても有難かったです。
とても丁寧でわかりやすい授業有難うございました。
教科書の事例の要約を毎回行うことで要約する力がつく。そしてその事例のテーマが、社会福祉士の行動規
範のどれに当てはまるかを考える時間があることで、ただ事例を読むだけで終わるのではなく、社会福祉士
の価値・倫理に結びつけて考えることができるため効果的であると感じた。
オンラインではないため、自分のペースで講義を受けることができるから。
授業外でのコミュニケーションを持たせてくれる。
自己紹介の場を設けてくださり、和ませてくれたから。

精神医学（福祉） 吉田　光爾 コメントや質問をした際に丁寧に教えてくださるところや、映像を授業の中で見せてくださるので授業内容
の理解がしやすいと感じたため。

　

社会福祉援助技術総論 芦田　正博

医学一般 遠藤　大昌



先生が実際にソーシャルワークをやっていて感じたことや考えたことを交えながら、教材を使用した丁寧な
解説をしてくださったので、とてもわかりやすかったです。将来について何も考えてなかった私に、医療
ソーシャルワーカーという目標を与えてくれた科目です。
動画を見ることでイメージしやすく、よく授業内容が頭に入ったから。
実際の現場の様子を知ることが出来て自分の将来展望を考える機会にできた。ビデオを視聴することで追体
験ができることと、フィードバックを受けることが出来るためより自分の意識を高めることが出来る授業
だったと思います。

介護技術 金　美辰 コロナ禍で対面授業ができない中、ZOOMにてリアルタイムの授業を実施してくださったため。またそれは
教員が一方的に講義するものではなく、グループワークや発言の機会を持たせてくださったことで、対面授
業の場合とほぼ変わらないくらい積極的に授業に参加でき、授業内容も理解しやすかったため。

精神保健学 行實　志都子 動画に先生の声がついていて、とても分かりやすいです。
また、同時に教科書のページを言いながら、授業をしてくださるので遅れることなく、動画を見れていま
す。
ペースもちょうど良いです。
授業が楽しかった
教科書を使ってオンデマンドの授業を実施した後に小テストを行うので、一方的な授業とならず内容が身に
ついている感じがするから。

福祉サービスの組織と経営 増井　賢一 面白い

社会福祉援助技術演習Ⅰ 村田　一昭 工夫を凝らした演習内容を前もって準備して下さったことで、楽しくワークを行いながら、自己分析や他己
分析、社会問題への考察等をすることができ、自分の成長に繋がったと思ったからです。

女性福祉論 堀　千鶴子 困難を抱える女性支援の現状について、さまざまな新聞記事を用いて授業を行っていて、理解しやすかった
です。また、動画を視聴することで、女性福祉支援の歴史について、理解を深めることができました。女性
支援の在り方がどうあるべきかについて考えることができる授業でした。

社会福祉学特講Ⅲ 齊藤　和良 オンライン授業でもしっかりと点字の授業の対応をしてくれたため

心理学的支援法 茨木　博子 対面授業が出来ない中、毎時間、先生や他の受講生の顔を見ながらリアルタイムで授業を行ってくださり、
程よい緊張感を持ちながら授業に挑むことが出来たことがとてもよかったです。また、カウンセラーに必要
な態度や考え方を具体的な例を挙げながら、丁寧な説明をして下さったので、分かりやすかったです。

演習 永田　陽子 少人数クラスの授業なため先生との距離が近く,様々なアドバイスやお話を直に受けることができ学習の理解
が深まりやすいため。また,学習が足りないところを的確に注意してくださるところがとても良いと感じてい
るため。

演習 岩城　達也 卒論を仕上げるため、一人一人としっかり話し合う時間を設けてくれる。的確なアドバイスをくれるから。

文学部　心理学科

医療福祉論 宮本　博司

司法福祉論 三澤　孝夫



心理学概論Ⅱ 岩城　達也 授業が小テスト含めて、90分以内にちゃんと終わるから。

社会・集団・家族心理学
（社会・集団）

長谷川　孝治 とても資料がわかりやすく、小テストもあり復習しやすいです。
重要なポイントもわかりやすいです。

司法・犯罪心理学 藤田　博康 自由に回答させてくれる。格式張っておらず、思う存分に自分の考えたことを言える。
DVの話だったり、離婚の話など暗い授業もあったが、恋愛の授業もあったり授業内容が面白かった。また恋
愛の曲を聞いての感想などの課題もあったため楽しく取り組めた。
人間の身近な存在の話の内容だったこともあったが、授業をしていてとても楽しかった。
ゲストスピーカーを招いてのZoomを用いた授業が勉強になった。
現在実際にカウンセラーとして働いている人や児童養護施設で働いている人をゲストスピーカーとして授業
に呼んでくれるので,どのような気持ちでどのような仕事をしているのか生の声が聴けるから,とても頭に入っ
てきやすいし勉強になったと感じたから。
実際の心理関係の職場で働いている人の話を聞けるから
授業動画がすべて20分以内で区切られていて、長さがちょうどよかった。
具体例が豊富であり、とても分かりやすかった。
動画資料にBGMがあることが、他の授業と比べて良いと思った。
大福帳というものの中で、何気ないコメントにも返信してくださることがうれしかった。
動画視聴時間を、パソコンだと疲れやすいからと短めの動画にして、無駄のない授業にしてくれたのがあり
がたかった。全部の授業がパソコンなので腰と首がしんどかったので助かりました。
授業内容では、ただスライドを説明するだけでなく、実験動画や例を要所要所に織り交ぜて分かりやすいよ
うに説明してくださった所や、板書しやすいようにゆっくり話してくださったところ、また、動画にBGMを
つけたり、授業後の感想を書く欄では大したことを書いてないのに毎回返事を書いてくれるところなど、先
生方も急なオンラインの授業で大変だったと思うのですが、その中でもとても丁寧で分かりやすい授業だっ
たので良かったと感じました。
動画が15分弱で区切られ短くまとめられており、BGMもあって集中しやすい学習環境を作って頂けたから。
動画資料に先生の丁寧でゆっくりな説明があった。身近なことや誰でも理解できるような例を挙げて説明し
てくださっていた点でもわかりやすかった。
また、大福帳という機能を使って私たちの質問や日々の何気ないことの報告にでも返信をくださってよかっ
た。
授業資料が非常にわかりやすい。授業動画が一つ15～20分程度で、集中力を切らさずに授業を受けることが
できる。
オンライン授業ということもあり、一本あたりの動画が短く、集中しやすかった。また、小テスト、記述問
題も理解を深めるのに効果的だったと思います。

社会・集団・家族心理学
（家族）

藤田　博康

公認心理師の職責 八巻　秀

学習・言語心理学（学習） 久保　尚也



オンライン授業でしたが、先生が出してくださった授業動画がとてもわかりやすかったです。
オンラインでの授業の作り方、教え方がわかりやすかったため。
授業動画を前編、後編に分けているので、小休憩を挟める点。
用語を丁寧に解説していて昔習ったものも簡単に振り返ってくれる点。
授業の感想コメントをこまめに返信してくれる点。
専門的な用語が沢山出てくる授業ですが身近な例を挙げて説明してくださっているのでとても理解しやすい
です。
また、大福帳を通して教授と学生の間でコミュニケーションが取れているのでオンラインでありながらも親
近感が湧き、わからない部分があったとしても気軽に質問できる環境が整っている点が本当に有り難いで
す。
大福帳という学生と先生が意見を共有できる場所を設けていること。受講生が多いのにもかかわらず、多く
の学生に対し一対一のコメントを返して下さり丁寧な対応であること。私は、ここに疑問がある時は書き込
み、先生が毎回教えてくださるため分からないことを残したままになることなく非常に助かっている。
心理学研究法に限らず、久保先生の授業は動画が二つに分かれていたり、資料がとても分かりやすかった
り、自分の好きなタイミングで動画視聴できて、オンライン授業の利点を生かしているのでとても助かる。
授業内容が難しくても具体例や実際の実験の動画を載せてくれて理解が深まる。
分かりやすい授業資料と、掲載の仕方もこちらが漏れなくできる整頓された掲載のされ方でした。動画の時
間もちょうど良かったです。
オンライン授業に伴うトラブルをかわして授業をスムーズに行い、小テストや大福帳などを実施して生徒の
理解力をしっかり向上させ、尚且つ無理のないペースで進めてくれたおかげで生徒が置いてけぼりになるこ
となく学んでいけたから。ほかの授業と比べたときに、本当に素晴らしい授業スタイルを確立したなあと感
心してしまうほどでした。同じ理由で学習・言語心理学にも投票したいところですが選択権は一つのみなの
でこの授業にしました。
オンライン授業に配慮した授業形態で理解しやすく、課題に取り組みやすかった。

発達心理学概論 永房　典之 用語の定着のために、わかりやすい図をたくさん使ってくれてテキストだけでは理解しきれなかった部分を
理解することができたから。

情報処理ⅠＡ 桑原　正修 オンラインでも資料がわかりやすく講義でつまることがなかったため
心理学の内容の中でも身近なトピックが多く、大学での学びの導入に非常に有用であると感じたため。
授業に関する内容を詳しく説明してくださって、また、何か問題があれば、メールで聞くと、丁寧に教えて
くださります。

　

感情・人格心理学 合澤　典子

学習・言語心理学（言語） 久保　尚也

心理学研究法Ⅰ 久保　尚也

心理学研究法Ⅱ 久保　尚也



資料が丁寧に作られていてわかりやすかった。難しい言葉は簡単に言い換えて資料を作ってくれていた。質
問に対する返答も丁寧にしていただき、生徒に寄り添ってくれている感じがした。連絡も早く、ありがた
かった。

老年心理学 針金　まゆみ 学生の意見を毎時間反映してくださり、とてもわかりやすく受講しやすい授業だった。

精神疾患とその治療 川嶋　新二 授業プリントが分かりやすく、実践的な内容でおもしろい。また自分の興味がある分野が多く含まれていて
楽しい。

心理学特講ⅢＡ 浅川　伸一 コロナウイルス感染拡大している中、対面と変わらない質で授業を行ってくださった。またオンラインであ
りながら、学生ひとりひとりが理解できるまで徹底して教えてくれたことがとてもよかったです。
効果的だと思った授業内容は授業で行った内容について考える時間をもうけられていること。課題として出
されているがとてもやりやすく分かりやすい誘導がありながら考えることも出来る課題となっていた。
授業内容は解説と演習のバランスがよく、演習で分からないところを質問すると必ず即座に返答があり、学
びを深めるための時間を多くとれた。
記入した質問をすごく丁寧に返してくれる。学校生活や就職など先が見えず不安なことを理解してくれる。
土曜の三限なため授業を受ける前は嫌だな、めんどくさいな、と思ってしまった自分がいたけれど、キャリ
アのことも分かりやすく説明してくださったり、その日の授業に関連した面白い話や将来に向けての大切な
ことなども話してくださって飽きずに毎回授業に出席できた。
キャリアについての知識が豊富であったのに加え、学生の立場になって講義を行ってくれるところが非常に
好印象だった。
将来の職業選択について幅広く取り上げていただき、時代傾向に合わせて最新情報を採り入れた講義にとて
も関心がもてた。とても視野が広がった。

財政学 山田　直夫 分かりやすく簡潔かつ合理的な授業だから。

地方財政論ａ 山田　直夫 教科書とレジュメの両方を使うので内容がわかりやすい。

計量経済学ｂ 松田　慎一 わかりやすい解説や、練習問題と解答を毎回出してくれるので力をつけることができるから。

応用情報処理Ⅱ 瀬尾　明志 毎回動画を用いて、PowerPointの説明をしてくださり、ニュース動画を閲覧しその動画で話している人の伝
え方の工夫を探すなど、私にとって有意義な講義となっています。また、PowerPointを作成する上の課題
が、毎回ユーモアにあふれていて楽しいです。毎週毎週大変お世話になっております。これからも頑張って
ください。
自分に必要な内容が詰まっていた。将来に直結するような内容だった。
参考になる話が多かったから。
将来社会で生き抜いていく知恵をたくさん身につけられる。教授の経験の豊富さ

　

キャリア教育入門 村井　知光

経済学部　経済学科

キャリア・デザインａ 川村　稔



企業や公務員についてなどの将来の就職活動に生かすことのできる情報を学ぶことが出来、毎回のレポート
で質問を受け付け、次の授業で返答していただけた点が理由になりました。
就職に関しての考え方や自らの考え方をレポートに書き起こすことを徹底的に指導してくれるため。またた
とえ小さな質問でも親身になって答えてくれるため。
将来のことについて自分で考えることができるとともに、必要な知識を与えていただける。
自身の体験をもとに、私の知らないことをたくさん教えてくれて、とてもためになる授業だったから。
授業もすごく将来のためになりましたが、何より課題が自分のことを見直す内容が多かったので、良かった
と思いました。
川村先生の経験を元として話し、具体的な事例などを挙げ、就職に関して信ぴょう性の高い話をきけた。そ
して生徒一人一人の質問に対して生徒の気持ちに寄り添いながら回答してくれる優しさ。将来につながる良
い経験ができているなと私は毎回の授業感じているから。
ためになった。
課題や授業から自分について学ぶことができたため。
生徒の意見をしっかりと聞き反映してくださる姿はほかの教授とは一線を画すものがあり授業を受けていて
とても有意義だった。
唯一学術的な点ではなく、社会に出たときに役立つ情報を教えてくださる素晴らしい授業だったからです。
毎週生配信でしゃべり続けることできることに、頑張る姿を感じたからです。
毎回の授業が工夫されたもので実用性があったから
毎回リアルタイムで講義をしてくれたのでオンラインということを感じないでやれて学校に行って授業受け
ている感じだと思ったのでしっかりと学べたと思いました。
これからの社会で求められていることや、自分の知識として必要な情報を現地の生の声を通して伝えてくれ
るのが非常に良いと思いました。
一年生ですが三年後から始まる就職活動ついて意識させてくれるようなお話をしてくださるのでとても役
立っています。また質問すればしりたいことをご丁寧に教えてくださるので自分のスキルアップにつなげる
ことができています。大学4年間で身に着ける必要のある知識やスキルを明確にすることができるため、日ご
ろから意識して生活することができています。
この講義を通して自分を見つめ直すことができ、改善するべきことや身につけるべきことを明確にすること
ができたから。また、社会において必要とされる能力についての理解が深まったから。
就職に関する話を聞けて、一番実用的な知識を得られる科目だった。
将来役立つ情報を自らの体験談を交えながら話してくれるため、分かりやすく参考になったから。
就活でどのような人材が今求められているかを細く具体的に話してくれるところです。また、就活でゼミに
入っているかどうか大きく関係するかということを質問した時丁寧に対応して下さったことです。

　

キャリア・デザインｂ 川村　稔



こちらの科目では、将来就職する際にどのような人が企業に求められているかを詳しく説明してくださり、
また面接はどのように答えればいいのか教えてくださりとても参考になります。それ以外にも、実際に外部
の企業の方からのお話を聞くことが出来るので、この科目は自分が就活に入る際にとても役に立つと思い、
この科目を選択しました。
将来にとても役立つ
毎週、面接で聞かれることについて課題を出していただいたり、相談をいつでもすることが出来たりして、
とても役に立つ授業であると思った。
将来ためになる情報がたくさん知れた。
将来設計について、実際に社会経験のある人の講義などを含めて、様々なことを学べて勉強になるから。

簿記論ａ 渡邉　智 簿記の知識を習得しておけば将来に役立つと思ったから。

経済原論 畠中　貴 他の授業に比べて、配信の授業でも教科書を基に進められている点がいいと感じています。配付資料と教科
書を照らし合わせながら授業を受けることができて理解が進みます。毎回の課題も多すぎず少なすぎず、数
学的な問題も「これくらいわかるだろう」という決めつけをせずに課題を設定してくださるので、受講する
にあたって嫌な気持ちもなく、とても前向きに授業を受けることができています。2～3週に1度、授業への意
見や感想を述べる課題もあり、先生がよりよい授業をしようとしてくださっている姿が伝わります。C-
Learningの連絡・相談での質問も受け付けてくださっていて、とても受講しやすい雰囲気があります。
オンライン授業でありながらも講義内容の準備がしっかりされていて、1つの資料ごとに解説しているため分
かりやすく飽きずに学習に取り組める。
わかりやすい。

演習Ⅲ 小倉　将志郎 学生の自主性に重きを置き、議論だけでなく、雑談等でも広く楽しめる内容だった
毎週、テストがあり時間制限が設けられているためレジュメをしっかり読み、細部まで覚えようと勉強でき
るため。
毎回小テストがあり、そのために資料を読むが小テストがあることによってより内容を理解しようとするた
め身につく感じがした。

演習Ⅰ 小林　正人 授業で聞くことのできる、先生のちょっとした解説や日本の経済の話などが分かりやすい。また、私は普段
あまりニュースを見ないのでためになる。

日本経済論ａ 小林　正人 レポート課題によって講義の重要な部分が確実に理解できる仕組みになっていると感じた。また、小テスト
の内容も丁度良い難易度であることから授業へのモチベーションがキープできた。講義の内容も具体的な事
例に沿って進めているためイメージがしやすく、また授業プリントも一目でわかるように作られていた点も
良かった。

日本経済論ｂ 小林　正人 重要なポイントを配付資料と説明で丁寧に教えてくれるので、理解しやすかった。
予習から、授業内容とその時間も組み立ててくれていることミクロ経済学 松井　柳平

　

農業政策ｂ 溝手　芳計

現代アメリカ経済論ａ 小倉　将志郎



授業の前後に予習確認テスト、授業確認テストと2回のテストを設けることによって、オンライン下でも生徒
への勉強を強く促すことができ、自分も他の授業よりも沢山の勉強時間を使っている。
 また分かりやすく、教科書に沿った授業をして下さるので、分からないところは教科書を見ればしっかりわ
かるので、とても勉強がしやすいです。

経済学入門ａ 松井　柳平 毎回小テストがあったからだ。
毎週予習をするのは大変だったし、面倒だと感じたことこともあったが振り返ってみるとこの科目が一番教
育効果が高かったように感じた。なので私はこの科目に投票した。

現代経済事情Ⅰ 水野　祥子 動画と演習、パワポ等の資料が充実していて分かりやすかった。

経済史ａ 浅田　進史 パワーポイントと音声を使って動画を作り、わかりやすかった。講義の質問にもしっかりと対応し、質問の
答えもきちんと解説してもらえた。
毎回寄せられたコメントに対して真摯に答えてくれる点、オンライン授業下でも音声付きの動画をアップし
てくれるので対面授業と同等の学習ができる点
前期に引き続き、オンデマンド形式で講義動画と資料が公開されているため、自分の都合のいい時間に何度
でも受講できました。他にもこのような形式の講義を受講しましたが、資料(レジュメ)も公開されている点
がさらに勉強しやすかったです。
毎回、講義の内容への理解度を図るようなレポート課題が設置されていたこともよいと思いました。

アジア経済論ａ 鄭　章淵 分かり易い
オンラインに順応している。

アジア経済論ｂ 鄭　章淵 授業内容により、学生たちに正しい価値観や世界観を与えられると思う。

ビジネス・インターンシッ
プｂ

田中　綾一 受講生に対し、的確で分かりやすい講義を展開していたため。また、C-learningの連絡・相談機能を上手く
利用し、私たち受講生をサポートして頂き、非常に好感が持てた。

講義内容を小テストで整理できる。
配信される動画が、ポイントを抑えてスタイリッシュにまとめられているため、非常にわかりやすい。
また、他の授業に比べてスラスラと取り組むことができる故、効率が良い。
動画を見ながら穴埋めし、その内容から小テストが出題されるのがよかった。
授業の動画が1番わかりやすかった。また、解説だけでなく小テストを行い知識の定着化、小テストの解説に
よる双方向のコミュニケーションを1番意識していたのが感じ取れた。
オンラインと各自取り組む課題の二つを合わせた学習で、集中して取り組める。
情報開示が他の講義よりも早いのでスムーズに取り組める。
動画(配信)、レジュメ配布、小テストでわかりやすい授業で、ヨーロッパの経済について詳しく知ることが
できた。

　

経済史ｂ 浅田　進史

現代ヨーロッパ経済論ａ 田中　綾一

現代ヨーロッパ経済論ｂ 田中　綾一



オンライン授業という非常に難しい授業形態の中、学生への配慮が十分になされた説明や課題の出し方でと
ても取り組みやすい授業だったから。
レジュメ、解説動画、それらがすべて見やすく学びやすい環境でした。
解説動画内で出てくるテロップも見やすく、とてもやる気がでる授業です。
合計で40分の動画になっているが、3本に分けてテーマを変えた内容になっていて集中しやすい。オンライン
授業は生徒の集中力が必要だが、渡邊先生の日本経済史は一本10～15分くらいが3本なので一つ一つを集中
して聞くことができ、内容も頭に入ってきやすいと感じた。
日本経済の歴史について非常にわかりやすい解説が気に入った。動画での講義だったので教員の声が聞こえ
るのも良かった。
スライドがみやすく、そして説明が何よりわかりやすい。オンラインではなく、対面でぜひ受講してみたい
科目である。
動画で送られてくるパワーポイントが見やすく、頭に残りやすい授業だったから。
授業に使用される教材(オンデマンド型)が非常に作りこまれていて分かりやすく、授業をより良いものにし
ようとする熱意がとても感じられたためです。
要点がまとまっていてわかりやすい。
授業時間もそこまで長くなく集中して受けれる。
データ、実例を用いられた授業で納得しやすく理解しやすかった。
動画がわかりやすい
興味を注がれるから

教育経済論ｂ 北條　雅一 単純に授業内容が面白い。オンデマンド授業のため好きな時間に出来るし、他の授業は全く意味の感じるこ
とのない90分のライブ授業をする反面、面白く授業形態的にも非常にやりやすく、履修して良かった。

経済学入門ａ 北條　雅一 覚える内容が最低限で分かりやすかったと感じました。

金融論ａ 代田　純 授業がわかりやすい
分かりやすかった
お金の動きについて将来的に役立つと思ったから。
内容面白い、実用性高い
講義資料に沿った動画やエクセルでの演習動画など、細かく分かれていて、かつ丁寧で分かりやすかった。
Excelを使って進めていく授業なので、今まで知らなかったExcelの操作や計算の仕方などこれから生きてい
くために必要なスキルを身に着けることができたと思うから。
Excelを使って課題をこなしていく授業であることと、時間がなくても、配付資料を見て復習することで授業
に取り残されにくかったこと

教育経済論ａ 北條　雅一

金融論ｂ 代田　純

経済統計ａ 矢野　浩一

　

日本経済史ａ 渡邉　恵一

日本経済史ｂ 渡邉　恵一



今年度の講義がすべてオンラインになり、学生はもちろん先生方も混乱している中、スムーズに講義を行っ
て下さったと思います。
特に、ほぼ毎回出題される小テストでは、絶対に解ける問題が出され、しかし、講義動画や資料にちゃんと
目を通さないと解けない問題になっていて、必然的に取り組む姿勢が改善されると感じ、とても良いと思い
ました。
動画と資料を用いて、おもしろい授業内容だったから。
丁寧でわかりやすかった。
オンラインで動画の視聴なので、何度も見返すことができてとてもいい。
しっかりと90分以内に終わる講義+課題内容であり、わかりやすく、生徒に負担を多くかけさせていないこ
と
条件付き確率の説明がわかりやすかった
オンデマンド授業なので、自宅での受講中に一時的に通信状況が悪くなった場合でもなんの問題もなく受講
できた。また、講義動画は巻き戻しや早送り、一時停止が容易にできたため、理解が難しかったり課題を
やっている途中で説明を聞き直したい場合にとても学習しやすかった。好きな箇所を何度も再生できるのは
復習に効果的だと思った。課題の量も無理のない程度で、ライブ授業と比べてトラブルもなく、一番負担が
少なかったと同時に一番よく学習できた科目でもあったと感じている。
分かりやすい。きっと中学生でも講義動画を見れば理解できる。
映像授業が丁寧で、喩えであったり例示がユーモアがあったり日常的なもので説明が分かりやすい
丁寧な授業で理解しやすい。パソコンでの演習があるのでただ受け身にならず効果的。
わかりやすい説明だった。
生徒のことを考えた授業
授業が配信であり、動画が残るので数学や統計学が初心者の自分でも復習などをしてわかりやすく履修でき
たため。
授業の時間に先生から質問したことが素早く帰ってきたこと。ほかの先生は質問が返ってくるのが後日だっ
たりして見忘れてしまいことが多かった。普通の授業ならそのようなことはないと思うので改善してほし
い。統計に初めて触れる人でもとても分かりやすく履修できたと思います。
動画内で各生徒からの質問に答えることで質問した生徒のみならず全体に情報共有ができていたことと、
様々な事例を用いてわかりやすく授業をしてくださった点
この時代の経済状況なども考慮し、ホットな話題を取り上げて授業を行ってくださっていたため、興味が湧
きやすく授業にのめり込んで取り組むことが出来ました。また、前回の授業での疑問点をフィードバックし
て丁寧に説明してくださったため、定着しやすかったです。

　

経済統計ｂ 矢野　浩一

マクロ経済学 井上　智洋



配信動画で1週間以内なら閲覧時刻の制限がないのが取り組みやすかったし内容も充実していた。最先端の情
報を盛り込んだ経済学という感じで教科書に固執してない授業でおもしろかった。動画自体に先生も映って
いて信頼度があった。オンラインだと生徒も先生の顔もわからずに授業が終わることが多いので、ワイプみ
たいな感じで先生が映っていると授業らしさが出るので他の先生もできるだけそうしてほしいと思った。動
画の長さも課題の量も適切であまり苦しむことがなかった。
数学を使わないような内容が多く、数学を使うときは丁寧に解説をしてくれたため困ることなく課題が行え
たし、理解することが出来た。
内容が濃かった。
現実的に起きていることなどと絡めて説明をしていて、スライドの中で図や表を使用してくださっていたた
め、興味関心が高まり意欲を持って授業に取り組むことができたから。
まず、井上智洋教授はオンデマンドの学習形態をとっており、これによって自分のペースで講義や勉強・課
題に取り組むことができたことが良かった。オンデマンドの講義は他の科目にも多々あるが、講義の資料だ
けではなく動画もアップされており、その講義動画も他の科目に比べて非常にわかりやすい口調で話してい
たり、講義の最初に、学生から来た質問を個人(教授と学生)でやり取りするのではなく、受講者に共有した
りしていて、自分が更にマクロ経済の知識が深っまった気がしてとても良かった。
授業が分かりやすかった。
授業がわかりやすかったのはもちろんのことですが、配信動画が短い時間で設定されていたのでパソコンへ
の負荷が無くスムーズに授業ができた。また毎回課題が出るので理解度の確認ができました。
動画でパワーポイントを使いながら、音声と映像での説明はわかりやすかった。それだけでなく、毎週の課
題があることは理解の促進につながったと思う。
特定の思想を強要しない指導方針であったために、授業が受けやすく感じた。コロナウィルスに絡めた授業
内容も、非常に興味深かった。
授業が分かりやすかったため
スライドと動画の両方を使った授業が、受けていて学びやすかったから
高校の数学の知識が定着していない私でも理解できるようにわかりやすく説明してくださったから。
講義資料に音声での解説がついていたので理解しやすく、自分の好きなタイミングで講義を受けられたため
集中して講義を受けることができた。
課題の量も適度で分かりやすかった
はじめての経済学関連の授業の中で一番わかりやすかったため。また、授業内容も今の世の中に関連させな
がら解説をしていたため。
質問への返しが丁寧でした
ほんとに分かりやすかったから

　



コロナ禍における経済対策など、身近な問題を考えながら経済の知識を得ることができたから。
分かりやすいパワーポイント、聞きやすい口調で理解しやすかったから。
現在も流行している新型コロナウイルスが経済にどう影響しているか、また日本でどのような政策が行われ
るかなど新型コロナウイルスについての知識がつきました。他にもAIなどによる今後の日本についても考え
ることができました。
分かりやすく、面白かったから。
時勢に一致した授業内容で興味が持ちやすかった
コロナに関しての政策知識やこれからどんどん発展するAIについて知ることができたため
スライドと講義動画を両方張り付けてくれて、都合の良いタイミングで受講してよいというのが自分にとて
もあっていてよかった。
理解しやすいような説明とパワーポイントであるため。
課題を解答するにあたって事前に適切な手順を教えて頂いたり、学生の立場に立った丁寧な授業だと感じた
ため。
ビデオとレジュメでの授業ですが理解しやすくためになるからです。

演習Ⅱ 江口　允崇 常に世の中の最先端の話題を提供してくれるかつ、勉強中の学問について分かりやすく教えてくれる。

財政学ｂ 江口　允崇 オンラインでの講義に対して最も理解があり、学生側としてとてもありがたい。

人口論ａ 増田　幹人 おもろかった。

人口論ｂ 増田　幹人 パワーポイントみ音声ファイルをつけてくださっているので、対面により近い形で授業を受けられました。
さらに話が簡潔でわかりやすいです。

国際経済論ｂ 福島　浩治 現代社会の情勢についての解説が細かくわかりやすい

国際経済論ｂ 福島　浩治 パワーポイントポイントでわかりやすく解説してくれている

経済理論・経済システムの
原理ａ

堀内　健一 授業用の教材は非常に詳しい、毎回は三種類の教材を公開します。内容も一目瞭然です。偶々、ビデオの教
材も入っていった。
前期はシーラーニングの協働版、後期は対面授業において、意見交換や話し合いが出来たから。コロナで大
変な状況の中でも、工夫しながら授業が実施されていたから。
対面授業ですので、話しやすいです。

演習Ⅲ 羽島　有紀 親身になって卒論のアドバイスをしてくれる
他の講義は資料配布が多いなかこの経済学入門の講義は講義時間の1時間半ライブで配信したり、教材資料の
欄にライブ配信した動画を残してくれたりと良心的であり、またそれに加え内容も分かりやすいと思ったこ
とが理由です。

経済政策ｂ 井上　智洋

演習Ⅱ 羽島　有紀

経済学入門ｂ 羽島　有紀

　

経済政策ａ 井上　智洋



次の授業の範囲を予習を課題としてやを出し質問や感想を提出することで次の授業の時にその質問に答えて
くれたり、分かっていない人が多かった個所を詳しく説明してくれたりと生徒の疑問を解消し理解度に会っ
た授業をしてくれているから。
生徒の疑問に丁寧に答えてくれる姿勢と要望が多かった映像授業に柔軟に切り替えてくれた点。
わからないところは、次の授業でまとめて答えてくれるから。
スライドとイラストの活用
企業がどのようにして利潤を得るか具体的に理解できた。また、経済全体についての理解を深めることがで
きた。
レジュメのみの講義だったが、教科書に沿っていてとてもわかりやすかった。
1番熱意を感じた授業だったから。
授業で使うスライドが分かりやすいため。生徒からの質問を毎回丁寧に回答してくださるため。
学生の質問に対して一人ずつ丁寧に答えてくれますし、授業の方式は三種類があります。
教材をみるだけでもいいし、教員の音声付きの動画を見て勉強することもできるので、理解しやすい。

経済外国書講読Ⅰｂ・Ⅱ
ｂ、外国書講読Ⅰｂ・Ⅱｂ

王　穎琳 授業の状況についてですが、王先生は真面目で、責任感の強いいい先生なので、とても人気があります。日
本語の会話からたくさん生活上に使われる会話の応用を学びました。教科書の会話と実際に日本人が使って
いる生活上の会話 と何だか違うように感じます。先生より指摘頂た点は今後もっと頑張っていき たいと思い
ます。授業でひじょうにおおくの日本語の文法と構文を学びました、 将来的活用できたらと期待していま
す。王先生は本当に優しい人だと感謝して います。

演習Ⅰ 山中　達也 ゼミのテーマである新興国経済に関連する書籍を輪読して、貧困国などの現状や問題、解決策を全員で議論
することで、専門的な知識がついた

演習Ⅲ 山中　達也 卒論に向けて対策の仕方など生徒一人ひとりに詳しく教えてくれた。

新興国経済論ａ 山中　達也 オンラインという初めての経験の中でもとても分かりやすく授業を進行してくれた。
途上国の人々や人々の生活に関する映像を用いて教えてくれて、より悲惨な状況が伝わりやすい。アフリカ
の労働環境や不公平な貿易、貧困や戦争・紛争に対する問題意識が高まった。
先生は学生たちを興味出しために、ビデオとか準備し、パワポもわかりやすいし、授業の熱意を感じまし
た。
授業が面白い
最初は空きコマに無理やり入れた為、苦手な世界経済について学ばざるをえない気持ちでいた。しかし授業
を通して、各国の産業の特色や現状を知ることができ、毎回新たな発見となる学びができていると思いまし
た。たまに映画授業もあるが、こうした機会でないと出会うはずもないので、思わず見入ちゃってます。

　

経済理論・資本の原理ａ 羽島　有紀

経済理論・資本の原理ｂ 羽島　有紀

新興国経済論ｂ 山中　達也



話の軸が一貫としてぶれていないこと(起承転結がしっかりとしている)
その授業の内容だけでなく、自身の経験から授業内容に関わる事柄を教えてくれるので、聞いてる側も面白
かったから。
また、映像も興味を持たせてくれるものだったから。

岡田　多恵 コロナ禍によりほぼすべての科目においてスライド配信やストリーミング、オンデマンドなどの形式での授
業展開となったが、その中でも投票した経済数学aのスライドは見やすいつくりとなっており、また目次によ
る内容の整理によって復習の際にも役立つ仕様となっていたため。

岡田　多恵 毎回の授業の説明がとても詳しく理解がしやすかった。また、例題と演習問題がありとても分かりやすかっ
た。苦手意識があった数Ⅲもとても分かりやすかったため。

経済数学ｂ 岡田　多恵 授業自体はスライドを見て個人で学習し、小テストを受ける、という割と主流なやり方だったが、スライド
がとても丁寧で個人的に凄く分かりやすかったため。例題や演習問題も取り入れてくれたため、やりがいも
感じた。この授業を履修したことで、他の授業での計算問題などを簡単にこなすことができた。
経済学初学者にもわかりやすく、身近な例を活用して授業を進められています。
今年度はリアルタイムの出席を行わず、各自で時間がある時に資料を参照して学習を進めるといった講義が
多く、本講義もその一つです。しかし配布資料が読みやすく、かつわかりやすくまとめられており、非常に
学習しやすいように思います。
 また、出席確認のための課題が毎週課されることがないのも負担が少なくて良いです。資料の内容を読み込
み、まとめる時間が十分に確保されているため、モチベーションを高く維持して学習に取り組むことができ
ます。
教材が、大事なところを赤文字にしてくださったり、まとめ方が綺麗でとてもわかりやすい
プリントとドリルで内容が一番頭にはいってきたから。
必要な情報をまとめ、かつ生徒にわかりやすいようにレジュメに記載していると感じたため。

現代資本主義論ａ 今野　晴貴 資本主義の成り立ちや様々な弊害などについて、専門的な立場からの詳しい説明や資料はとても勉強になる
と思ったからです。また、自分たちが置かれている社会についての内容なので、より真剣に考えさせられる
授業であると思いました。

応用ミクロ経済学ａ 細矢　祐誉 資料配布の授業ですが、詳しく解説が書かれており、毎週の課題によって理解が深められるところがいいと
思いました。また、この課題も毎週の提出ではなく月末なので、その週が忙しくやる時間がないという時で
も他の日に課題をやるなど時間に余裕をもって取り組むことが出来るので集中して取り組むことが出来たか
ら。

マクロ経済学 山本　崇広 毎回の授業で行う小テスト
頭に入りやすい説明だったことと、たまにある確認テストが身に入っていることを実感できてよかった。
分かりやすいプリント、それにそった理解度をはかるテストの作成がとてもよかった。

経済数学ａ

経済原論、経済原論 郡司　大志

経済政策 山本　崇広

　



工業政策ｂ 中島　章子 毎回応用力が試される課題を出してくれるため
生徒のためを思って授業しているのが唯一わかった。
就職活動に向けてや社会人になることに向けて、色々なゲストスピーカーも人も含めて話を聞いてグループ
ディスカッションなどの具体的な活動を通じてレベルアップしたと感じたから。

経済法ａ 若林　亜理砂 リアルタイムでの動画による授業がわかりやすかったです。
自分にとっては内容も少々難しいものでしたが、かみ砕かれた説明で理解しやすかったです。
授業時間でのオンライン授業でありレジュメも配布されている。
他の授業よりもはるかに学生を1番に優先してくれた行動をその他にもたくさんとってくれた。(LINEグルー
プの作成、分かりやすいレジュメ、教授の顔出し、雑談等)
法律という一見とっつきにくい学問もわかりやすく説明してくれることや、授業冒頭の先生の話がおもしろ
い。あと生徒に寄り添っている姿勢が伝わってくるから。
行政法では様々な事例を扱うが、その事例について背景も含めて図やイラストなどを使って分かりやすく教
えてくれる。そのため非常に理解がしやすく、受講していて楽しい。
グーグルミーティングを利用して、オデマンドではなく、リアルタイムで視聴できるのがよかった。また、
話が分かりやすかった。
行政に関することを学んでいるので、社会に出た時に必要な知識が得られると実感しています。
学生思いなところをすごく感じた先生だから。
さまざまな事例を紹介しながら飽きさせないように授業をしていたから

商法Ⅰ（総則・会社法） 前田　修志 講義音声を再生後に、軽い小テストがありポイントの復習がしやすいと感じた。

商法Ⅱ（商行為、手形・小
切手法）

前田　修志
判例なども取り上げて説明していただけるのがわかりやすく学習できている。

受けている授業の中では比較的実用的な方で、授業を受けるたびに少しずつ成長しているのを実感できたか
ら。知識としての勉強というよりは、能力向上のための勉強の一つとしてとても役立ったから。
パソコンは今後必ず使うものだから、使い方を詳しく知る機会は非常に重要であると考えたから。
授業内容の中でパソコンでのタイピング練習やネットリテラシーを学ぶことができ、特にタイピングは入学
時に比べて格段に速く打てるようになりました。
実用的だった。
パソコンが使いこなせるようになった。
わかりやすい講義だから
これから大学だけでなく、社会になってからも、パソコンの扱いや、プレゼンテーションの基礎、資料のま
とめ方など、とても役に立つと思いました。

キャリア・デザイン応用ａ 田中　義信

行政法ａ 宮尾　亮甫

行政法ｂ 宮尾　亮甫

基礎情報処理Ⅰ 半泊　隆広



基礎に忠実で教科書準拠の授業なのでPC初心者にもやさしい分かりやすい課題授業でした。
パワーポイントやワードといったソフトの使い方を学ぶのはとても有意義で、必要不可欠なことだとおもっ
たので選ばせていただきました。授業形態も自ら試行錯誤して課題をこなしていくものなのでとてもやりが
いがあります。
タイピングのスキルが上がった気がする
受講している授業の中で最も指導が丁寧です。
すべきことを終わらせればそこで授業を終えられるのも良いところだと思います。

毎週授業の感想、意見を提出するのですが次の週に良かった感想、意見に対してフィードバックをしてくれ
る点が良いと感じました。多くの人のフィードバックに時間を割いてくれるため、自身の意見も何度か意見
をいただいたことがあります。自分の考えが合っているか、どのように受け取られるのかを知ることができ
るのでただ座学として学ぶだけでは得られない経験をすることができると感じます。
毎回授業を感想や意見に対する先生からのコメントや意見があり身近になって授業を考えてくれていると感
じる。
授業で取り扱う内容も興味のわくものが多い
学びたかった科目だから。
オンライン環境下でも、質問の回答など2方向性を保ったまましっかりとした授業を提供してくれた。
毎回授業の最初の時間に前回の授業内容について学生から寄せられた質問に先生が答える時間が設けられて
おり、他の学生がどのような意見を持っているのかなどを知ることができるということに加えて就活につい
ての情報など、様々な内容の話を聞けるという点が良かった。また授業では実際の例を使った説明が多く、
非常に理解しやすかった。
マーケティングについてしっかり学べる。
わかりやすい
すごく興味を持つことができたから
自分が興味のある科目だったからかもしれないですが、動画の時間が長くもなく短くもなく、無駄な部分が
ないと思ったからです。
毎回の授業の最初に前回の質問に答える時間があったり、動画の説明が分かりやすかった点
オンライン授業という難しい形式の中、学生の意見もしっかり聞いて且つわかりやすい授業であったため。
非常にわかりやすく面白かった

基礎情報処理Ⅱ 半泊　隆広

経済学部　商学科
マーケティングａ 吉村　純一

マーケティングｂ 吉村　純一

　

流通論基礎ａ 吉村　純一



吉村先生の講義は、資料と動画を使っての講義で、見やすくわかりやすい資料でした。
また、話し方やスピードもとても分かりやすく感じました。
前回の授業の疑問点なども説明してくださるので、さらに知識が深まりました。ありがとうございます。
自分からしてとても共感できる部分があった。
自分のこれからやりたいことにすごく役立つから
流通論基礎の講義では身近な企業やお店に触れる機会が多くあり、学習の際の理解度が高まるからです。
 また、学生からの疑問に答える時間も設けられており、オンラインでの講義ではあるものの双方向のやりと
りを感じることができ、他の学生が感じている疑問点が勉強になったり、先生からのフィードバックも新た
に知識を増やすことができるのでとても良いです。
授業の感想レポートは次の日までだけどYouTubeに授業がアップしてあって何度も見返すこと可能だった。
授業自体も多くの人の感想や質問の解説をしていて授業で出てきた例だけでなく、他の人の感想や質問に基
づいたことが聞けるから効果的な授業だと感じている。
オンラインではなく動画で時間のあるときに授業を受けることができた。また、生徒の質問にもしっかり答
えてくれている。動画でも画像に詳しい説明をつけてわかりやすい。
私たち学生が入っていきやすいように身近な具体例などをあげながら講義を進めてくれるため
個人の質問を共有することで新たな気づきが得られたため。
先生の表情が柔らかくどんな質問にも的確に答えてくれたため
動画を何回も見返せるように設定してくれてあるので自分で復習ができた。
授業内容がおもしろかった。
話が興味深いから

演習Ⅱ 吉田　真広 ゼミ生が自分たちで調べてきたことについて学べるからゼミ生がどうゆうことに興味を持っていたか分かる
ため。
またそのテーマについて深く掘り下げてくれるため。

演習Ⅲ 森田　佳宏 学習時に分からないところを聞けるとともに、自分で考える力を身に付けることができるから。
解説のスピード、内容が良い
Googleミートを使った授業
動画配信、アンケート、小テスト、レポートなど様々なシステムを用いた授業であるため、オンライン授業
という単純になりやすい中でも、飽きずにメリハリをつけて授業を受けることができました。
パワーポイントと音声がとても理解しやすい
急遽オンライン授業になり授業形式が不安定な中で一番安定しており受けやすいと感じたため。

管理会計論ａ 石川　祐二

　

流通論基礎ｂ 吉村　純一

演習Ⅰ 石川　祐二



管理会計論ｂ 石川　祐二 企業の内部統制をするうえで管理会計という大きな基準の上もと具体的な数値を出し可視化させることの重
要さを学べたから。
オンデマンドで受けられることと、レポートを出す際に学生側を配慮してくれたこと。
基礎的な内容から説明していただいたので、授業の内容を理解しやすかった。
生徒のことを第一に考えているような指導方法で、わからないことがあったら気軽に質問できる先生です。
生徒の質問に対してわかりやすく回答してくれている。

経営情報システム論Ⅱ 中濟　光昭 私がとっている授業は先生が話して終わりだったり、そのあとのテストに解答して終わりだったりだが、経
営情報システム論では、はじめにGoogleミートで説明を受けたうえで実際にSAPというアプリを使って理解
を深めるなど他の授業と比較すると一番対面授業に近い環境でできていると感じているから。
オンラインという普通とは違う環境の中でとてもわかりやすく、丁寧な授業であったから。また、課題等で
学んだことを自分なりに理解する機会があり、オンライン授業の中でもしっかりと学習できているなと感じ
たから。
専門用語が多く出て履修が大変な科目ではあったが、新聞で目にする話題が前より理解できるようになり、
力がついたから。
リアクションペーパーを利用して理解を深めさせ、かつ、オンライン授業の対応が難しい中頑張って対応し
ているところが好印象でした。
リアクションペーパーを一部公開して、オンデマンド授業にもかかわらず他生徒たちとのデイスカッション
へと繋げてくださっているから。また、授業や質問の解説が非常に分かりやすく、この授業をきっかけに金
融についてもっと学びたいと思ったから。
オンライン授業という、今までとは異なった授業形態の中で、他の生徒の意見や疑問を紹介することで、対
面授業の時のように、先生と他の生徒全員と授業を受けているように感じるような、授業体制を心掛けてく
ださったため。
生徒に提出させたリアクションペーパーを先生がしっかり目を通して、次の授業の最初に良かった回答を共
有していたのが、ちゃんと見てくれているのが伝わって、自分も共有されるように頑張ろうと思ったから。
リアクションペーパーを利用し、他の学生と知見を共有したことにより、考えていなかった視点で学ぶこと
が出来た。
基本的にオンデマンド授業は他人の意見を聞くことが出来ないので、私が受講している他のオンデマンド講
義と違う点であり、効果的だと感じた。
学生のリアクションペーパーに書かれた膨大の量の質問に真剣に答えてくださった。
授業も返信も丁寧であった。疑問が全て無くなるくらい、分かりやすい授業であった。
リアクションペーパーを利用したフィードバックが多く、学習が定着しやすいと感じたため。

流通経済論ａ 大野　哲明

流通経済論ｂ 大野　哲明

ファイナンス基礎ａ 齊藤　正

ファイナンス基礎ｂ 齊藤　正



毎回授業で前回の授業について学生のリアクションペーパーをまとめてくださるので、自分と違った意見や
疑問を知れたり、さらに理解を深められるところがいいと思いました。

現代銀行事情 齊藤　正 毎回毎回生徒のために色々と工夫している努力は大学1だと思います。生徒想いで素敵な先生です!一年生の
時から授業を取らせてもらっていますが、本当に素敵な素晴らしい先生なのでベスト・ティーチング賞は齊
藤正先生一択です!

証券市場論ａ 深見　泰孝 非常にわかりやすく、好感を持ちました。

証券市場論ｂ 深見　泰孝 レジュメに書かれていること以外にも多くの情報をわかりやすく教えてくれるためである。

保険論ｂ 深見　泰孝 細かくまで説明がしていた
生徒が想像しやすい例を用いながら専門的な知識を教えてくださった点が、初めて経営学を学ぶ自分にとっ
て非常に身に入りやすかった。
課題提出後、毎回その週の講義内容に対するコメントをして下さるから
レジュメが分かりやすい

演習Ⅰ 中西　大輔 専門的な知見や知識を討論を交えて自分のなかに取り入れることができ、とても勉強になるから。
映像を使ったわかりやすい授業内容、オンライン授業だけれど無駄がなくとても学べることが多かった。
的を絞った分かりやすいスライドを使って先生が解説してくれるため、長々としゃべり続けるメリハリのな
い授業と違ってとても良い。また、事前に収録した動画を授業開始時間から公開するという方式をとってい
るので、分からないところを繰り返し見たり自分に合った倍速で見たりなど学生がそれぞれのスタイルで受
講できるのが魅力だと思う。
毎回授業の最後で行っていた小テストですごく力がついたように感じています。
オンライン授業という難しい形式の中、一番対面授業に近い感じだった。
会計学の分野によって先生が3週間に1回変わるので、それが心機一転となり授業が苦にならず、興味を持て
た。
これまで会計学とあまり関わらなかった自分にとっては図や身近なものを例にしていたり、授業のペースも
自分に合っていた

会計情報論ａ 李　焱 オンラインながら毎回講義の質が高いと感じた。
リモートでの丁寧な授業と無理のない授業後の確認レポートの提出によって授業内容をしっかり理解でき
た。
グーグルミートを駆使して生徒に分かりやすく説明していたから

経済理論Ａａ 小幡　道昭 独自のプラットフォームを用い、講義時間内で問題を提示し、それに学生が講義時間の中で回答すると言っ
た形でありインタラクティブだったため。また、その方法ゆえ即答力と論理的思考力が鍛えられたと感じた
ため。

会計学基礎ａ 李　焱

会計学基礎ｂ 李　焱

経済学入門ａ 秋山　誠一

　

経営学基礎ａ 山田　雅俊



説明することもなく、分かりづらい資料だけで小テスをやってそれだけで判断してくるから
資料配布型授業で発せる情報が少ない中で、資料が大変分かりやすかったです。
レポートではなく毎度小テストだったので助かりました。

上級簿記ａ 杉田　亜紀 講義の内容を確認する練習問題を出題してくれるからです。

上級簿記ｂ 杉田　亜紀 資格試験に直結する。
一つ一つ丁寧に説明してくれました。また、小テストを使い記憶を定着させる点も良かった。
スライドの内容がとても分かりやすかった。毎回、練習問題も出してくださるのでその日習ったことの復習
が効果的にできていると感じる。
特別な教育方法ではないが、説明がとてもわかりやすくて丁寧で、頭に残るような教え方をしてくださるか
ら。

簿記論ｂ 杉田　亜紀 授業終了後に毎回小テストを行ったり、中間テストを行うことで、理解度を確認していること
レポート作成が将来に役立つと感じました。
実在する企業の損益計算書などを利用し、とても身近に感じながら財務諸表について理解を深めることが出
来た。

財務会計論ｂ 白坂　亨 正直前期のうちは難しいとしか思っていなかったのですが、後期になるにつれ、有価証券報告書を構成する
要素の名称が自然と身近に感じられるようになりました。
また、将来この知識を求められた時、スタート地点が0か1かでだいぶ違うと思うので、この授業を受けたお
かげで、そのスタート地点に立てたことに感謝しています。(まだ途中ですがそのような心持ちでいます。)

情報入門Ⅰ 半泊　隆広 パソコン作業の能率が向上したため。
株運用ゲームなどをやり疑似体験できるところがいい
資産運用の勉強になった

情報の経済学 舘　健太郎 授業に関して、質問や不明点をメールでしたのですが、すべて丁寧に、わかりやすく回答してくださったか
らです。

演習Ⅰ 岩波　文孝 先生が身近な例を挙げながらだったり、わかりやすく熱心に講義をしてくださるから。とても将来に役立ち
そうな内容を学べている。
とても分かりやすい説明をしてくれる。分からないところは、自分たちがわかるように答えは教えず、ヒン
トをくれます。
学生自身が研究したいと思ったことをさせてくださり、アドバイスを的確にし、全力でサポートしてくださ
るから。

演習Ⅱ 山田　雅俊 やりがいがあった。

現代産業事情Ⅲ 柳井　香織

経済学部　現代応用経済学科

演習Ⅰ 吉田　健太郎

ミクロ経済学ａ 水谷　徳子

簿記論ａ 杉田　亜紀

財務会計論ａ 白坂　亨



パワーポイントなどの資料も分かりやすく、課題に取り組みやすかった。
経営学の基礎から分かりやすく説明していた。

企業経営学ｂ 山田　雅俊 ちょうどよかった
現実に起こっている事例の紹介があり、わかりやすかった。
伏線をのちの授業で回収する講義スタイル

現代企業論ｂ 松田　健 1人1人の質問に対してきちんと回答してくれており、その他にも良いコメントがあった場合には抜粋して生
徒全員に共有できるようにしているところが良いと感じました。そして授業内容においては例を用いた説明
をしてくれるので初めて知る専門用語があったとしてもすんなりと頭に入ってくるような授業をしてくれて
いるところが効果的であると思っています。
駒沢大学を卒業した学生の中で現在、起業家や社会で活躍している人を呼んで講義を視聴する授業です。一
方的に話すのではなく、学生側から質問や意見、感想を言うことができるので、両者とも授業の理解度や関
心が高まると思ったからです。
多種多様なゲストスピーカーによる講義を聞くことで幅広い分野についての知識を深めることができる。
生徒の要望に割とすぐに答えてそれを反映している。具体的に言えば前期ではレジュメ動画に教授が話して
る姿の動画も欲しいという要望があれば後期にはレジュメの動画に小さい枠をとって自分が話している姿を
掲載していたりと自分のとっている科目の中では生徒に対して最も真摯に対応しているように思えた。
オンライン授業下で一番教材等わかりやすかった
まずこのオンラインになったことで、どの講義も講義前日のギリギリまで教材が発表されない事がほとんど
なのですが、非営利組織論は一ヶ月先ほどまで予定が決まっており、受けている学生側も安心します。
また、出席やレポートの頻度もちょうど良く感じられ非常に良い環境で学ぶ事ができています。
一番興味がある内容だったから
学生の意志を尊重した授業形式にされているのが素晴らしいです。レポートから、平等に評価してもらって
いるのが良いです。授業動画で実際にリアルで授業を受けている気分になる作りにされているのも理由で
す。
どの授業よりも勉強に励む時間を必要としたために、対面授業と変わりのない取り組みができた。
授業はとても分かりやすく、自分でも自主的に学習してもっと学びたいと思える内容。
必ず定刻に授業が始まり、教員のオンライン授業への対応も早かった。
都度、学生の進捗状況や改善点を聞き出し柔軟に対応してくれていました。
授業レジメ作成、解説ビデオの作成、課題作成、そして授業内ではGooglemeetingを使って詳しい説明や概
要、また学生の質問対応などの全てをやっていたただいており、自分自身も授業に前向きな姿勢で取り組め
ます。

企業経営学ａ 山田　雅俊

現代企業論ａ 松田　健

ビジネス事例研究 松本　典子

非営利組織論ａ 松本　典子



授業のやり方が前期から通して非常に良かったと感じた。また、生徒のこともよく考えて課題のことを伝え
たりしてくれるので良いと思った。
講義資料の内容を説明するだけでなく、実例を用いながら講義を進めているのがいい。時にはゲスト講師に
よる講義を設けるなど、講義にメリハリを持たせ、学生目線の講義構成が教育方法として効果的だと思っ
た。
授業も面白くてNPOについての授業がためになる。
すごくまじめな先生です。授業の内容もわかりやすいです
毎授業ミートで色々な講師の方が来てくれて説明などをしてくれていたのでたくさんのことを学べました。
講義中にわかりやすい例を挙げてくれることが多い。疑問点の質問をしやすい環境を作ってくれている。履
修者の授業理解度を高めようとしてくれていることがとてもよく伝わる。
Googleミートを使用しての授業はとてもわかりやすく、いちばん理解度が深いと感じている。また親身な先
生だと感じて受けていて苦がない!

制度の経済学 村松　幹二 現行の経済制度について、わかりやすく解説しながら更に生徒自身で考えることに重きをおいている授業だ
から

演習Ⅲ 長山　宗広 卒論に向け的確なアドバイスを頂いたため。
地域経済に興味があったことから、地域の活性化についての講義を聞くことが出来て、充実した授業だと感
じた。
現在の地域経済の動向を細かく教えてくださる。そして、授業の後半には生徒の質問に対して答える時間を
作っていてより理解を深めることができる。
生徒の意見に対して一つ一つ説明して疑問を解決しているため。
ZOOMでの授業で詳しい解説をして下さります。また、生徒が適宜チャットに質問を書くことを可とし、質
問に答えてくださるので丁寧で分かりやすい授業だと思います。
オンライン授業ならではの特徴や利点を最大限活用し、リアルタイムで生徒の質問に対して親身に回答して
いるため。
またその質問は講義の内容に沿った質問以外でも講義内容に関係づけた回答をしてくださるため。
zoomを使用した一方的な授業が多い中、同じくzoomを使用しながらも、チャット欄を活用し生徒の疑問、
質問をその場で回答していただけるなどかなり対面での講義に近く、理解しやすかったため。
生徒との距離が近い
レジュメ(スライド)とZOOMでのリアルタイムの解説がわかりやすく、また近年の情勢や生徒の疑問につい
ても授業内容と結びつけて考えを述べてくださるので、とてもためになるからです。
学生の質疑応答が飛び交うなど、ZOOMのメリットを存分に生かした講義となっている。
生徒からの質問を丁寧に返してより分かりやすく説明していて、その物事を深く理解するようになった。

非営利組織論ｂ 松本　典子

契約理論 村松　幹二

地域経済論ａ 長山　宗広

　

地域経済論ｂ 長山　宗広

中小企業政策論 長山　宗広



Zoomによる授業を執り行っている。これが良く、その場でチャットなどによる質問ができたり、先生による
授業内容に関する投票を行いリアルタイムで反映できるからである。
オンラインで変化したことが多々ある中、ストレスなく授業を受けることができた。

オンラインの為、ネットに不具合が生じて出席できなかった場合(そのほかの理由もあると思うが)を考慮し
て、数回出席できなくとも単位が取得できるようになっているのも点が高い。
授業が前後半の別れていて前半でやった内容の質問を後半の答えていく感じなのでオンラインで質問しやす
く答えてもらえて鋭い質問をする学生もいて勉強になった
レジュメを詳しく説明してくれるところと、質問に対して手厚く対処してくれるから。

演習Ⅱ 鈴木　伸枝 Google MeeTを使用して、ゼミ生一人一人に対して的確なアドバイスをしていただけるから。ゼミの時間以
外にも、大学院試験対策や英語勉強会などの演習時間があり、自分のスキルアップにつながる有意義な講義
内容であるから。
内容もわかりやすく、質問にも適切に答えてくれる。
教材やわからないところに対する教員の対応がとても丁寧で分かりやすい。
前期で違う先生のゲーム理論をやっていたのですが、あまり理解が出来ず解けないのであまり楽しくなかっ
たのですが、後期の西村さんのゲーム理論はわかりやすく解けた時とても楽しく、有意義に授業を受けるこ
とができていると実感できるからです。
動画での解説が分かりやすかった。
授業内容がしっかりしており、とても分かりやすいから。
レジュメによるわかりやすい説明、経済学初心者でもわかりやすい説明。
スライドの内容や分量がちょうどよく分かりやすかった。小テストの解説も丁寧に行ってくれたので良かっ
た。
ライブ授業や資料のみの授業ではなく、動画の授業で解説をしながら行う授業だったのでわからなければ何
度も聞き直すことができた。
穴埋め形式のプリントや動画を用意していて、それが分かりやすく、また、毎週行われる小テストの解説も
してくれるから。
毎週講義動画をアップして、その講義動画の小テストを提出するやり方が、とても良かった。
レポートではなく小テストとすることで、数値化されて、自分のできなかった問題が、はっきり理解できた
図に書いて分かりやすく説明してくれる。
一つ一つの説明が丁寧で細かく説明してくれたのでわかりやすかった。
式だけを説明するのではなく、数字を使って具体的にその問題について説明してくださるところ。また、問
題の解説を詳しく解説してくださるところ。

ゲーム理論ｂ 西村　健

企業経済学ａ 西村　健

　

公共経済学ａ 鈴木　伸枝



レジュメへの参考資料の量が適切であり、授業も非常にわかりやすく、おもしろかった。
このような状況ということもあり授業を行うのがなかなか難しい中、先生は音声授業をしっかりと行ってく
れ、資料の面に関してもとても分かりやすい資料を作成してくださった
小テスト
説明が凄く分かりやすかった。内容的に難しいと思ったが説明が丁寧だったのであまり難しく感じなかっ
た。
全体的に特にスライドが分かりやすかった。
オンデマンド授業を用いて小テストを一週間以内に提出すれば出席という効率的な授業形態であり、なおか
つ内容がとても分かりやすく他の科目も是非まねしてほしい。
授業自体が非常にわかりやすく、内容もおもしろいため
この授業は、授業動画をアップし、自分のタイミングで期限までに動画を見て小テストを受けるというオン
デマンド型の授業でした。授業動画はほかの科目に比べると短いのに、内容や要点がコンパクトにまとめら
れていて、非常にわかりやすかった。
自分の時間の都合で授業できること

観光論 久保田　美穂子 説明が聞きやすかった

ボランティア経済ａ 今井　迪代 社会に出てからも必要だと思った。
これから社会に出ていく上での物の見方や目には見えないものなどの大切さなどを学べるから。
ゲストスピーカーの方がいらしたり、生徒自らの体験を聞ける授業が盛り込まれている所。
教材やライブ授業で分かりやすく説明してくれた
お互いなれないオンライン授業のなか、授業内容を録画してくれて、参加できなかったり、接続不良になっ
た生徒に提供してくれたりなど、生徒たちに対して最大限に配慮をしてくれた。また授業自体も分かりやす
く、毎週の授業が苦痛じゃなかった。
通常より短い時間での配信授業であるにもかかわらず、ポイントが整理されたスライドやテンポの良い進行
によって、効果的な学習が出来たと感じたため。
スライドなど分かりやすく図をつかって解説したり、説明文も長くなく簡潔にしているなどとても有意義な
講義です。何度でも受けていられると感じました。
オンラインの授業時間を45分にし、 小テストを設け自分がどれだけ理解しているかを確かめることができる
点がとても良いと思った。また、質問できる環境であるため、オンライン授業の中ではとても効果的だと
思った。
zoomの対面授業で実際に対面で受けているような感覚で、何回かアンケートを行い生徒が満足してくれるよ
うな授業をしてくれる。

　

企業経済学ｂ 西村　健

ボランティア経済ｂ 今井　迪代

社会経済学ａ 三家本　里実

社会経済学ｂ 三家本　里実



企業と社会ａ 山下　裕介 youtubeに教材をアップしており、見やすかった。

経営学史ａ 柴田　明 多くの講義がPPの資料を配布し、その資料を見ながら課題を行う内容だったのに対し、この講義は授業開始
と終了間際の映像授業により、復習とまとめを行うことで対面型講義を補っていた。配布されるPPも内容が
分かりやすく、お忙しい中でもその資料の中に音声まで入っており、他の講義では伝わらない細かな説明な
どが理解できた。

経済学入門ｂ 松浦　司 スライドの授業は基本静止画のため集中するのが難しいが、経済学入門bは、教員が実際に黒板に文字を書い
て説明して教員の話している姿が見られるので集中しやすく内容が入ってくるから。

ファイナンス論ｂ、財務管
理ｂ

土井　一人
授業内容が将来に役たつと感じたからです

グローバル・ビジネス論ａ 木村　有里 先生の親身になる態度や話し方、気の使い方が投票理由
自身にとってインプットとアウトプットをしやすい授業形態であるため。
授業がわかりやすいですし、課題もほかの教科と比べ少し優しく、全員がわかるようにしっかり教えてくれ
るからです。
河田先生はこの科目についてもっと勉強したい人からそこそこで十分な人まで幅広く対応して授業をしてい
る。だから、授業中にレールから外れてしまうという生徒がほとんどいないと思う。また、豊富な例題と解
説で内容が充実しており、質問にも丁寧に答えてくださるのでとても良い先生だとおもいます。
適度にまとまっており、無駄に冗長な説明が少ないために集中を維持しやすい講義という印象がある。90分
の枠にとらわれないやり方は個人的には素晴らしいと感じるので他の教授も検討して欲しいと思っている。
ゲーム理論という名前の通り、ゲームみたいで面白く分かりやすい。内容としては友達とのプレゼント交換
や婚活、腎臓ドナー交換などの最適マッチング等。特にドナーの話はとても実用的で、この講義には社会を
よりよくしていくための内容が多く含まれていると思ったから。また、オンラインだからと言って時間が短
くなったり、内容が薄くなったりしていないとも感じたから。

法律時事英語 井上　健一 海外の情勢や社会問題の知識が付く。

国際紛争解決法 王　志安 説明が分かりやすい

国際法 王　志安 オンラインの中、授業をいかにわかりやすくできるかを考えてくださっていたように感じました。
今まで受けてきた中国語の中で一番わかりやすかったです。
授業内容について個人の理解度に差が生じないように結論と理由を明確にして説明されており、また、親身
になって質問や相談に対応してくださったため。
通学、オンライン両方に対応しており、先生の作成した判例シートを公開してくれるためオンラインで学ん
でいても不安がなかった。

グローバル・ビジネス論ｂ 木村　有里

ゲーム理論Ａ 河田　陽向

法学部　法律学科

演習Ⅰ、演習Ⅱ 熊谷　芝青



インプットとアウトプットのバランスが非常に良く、民法を相乗的に理解できる
丁寧でわかりやすいから。
理解度確認テストを実施しているため学習効果が分かりやすい。
授業毎に配布していただいている授業プリントの構成が、その時限にて取り扱われているテーマの大まかな
説明→その中の個別的要素の説明→その個別的要素が現実にどのように扱われているかを判例等を用いて説
明、といったもので、その都度そのテーマについてのイメージがしやすく、且つ、その内容も非常に克明
で、理解がとても捗るため投票しました。
興味を惹かれる内容だから
レジュメが分かりやすく、要望や意見をしっかり聞いてくれる。
資料が見やすい。小テストの時間が厳しいがやりやすい。
毎回の小テストで学力を測るやり方で、課題だけで判断しようとしないためとても良いと感じた。
レジュメの文章や図が丁寧で、とても理解しやすかった。初学者向けの易しいレジュメを1年間にわたって用
意し続けてくださったことが非常に嬉しかった。
 又、各回の小テスト、そしてこの成績が全体成績の大部分であったことは個人的に一番歓喜した要素だ。小
さな復習を繰り返すことが必然的にルーティーン化されたおかげで、一発勝負の定期考査のためだけの非合
理的な勉強をせずに済み、そして尚且つ日々の小さな頑張りを評価するシステムだったことで、一発勝負の
テストで爆死するリスクを回避することもでき、何より勉強のモチベーションが保たれるどころか上がる一
方だった。年間を通して、知識の定着率は他科目と比べて圧倒的に上回っていると感じている。
授業テキストとして載せている資料の最後にその日に倣った内容を確認する問題が設置されていて理解度を
認識できることと、前にやった範囲の問題を扱うテストがあることで必然的に復習も可能になっていて理解
度を高めることができる点。
わかりやすい
動画で使われているpowerpointによる資料がわかりやすく、授業後の小テストも効果的だと思ったため。
動画内での解説とスライドが理解しやすかった。
時間内に質問することができるのもよかった。
今までの授業とは違い正解があるようでないところが興味深かったから。
30分くらいの動画が二つ毎回アップされていて、最後に確認の小テストを行っているから、勉強しやすいし
効果があるように思うから。教授の説明もわかりやすく、ビデオの時間もちょうどよい。

　

刑法各論 原口　伸夫

入門・法と社会 高橋　洋城



理由が多数あるため下に列挙します。

授業の形式がレジュメのみではなく講義の映像があるため文面のみの授業よりも授業内容が理解しやすかっ
た。
授業の講義ビデオの質が高いことはもちろんのこと、それをしっかりと見ていないと解けないような小テス
トを一問から二問出すことでオンラインというサボれそうな授業形式の中、受講生が必然と講義のビデオを
見るように仕向けられていた。
レジュメや教科書の該当ページ、その他必要な情報を受講生にわかりやすいようにアナウンスしてくださる
ことで、オンライン授業という受講生があまり経験したことがなくどう授業に取り組んでいけば良いのか心
配な局面を高橋先生の方から打開しているように感じた。

法思想史 高橋　洋城 映像授業なので、分からないと思ったら動画を巻き戻せるので良いです。動画の長さも、長すぎず短すぎず
丁度良いです。
授業のテーマがややこしく難しい感じだけど、パワポで順を追って丁寧に整理して説明して下さるためわか
りやすいです。毎回の授業の小テストの難易度も丁度良く、また、問題文が、各授業の内容を要約した文を
穴埋めする形式なので、解くことで頭の中が整理できるので良いです。

法哲学 高橋　洋城 功利主義の解説やその批判が丁寧で興味深かった。
毎回録音した音声を聴きながらアップロードされたレジュメを読みながら進めるため非常に自分に合ってい
る、また小テストもありがたいため
オンライン授業を受ける上で非常に大事になるレジュメの充実度が高く、対面以上の学習効率を得られたよ
うな気がした。
イエスタディをうまく活用した授業形式であり、特に小テスト機能では学んだことの基礎を問い、その日の
復習が効率よくなされている印象をもったからである
効果的な学習にするために、授業ごとにレジュメを用意してくださったり、小テストを実施されたりするた
め。
先生の話が、分かりやすく資料を配布してくれるから
・事前の教材は端的で、解説動画で細かな説明がなされている。
・講義内の質問はもちろんのこと、他科目や学校生活の相談に関しても、親身になって答えてもらえる
プリント配布もわかりやすく、オンデマンド式の授業解説、授業後のサポートなどがほかの先生と比べて格
別にすごかったです。
オンデマンド講義ということで、動画を巻き戻したり再生速度を調整したりして自分のペースで出来る。
書面の配布も悪くはないが、目が疲れることや情報が視覚からしか入ってこないこと等、やや問題があると
感じる。

憲法 三宅　雄彦

　

会社法 坂本　達也



講義配信型の授業だが、テストの点数と出席だけで評価されるので
勤勉に勉強している学生が恩恵を受ける形態が良いと感じた。
悪く言えば結果至上主義だが、フェアであると言い換えることができると考えられる。
コロナ禍という状況にも関わらず、解説動画を配信し工夫されているのだと感じたり内容がとてもわかりや
すいので、授業を受けていて楽しいと思える科目だからです。
動画配信の中で、詳しい解説と共に図式化した板書をされていたのでとても理解しやすかった。加えて、大
事な要点を繰り返し言ってくれるので、大事なことを思い出しやすい。また、様々な種類の配布資料が参考
になった。
授業の動画とレジュメがあり授業内容が充実していたため。
オンライン授業という慣れない試みをする中で、資料だけを読み小テストを受けるなど少々雑な授業をする
教授もいる中で、三宅教授の憲法では毎度しっかりと動画を撮影し、オンデマンド方式での配信授業をして
いて対面の授業ができない中でもわかり易い講義であると感じました。また、出席登録やわかり易く簡潔に
まとめてあるレジュメを用いたり、PC画面上で図を書いたりと、とにかく対面授業となるべく差をなくし生
徒に伝わりやすい授業をしようという姿勢を感じ取ることができました。
講義をオンデマンド配信してくれたことや、講義後に授業内容に関わる資料やレジュメを配布してくれたの
で自主学習が捗りました。
憲法という難しい分野の科目だが例として身近なドラえもんなどを挙げ今まで自分にかかわりがなかった科
目だったが興味をもって授業を受けることができるようになったから。
毎週ビデオによる講義を行っているのですが、オンラインではないので自分の好きな速度で見れる点や繰り
返し見直したり、巻き戻しができる点がとても効果的で、一番知識が身についたと感じたからです。また、
解説も易しい言葉やわかりやすい例を出してくれるためとても分かりやすいです。勉強のやる気も向上しま
した。
図を用いた説明がわかりやすかった。
分かりやすい
毎回の授業で大事なところを復習してくれる。
オンデマンドの授業形式で説明が分かりやすかったため。
わかりやすい
日本国憲法の中身はもちろん、なぜそうなったのかや、どう議論されているのかなど憲法というのは何かと
いうのだけでなく、憲法とはどうできてきたのかを教えていただいて、とても印象に残っているから。
生徒側は知識にばらつきがあるにもかかわらず、誰にでも理解できるような説明がされているため。
映像を用いた正規のオンライン授業であることと、90分という実際の授業時間で行っている点に熱意を感じ
た。

　



オンデマンド型で、ホワイトボード機能を利用した講義であり、通常と同じような感覚で受けることができ
たから。
わかりやすい
法律初心者でもわかりやすいようなたとえを使っていた点
オンライン授業になった中、映像の録画で授業をやってくれるとこです。板書や赤いペンで大事なところを
マークしたりしてくれるので非常にわかりやすいです。
憲法という今までになかった大学の授業に初めは困惑しましたが、映像でレジュメや六法を使ってわかりや
すく説明してくれるのでとても良いです
オンデマンドでいつでも授業動画が視聴可能な点。
具体的な事例を挙げての説明。
オンラインでのやりにくい授業体制の中で、音声による解説、電子ホワイトボードでの図説に力を入れてい
て、とても分かりやすかったから。
簡潔にまとめくれている
動画を配信となっていて、いつでも見返せるのがよい。試行錯誤を行っているのがみてとれる。初めは30分
ものを2、3本と投稿されていて、長く感じる面が見受けられたが、今では10-15分などの動画を分割して投
稿されているので、気持ちの面で飽きずに見ることが出来ている。
内容が高度なのは感じたがそれでも着いていきたいと思える説明のわかりやすさがあるから。
ドイツと日本の憲法を判例を用いて比較することによりどちらの憲法の理解が深まったため。
日本国外の憲法を知る機会はなかなか無いため興味深かった
一番リモート授業を活用できていると思う。課題提出型や、レジュメだけの授業とは違い、授業を受けてい
るという楽しさを感じる。
板書が多くわかりやすい。
レジュメや教材が豊富。
毎回映像講義を通してわかりやすい講義を展開しており、さらにこれから大切になるであろうマナーについ
ても指導しているから。
レポートの前に同じ様なケースの例題をやってくださったのでレポートが書きやすかったです。また、レ
ポートにも批評をつけてくださり参考になりました。
オンライン授業になり、先生、学生ともに困惑したまま始まったが、的確でわかりやすく、無駄のない授業
であると感じているため。
レジュメが口語調で構成されており理解しやすい為。
話口調のレジュメが読みやすい

　

比較憲法 三宅　雄彦

労働法 篠原　信貴



配布プリントがとても分かりやすい。優しい口調で難しい事を説明して下さるので、長文を読む苦手意識が
低くなったと思います。
オンラインとなり、レジュメでの授業になってしまったが、そのレジュメが非常に分かりやすかったため。
丁寧な内容と、ユーモアあふれる文章で楽しく詳しく学ぶことができたため。
レジュメでの授業なのに頭にはいるし面白い!

税法 赤松　晃 ミートを使いしっかりと解説してくれるのが分かりやすい。

家族法 竹中　智香 リアルタイムでの授業ではなく、短めの授業動画を掲載しその動画を元に教科書を要約し、レポートとして
提出するというシステムが都とても良かったと思う。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 福田　誠治 学習の内容や進路決定等の相談に親身にのってくださり、学生同士で行う活動が円滑に進むように助言をい
ただきました。学生のレベルに合わせて内容の難易度は変えつつも、問題の核心がわかるような問いかけを
なさるため、とても勉強の参考になります。
効果的な図表の利用により、講義内容が理解しやすく、要点が掴みやすかった。
オンライン授業に対しての対応が素晴らしい。成績の付け方も、コロナにより不安だったが受講者の気持ち
に寄り添えた形となっている。
分かりやすかったです。
プリントも動画も非常に分かりやすく、内容をしっかり理解することができました。
今年度は異例の通年オンライン授業ということで教授学生共に慣れない環境下で試行錯誤の積み重ねであり
ましたが、履修している科目の中で最も配信教材が充実しており、学習効果も他科目と比べると高い水準に
達することができたと思います。
通信環境が十分でない学生に配慮して課題の期限を予め期末に設定してくださったり、秋半ばまで就職活動
を続けていた身としましては1週間毎にレポート提出を強いられる科目よりも時間があるときに学習できる環
境が結果的にモチベーション維持にも繋がりました。
わかりやすい
先生の説明は詳しくて、わかりやすいです。
板書もきれいです。
オンライン授業かつ動画授業の状態でも授業内容が分かりやすく債権の内容がより勉強になったから。

西洋法制史 北野　かほる テストなどの範囲などがちょうどいい
講義が分かり易く、楽しい授業を創るのが上手だと感じました
丁寧な解説のある授業、生徒を飽きさせない話術、夏期の課題が自分の成長に繋がったと実感したからです
非常に授業内容が分かりやすく、生徒のことをよく考えてくれているのが伝わる。しかも楽しく学べるから
素敵な教授です。

　

債権各論 福田　誠治

裁判法 岡田　好弘



裁判に関する映画を見る機会になった
ビデオを見せてわかりやすく、授業最後には時々小テストや課題をすることで理解度が上がりました。
受けていてさらに学びたくなるような授業でした。
重要なところ強調してくださったり、短期集中的な感じの授業であったため、とても分かりやすかったから
です。
来年も岡田先生の授業が選択できるのであれば、もちろん取ります。
とても興味を持ちやすい内容であったから。
興味をわかせられました
パワーポイントのスライドだけの授業ではなく、音声もつかった解説をされていてとてもわかりやすかった
です。
コロナの影響でオンライン授業になっても、向田先生は毎回授業の内容を学生たちにきちんと伝えました。
毎回のレジュメも非常に丁寧であり、学習のポイントもC-learningによって詳しく挙げられました。債権総
論の授業から多くの知識を勉強したのを実感できます。オンライン授業ですが、対面授業の効果に到達した
と言えます。
多くのことを勉強させていただいて、ありがとうございます。向田先生に感謝の気持ちを伝えたいです。
・オンライン授業においてプリントの内容がわかりやすく面白い
・商法などに関する時事ネタや歴史など、普段なら講義の小ネタとして扱う物を協同版で別に話してもらえ
る
レジメを使った授業内容の解説文がわかりやすい。
また、授業中に三度の小テストを実施しているため、授業内容が理解できているか確かめることができ、復
習にもなるためとても良いと思った。
レポートも次の授業の予習的な内容だったり、ネットを使って実際に情報を調べて回答を書くなど、実践的
なものでとてもよかった。
小テストの内容がよく考えないとわからない問題で、深く内容を理解することができる。
授業資料の説明に具体例がたくさん盛り込んであって分かりやすい
小テストがレジュメを見て答えれるようになっているため自分です取捨選択をしながら回答できる。間違え
てもやり直し可能なのでありがたい
講義内容がおもしろい、興味をそそられる
授業中に使用したスライドが分かりやすかったです。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 中田　英幸 論理的思考を養える。
講義資料が非常にわかりやすく、講義の理解に役立った。

商法総則・商行為法 三浦　康平

知的財産権法 小嶋　崇弘

物権法 中田　英幸

　

債権総論 向田　正巳



とても難しい科目にも関わらず入念にパワーポイントのみでテストをやらせて頂き点数は取れなかったが自
分のためになったと思うから
毎回の小テストの内容やパワーポイントの内容が分かりやすかった。宅建の試験の際に役立った。

演習Ⅰ、演習Ⅱ 中濵　義章 柔軟に授業してくれる
Googlemeetを効率的に活用して授業を進めていただけるので、対面授業に近い緊張感で受講できています。
ゼミの発表内容についても、また稚拙な質問に対しても、個々が理解できるまで分かり易く説明いただいて
います。
オンライン授業でもやりやすかった。
学生自身に考えさせ実行させるやり方でありつつ、しっかりとフォローもしてくださり安心して受講するこ
とができた。

有価証券法 中濵　義章 ライブ授業の機能を使いこなしており、映像や小テストなどの用意をしてくださるため
特にないです
とても詳しく、わかりやすい。
オンラインなのに、普通の授業みたいで画面も説明も非常にわかりやすかった
一番分かりやすいから。
1番知識が身につきやすいから
私たちが分かりやすく理解しやすい説明方法で教えてくれる。
一時間に一度、必ず発言する機会が与えられるため受講する以前より自身の考えを伝えることが上達した。
授業内だけでなく、就職活動にも役立てることができたため大変有意義であるため。
ゼミでの発表の後に質疑応答の時間があるのですが、その際に追加で知っておいた方が良い内容を補填して
お話ししてくださるためです。また、その際も難しい言葉で話すのではなく、分かりやすく具体例を交えて
話してくださるためです。
刑法に関する事を、かみ砕いて、分かりやすく、ユーモアいっぱいに教えて下さり、授業内での、他のゼミ
生からの鋭い質問に悩んでいると、助け船を出して下さる。
生徒が主体となって授業を進めていく形をとることで、授業内での発言も活発になり、良いゼミの雰囲気だ
と感じる。
ディスカッションやグループ発表などすごく自分の力になると感じているから。先生の説明もとても分かり
やすいうえに、親しみやすい先生だから。
ディスカッションやレポート課題、個人発表などを行っていて、刑法について考える力がついたと思ったか
ら。
ディスカッションが盛んな科目で、コミュニケーション力・臨機応変に対応する力などが自然と身について
いくように感じられるため。

　

演習Ⅱ 中濵　義章

刑事訴訟法 田中　優企

演習Ⅰ、演習Ⅱ 富樫　景子



編集して授業動画を作ってくださるので、学生が毎回飽きずに勉強できていると思います。自習課題にする
ところもあり、授業中、外でも勉強のしがいがあります。
プリントで上手くまとめてあり、説明も分かりやすい点。
去年に刑法総論の講義を受けやり易かったので刑法各論を受けました
真面目な話とユーモアのある話をわけたら、短い時間で区切ったり集中の途切れないための気遣いが有り難
かった
授業動画が毎回レベルアップしているように感じた。例えば、授業の構成だ。常に生徒が楽しく勉強を続け
られるにはどういう授業構成が良いのかを研究し、実践していると感じた。
オンライン授業にも関わらず、大変丁寧な資料配布、毎講義後にある小テストの実施によって今年の講義の
中で一番講義内容が理解しやすく、効果的だった。
オンラインということもあり、学生からの意見を募集しながら、分かりやすい講義をしてくださったから。
楽しく授業が受けられるようになっているので、勉強が進むため。
対面講義と同じぐらいの内容の濃さ。
他の教員の2、3倍ぐらいの資料の多さ
親切で面白い授業でした、毎回のノートも穴埋め式で、すごく覚えやすいやり方でした。
説明も具体例も私たちが理解しやすいように言葉を選んで教えて下さります。また、オンライン授業により
動画で授業することになりましたが、時々ほっこりするようなイラストを挟んでくださるのが癒されます。
説明が分かりやすく面白いので飽きずに動画を視聴することができた。授業後にドリルがあるのが非常に効
果的だと思った。
テンポがよく、すらすら入る授業
レジュメも授業もわかりやすい。ユーモアのある方で授業を受けるのが楽しいから。
プリントに加え穴埋め式のプリント、動画も適切な長さで分かりやすく、毎講義のドリルもあり、重要なポ
イントがしっかりとわかりやすく書かれていることで生徒にしっかり理解してもらおうと励んで頂いてるこ
とが伝わりました。分かりやすい講義内容で、丁寧な為こちらもとてもやる気になり唯一講義が楽しみでし
た。
説明がわかりやすい。動画も短すぎず長すぎずちょうど良い。オンラインでやる気のない授業ばっかりだ
が、刑法総論だけは楽しくやる気がでた。
内容がわかりやすく簡潔である。オンライン上の授業のため動画の時間が長くだらだら話しているとこちら
側はどうしても苦になるが富樫景子先生の動画はちょうど良く配慮されている。
例えなどもわかりやすくて良い。
授業資料がしっかりとしていて、それに加えオンデマンド形式の講義動画を配信されているためとても理解
しやすいです。富樫先生はとても親切で、生徒を思って授業しているのだとこの一年でわかりました。

刑法各論 富樫　景子



1年生でなにも分からない私たちに1から丁寧に教えてくれた。また、質問などにも丁寧に対応してくれた。
さらに、授業内でもジョークなどを交えて教えるなど工夫していて、熱意を感じた。
配信の動画を小分けにしてくださったり、レジュメが分かりやすく、印刷可能になっている点です。
またこちらの負担があまりかからないような授業造りをしてくださっているのに、内容が頭にしっかり入っ
てくる、まさに理想の授業です。
このコロナ禍、オンライン授業でどうしたら生徒が分かりやすく授業を受けれるかを真剣に考えて下さった
からだと思います。
富樫先生の生徒に対する思いが大変大きく感じました。
今年度は残念ながら、オンライン授業になってしまい、例年とは異なる授業形態になってしまいましたが、
オンライン授業でも分かりやすい説明をしてくれたので、教科書の事例問題についてとても深く理解するこ
とができました。
 また、メールで質問した際には、例題などを用いて理解できるようになるまで、細かく教えてくださったの
で、刑法の知識をしっかりと身に付けることができました。
富樫先生の分かりやすく面白い授業のおかげで、刑法が好きになりました。
教科書とスライドの関連がわかりやすく、授業後の復習もやりやすいです。ドリルがある事で、自分の苦手
範囲がわかり、自学に生かせています。
聞き取りやすい声と適度な動画の長さと絵や例えがとても分かりやすい。
飽きない授業をしている。
話や説明が分かりやすく面白い。
噛み砕いた言葉での説明がとても理解しやすいので内容が良く入ってくる。話し方もハキハキしていて聞き
取りやすく、オンデマンドで授業を受けていてもとてもやる気が出る。
刑法というとかたいイメージがあったが様々な方法で分かりやすく、また取り組みやすくしてくれたから。
日常生活に最も近く実用性のある授業だから
動画やレジュメ、ノートを使って効率的に学習できるので、頭に入りやすいと感じました。ドリルで復習す
ることが習慣化されるので、学習を深めることができました。
授業のシステムがしっかりとできていて授業自体も課題についても疑問点がなくとても勉強がしやすい環境
でした。そのような体勢をきちんと作られた富樫先生にはとても感謝しています。
ある物事について例えを用いる時にその例えがとてもおもしろくて分かりやすい。
生徒のことを考えてパワーポイントを作成し配信しているように感じられる。
図付きの分かりやすいプリントの配布や筆記の量の適当さ、解説のわかりやすさを他の授業と比較した結
果。
声も聞き取りやすく、レジュメ、動画共に分かりやすく大変面白い授業だった。

　



人が本当に集中できる時間は15分程度と言われている中、この刑法総論の授業はそれに沿って10分～15分程
度の音声付きパワーポイント動画を3本アップし、どの動画も集中して勉強できるように配慮されている点。
授業で出てきた内容を自分でアウトプットできるようにドリルが数問作られており、正解以外の選択肢につ
いてどの部分が間違っているかの解説や、問題を間違えた人のための復習箇所を記載してくれている点。
いつも分かりやすくひとつひとつ丁寧に説明をしてくださり、理解しやすい授業だった。
レジュメも見やすかった。
説明が図によって視覚的に感じることが出来たので理解しやすかった。
音楽を流したり、面白いことを言ったりしてしっかりやるときと休む時の切り替えがしやすく、授業に集中
できたため
レジュメを用いてわかりやすく説明されているため
授業内容が面白く、説明も非常にまとまっていてわかりやすいため、とても理解しやすくて、充実した授業
になっていたから。また、授業動画も短く分割されているため、オンライン授業に取り組むモチベーション
も保ちやすいから。
講義の内容が非常に分かりやすい。特に、講義が進むスピードが遅すぎず早すぎない為、スムーズに勉学に
励むことができる。難易度が高い内容は無理に時間内で終わらせようとせず、何回かに分けて丁寧に説明し
てくださる。
授業の復習がドリルで出来るのが良かった。言い換えると、自分が勉強したうちのどこが間違っていてどこ
が合っているのかを点数で知れるのが良かった。
分かりやすい
短い動画で大事なところをわかりやすく解説してくださり、ユーモアも交えた面白い授業だと思いました。
資料配布のみの授業が多い中、動画の配信やレポート、小テストの実施など普通に学校に通っているのと遜
色ないほど授業効果が高いと思うから。
授業がわかりやすく親身に指導してくれた。
動画時間は長過ぎず、短過ぎず、特に先生の熱意が伝わってきて、こちらもやる気が出るからです。オンラ
イン授業でナイーブになりがちですが、冨樫教授の授業はとても面白いので楽しみです。
授業動画やレジュメなどがわかりやすく、効率の良い授業で集中できた。
レジュメや授業の説明がわかりやすいから。

　



講義スライドが見やすく、内容も簡潔にまとめられているため理解しやすいです。初めての大学の講義は難
しいと感じられるものがほとんどでしたが、この講義は受講していてあまり苦に感じませんでした。レジュ
メもただ見るのではなく、空欄を自分で埋めることができるようになっているのも理解度向上につながるの
でとても良いです。また、対面形式ではない場合、オンライン講義はどうしても一方的なものとなりがちで
すが、スライド音声で受講者を気遣っていただく言葉(休憩を挟んでくださいね等)を度々かけていただけて
いることも、先生の優しさが感じられていいなと思いました。
レジュメや授業動画が見やすく、声が聞き取りやすくて、とてもわかりやすい授業だったから。
授業の後にドリルで復習できるから
先生の作成する動画がとても分かりやすく、面白い!コロナのせいでオンライン授業となってしまったが、教
室で受けているのと同じくらいの理解度が身についたと思う。教室で実際に先生の授業を受けたことがない
がそのくらいの満足度がある!
刑法を教わるならずっと富樫先生がいいなと思った。
オンライン授業なのにとても楽しく、さらに質問対応がとても速い。授業が分かりやすい。
動画を視聴しながら自分でレジュメの空欄を埋めることにより、理解が捗った。
また難しい内容のものを生徒が理解しやすい様に、別のものに例えたりするなどの工夫が良かった。
生徒想いで内容も分かりやすいから
授業動画、レジュメ、ドリルなど全てにおいて丁寧に解説してくださり、とても分かりやすいのと、学生の
気持ちを何より感じとってくれる素敵な先生だと思い、投票しました。
自分が受けた講義の中で、一番生徒の目線に立ってくださっていると感じた先生だから。
レジュメがとにかく分かりやすい構成になっていた。細かい説明や教科書などに則した内容は慣れていない
法学の勉強を手助けしてくれるものだった。
また、授業の内容をドリルで振り返れる点も良かった。
さらに音声授業は声も聞き取りやすく、オンライン授業の中で私たちを楽しませようと様々な取り組みを考
えて頂いたこともとても良かったです。
来年以降の刑法各論も受講してみたいと思えた授業だった。
コロナ禍の細かく教えることが困難な状況で、生徒たちがどうしたら理解できるかをすごく考えていること
がプリントや話し方から伝わる。
授業動画がとても分かりやすいです。
今後もよろしくお願いいたします。
オンラインの環境の中でも、作業量に無理のない範囲で要点を抑えた動画による授業を行っていただいた。
レジュメと書き込みできるノートの両方を準備していただいたので、各学生のスタイルごとの学び方あもで
きたと感じた。

　



映像授業において、アニメの効果音を利用したり、
授業中に少しリラックス出来るようなスライドを入れたりと生徒のことを一番に考えて作成して下さった事
がとてもよく感じられるから。
色んな手法で学生を飽きさせないようにしてくれていた。
授業時間に適した映像教材を使用し、さらにノートテイクなどの時間も考慮してくれた。90分という時間に
収まるように時間調節を上手くしてくれていた。
刑法の難しい部分もオンライン授業で出来る最高レベルの教え方をして頂いたと思います。次の年次でも、
先生の授業を履修したいと思いました。
イラストなども使い、分かりやすく噛み砕いて面白おかしく教えて下さったので、楽しく講義を受けること
ができました。また、熱心に生徒の希望にも応えて下さったりなど、一人一人のことを思って下さっている
のがよく伝わりました。
英語などのように高校まで習っていたものの延長ではなく、習ったことのないものにも関わらず、動画の説
明がとてもわかりやすい為にすんなり理解することが出来るものが多いし、そうでなくとも時間をかければ
理解出来るようになりました。加えて、レジュメが綺麗に整理されて作られている為に見返す時にとてもわ
かりやすいと思ったからです。
授業の説明、プリント共に分かりやすく、ドリルで理解を深められる点も良かった。
分かりやすい
授業受けててとても面白い
オンラインでも説明がしっかりしていてわかりやすかった。
ドリルで復習ができるのが良かった。
オンライン授業でも毎回の授業でしっかり理解できるようにレジュメの作り方や動画の構成が工夫されてい
たから。
また、受講する生徒のことを考え授業時間も考慮されていて、毎回ドリルによって復習できる制度もとても
効果的であった。
このような授業であれば対面でなくてもオンラインで十分に学べると思った。
とてもわかりやすく、楽しい。
オンラインでもわかりやすかったから
動画の授業がわかりやすい。パワーポイントもイラストが入っていて、具体的に説明してくれるので理解し
やすい。動画も短く、分割してあるので、集中力が切れにくい。話もダラダラしておらず、ハキハキと簡潔
に話すので聞き取りやすい。飽きない授業でとても面白いと感じた。
レジュメもノートもわかりやすく掲載されていて、先生の声なども聴きやすいから。コンパクトに授業がま
とめられていて、わかりやすい。

　



今受講しているどの講義よりもわかりやすく、適度なユーモアもあってまた、講義が録画なので自分で好き
な時間にできるのでその点も自分からしたら融通が利いていていい講義を取ったなと思うからである。
パワーポイントを用いた音声ファイルによる授業だったのですが、レジュメも見やすく、声も聞き取りやす
かったので非常に授業が受けやすかったです。またファイルの更新期間や頻度もありがたく、オンライン授
業を受けやすい環境整備もしていただけました。授業内容自体も興味が持ちやすく、難しい内容でも理解し
やすかったです。
授業動画がかなり見やすいように内容ごとに区切られていた。レジュメも各自で穴埋め版か完成版を利用す
るかを選べ、どちらとも利用することもできたので、授業後の復習がやりやすかった。主席確認を兼ねてい
るドリルも出席と認められるのは翌週授業開始前までだが、その後も何度も受けることができ、自分が理解
するまで行うことができた。
オンラインでの授業はなかなかやる気がでなかったが、刑法総論の授業動画はとても分かりやすく、かつ頭
に入ってきやすかった。
先生の説明が丁寧で分かりやすいので、この講義を聞くことが楽しみになっている。
レジュメが分かりやすく、複雑な内容も具体例を出してくれるので理解しやすいから。
わかりやすい事例を多く交えた説明方法。
急遽のオンライン授業にも関わらずとても授業が分かりやすく丁寧で、効率的だと感じた。生徒からのコメ
ントにも適切に答え、授業に反映させていた。
リモート授業の中で本当に本当に対面でリアルで受けたかったと思いました。絵が面白くて大事なところを
ていねいに説明してくださって、非常にわかりやすくてオンデマンドでも楽しい授業でした。
授業時間やドリルの調整が上手く、他の授業より受けやすかったから
内容は充実しているのに、とにかくわかりやすく丁寧でかつ生徒が飽きない工夫をされている。また、質問
もしやすい環境を作ってくださっている。
時々講義の間に面白く説明してくれるので楽しく受けることができたから。
まずパワーポイント及び、レジュメがわかりやすく法律の難しい学習でありながらそれを学生に理解しても
らえるように伝えようと尽力を注がれているのが垣間見えます。
堅苦しい授業でも、緩い授業でもなく、わかりやすい。また、先生の方針が、生徒一人で教科書を理解でき
るようになることで、あくまで先生の授業は生徒の後押しであることに、これから独学するにも役に立つ授
業だと思った。
まず解説がとてもわかりやすい。ユーモアもあって講義を受けるのが楽しい。他科目よりも意欲が増す。
オンライン授業でも、まるで対面で受けてるように惹きつけられるほど、わかりやすく、ユーモアがあり、
毎週楽しみになるほどの授業だった。刑法という難しい履修だったが、刑法が好きになったし、来年富樫先
生の授業を取りたいと思った。また、オンラインという状況で、学生への配慮が丁寧でありがたかった。

　



かたくない雰囲気なので配信での授業でもやる気を持って取り組めた。また、分かりやすい説明を紙に書い
てそれを見せながら話してくれるためオンライン上であっても理解しやすかった。
映像授業の工夫
今回のオンラインでの授業は録画でいつでも受けられる状況にあり、リアルタイムでなくても受講すること
ができて助かりました。また、常に明るい先生であると思います。
動画でわかりやすいのと、課題に追われなくていいから
分かりやすい。皆んなの興味を引かせて自分の言葉で話しているところが良いと思った。
学問的につまらない(高田先生いわく)行政救済法を、図を用いたり、噛み砕いて説明したりと、学生がわか
るように様々な工夫を行ってくださるから。
映像授業でも飽きないように工夫されていた。
言い回しなどがユニークで理解しやすく楽しむことの出来る講義だと感じるから。
新しいことを学ぶたびに復習をしてくれる。
具体例が毎回あって難しい内容を要約してくれて分かりやすい。
オンラインでも授業内容を理解しやすいように、大事な用語の意味や図表を紙に書いて、メモしやすいよう
に授業を進めてくれるところが他の授業にはないと思いました。
授業をただやるのではなく、学生の興味をひかせる授業を行なっていることに魅力を感じるからです。
授業の中で時折、理解しやすいたとえや冗談が組み込まれており、面白く、内容が理解しやすいため。
非常に分かりやすく、毎回楽しい講義をしてくださるから。
コロナ禍により急遽ビデオ配信形式の授業に切り替わったにも関わらず、対面授業と同等の進行度かつ、充
実した授業内容だった。
コロナの状況になり、オンライン授業での創意工夫が見られるため。私たち生徒の関心を引くような授業を
開いているので、聞いている側も苦ではない。
初のオンライン講義でも誰もがわかりやすいような授業形式(オンデマンド)。
ノートテイキングの時間も加味した適切な時間配分。
声だけ、レジュメだけではなく、本人の動画や手書きの板書つき配信なので、通常の対面授業と何ら変わり
なく受けることが出来ました。また、毎回の余談も楽しく考えてくださり、淡々とした授業にならないのが
とても良かったです。
学校で受ける授業と、オンラインでのライブ授業の差がなく、
混乱することがなかった。また、成績評価についても明確であり難く思えた。
具体例を用いて説明してくれるため、分かりやすく面白いため。
わかりやすいし、話が面白い

行政救済法 髙田　実宗



映像授業にもかかわらずわかりやすかった。
判例を説明する際に、図を描いてくれるのでわかりやすいです。
丁寧にレジュメを作ってるため
授業では字がとてもきれいで見やすく、そして分かりやすく、レポートをちゃんと評価している点です。
行政法について詳しく解説してくれるから。将来役立つようなことも講義内に含めて話してくれるから。
C-leaningを用いて映像授業を行い、その授業の内容を私たち生徒から実際に届いたメールとともに掘り下
げ、かみ砕いたわかりやすい内容の授業を執り行っている。行政で普段行われているニュースとも絡めて教
えていただけるので要点要点で分かりやすい授業になっているため。
通常の講義に比べて、オンライン講義は90分間丸々使用できる訳ではなく、制限が多い。そのため通常の講
義が良いなと思うことが多々あったが、行政法の講義動画は、丁寧に説明が行われており、大変見やすかっ
た。
図が見やすく、適切な授業時間であり、説明がわかりやすい。また、このようなオンライン授業の中で生徒
を退屈させないよう自身の話なども織り交ぜながら授業をしてくださるため楽しく受講できる。
ユーモア溢れる講義動画の為、飽きずに受講できる。
ご自身も難しいと仰るほどの科目を面白おかしく、私たち学生にわかりやすいように伝えてくださいます。
関連したものも交えながらの授業をいつも楽しみに受けさせていただいております。
わかりやすい
授業システムがいい
今年はオンラインで大学で受けることが出来ず、授業もレジュメのみやレポートの提出などが多い中、講義
の映像を録画してオンデマンド授業をして下さったり、毎回飽きないように楽しい授業にして下さって感謝
しかありません。毎回とても楽しく工夫した授業で面白かったです。
授業が分かりやすい
オンライン授業ならではの動画配信で、より端的に大事なところをピックアップして教えてくださり、先生
まで楽しんでいる感じがとても良く、内容がすんなり入ってきます。
具体例がわかりやすい。
具体例がわかりやすく、話も面白くて、内容が頭に入ってきやすかったから。
30～40分ほどの適度な板書量の動画で、内容もレジュメ、教科書、口頭での説明を使って理解しやすく、難
しい内容であるが分かりやすい。堅い説明をせずに授業を分かりやすくしようと説明している感じがする。
オンライン授業で、教材のアップが遅れる講義が多いなか、早めに講義資料をアップしてくださるため意欲
的に取り組めるから。
行政法への熱意が感じられ、受講している側の行政法への意欲が増すから。
生徒が授業を取り組むうえで飽きないような工夫がたくさんされている。

　

行政法 髙田　実宗



彼が授業をすることで、面白くなるし、わかりやすい。
オンラインでありながら、教員と会話しているような授業であり、理解しやすい。
レジュメだけでなく、授業内でのフリップを用いた説明などがあり勉強に役に立つ。
授業内容は堅苦しく難しくて、理解するのが大変だが、先生が面白くて内容理解や定着がしやすいため。
オンライン授業の中で少しでも面白くなるように工夫しており、受けていて良かったと思える授業だから。
オンライン授業というこれまでの講義とは異なったやり方で、講義を受講する側はパソコンの前に一人で
座って受けているため、私たちの集中力が切れないようにオンライン授業でもただ講義をやるのではなく、
このオンライン授業という形態を利用しておもしろく分かりやすく講義をやってくれた。
先生の話がとても面白く、オンラインでも集中して講義を受けることが出来ています。
授業内容が理解しやすい図を使ったり、わかりやすい補足説明をしているところ。
生徒に寄り添って授業をしてくださるので、こちらも頭に入りやすい。
授業動画が分かりやすく、内容もコンパクトにまとまっているので、集中して受講することができた。
授業がわかりやすく、面白い
初めてのオンライン授業でなかなか集中して講義を受けることができていなかったのに高田先生のおかげで
集中できるようになった。
授業への引き込み方、導き方が最高に面白いからくせになる。
こちらの興味を引くような話し方できいていておもしろい。さらに、要点を図に書いて説明しているので理
解しやすい。
授業の雰囲気作りが独特で受けていて面白いし内容もわかりやすいから。
行政法はつまらないものだという先入観がありましたが、髙田先生の授業は楽しく、面白く、わかりやすい
授業です。
オンラインでの講義で動画配信による授業だったが、それでも理解させようという説明の仕方や手書きの図
による説明で判例の内容も分かりやすかった。
映像での授業内容がとても理解しやすい。
話が面白くて聞きやすい
難しい法律の内容も先生の雑談も交えて教えてくれるのでとても授業が分かりやすいから。
授業が面白く興味深い
7限の授業は本当に最後の最後でいつも疲れているが、先生の授業は面白おかしく始まるので疲れていたのが
吹き飛び行政といった真面目な内容なのにも関わらずいつも笑いながら授業を受けられ、常にリラックスし
た状態で授業が受けられるのでとても好きです。

　



先生の顔も出しながら、黒板風に画用紙を出すなどした動画を視聴する形式の授業であったため、より対面
に近いもので、わかりやすかったから。
図説が分かりやすく聞いていてどんどん聞きたくなるような授業だったこと。
授業がとても面白いと思った。
人として面白い。楽しくさせてくれる。
授業の合間に飛び出る髙田先生の小話はとても面白く、かつ授業内容に沿った内容である為、内容理解にと
ても役立つ。
具体的な例を挙げ、説明してくださるので理解しやすかったからです。
この授業は、生徒が授業に飽きない工夫がされており、学校に通えない中でも、とても毎週楽しみにするこ
とが出来た授業でした。
遠隔授業でも授業が面白い唯一の科目だったため。
オンライン授業になってから、ほかの科目の講義には授業形式や質に不満があったが、行政法だけはダント
ツに質が良かったし知識の理解もできた。行政法は実際に対面で受けてみたいと思えました。何より毎週面
白かったです。
授業で使われているオリジナルの図がわかりやすくまとめられているので理解しやすい。
また、たまに話される先生の雑談は息抜きになる。それに先生の話し方は上手いと思ったから。
理解が難しい題材を例をあげて説明していたから。
オンライン授業でしたが質の良い楽しい授業です。
飽きさせない、分かりやすい。
授業が聞き取りやすいから
説明がわかりやすくて、生徒の意見に耳を傾けてくれている。授業のペースも丁度良い。
授業がわかりやすいから
・講義動画と配布教材がわかりやすい
・講義を自分のペースで進めることができた
・ちょうど良い量の課題を出してくれた
・課題提出に1週間の猶予があって助かった
・課題の受験が何度でもできることで満点になるまで頑張れた
・満点とると嬉しい
最初は抵抗があった数学的な問題も毎週こなしていく課題と先生の授業動画を見て、興味を持てるように
なった。
わかりやすい

　

政治史 村井　良太

経済政策 山邑　紘史

消費者法 永下　泰之



授業が簡潔でわかりやすかった上に、オンデマンド型でしっかり90分授業してくれてとてもよかった。
授業動画の公開と共に送られてくるメールもおもしろかったし、毎週の密かな楽しみでした。
オンライン授業だけど、オンデマンド形式で丁寧に授業してくれるので本当にわかりやすいです。
生徒達の声をしっかりきいて改善してくれているから。

刑事政策 覚正　豊和 淡々と説明するのではなく、アニメや漫画などを例に使って説明されたり、1分間の休憩を挟んだりすること
により授業に対して取り組みやすくなる。
また喋り方がうまく非常に聞きやすく耳に入ってくるため、話を聞いていても疲れないのも投票した理由で
あります。
コメントペーパーによる質問に授業内に回答してくださったり、別に回答をくださったりすぐ解決できるの
で疑問点が少なかった印象です。また、タイムリーな話題も取り上げてくださり情勢が的確に理解できるも
のでした。
現代の政治の事柄に触れながら教えてくださるのでわかりやすい。
動画を分けてくれて長い動画でもどこまで見たかわかりやすい。
社会に出てから受けられる行政のサービスについての授業。知っていた方が得だと感じる内容だった。
動画が分かりやすく、毎回フィードバックもあるので授業内容が定着する。
パワーポイントで説明した動画を毎講義で掲載していおり、また講義の初めに前回の講義のフィードバック
をしてくださるので、講義と講義の結びつきがわかりやすくなっているから。また小テストやアンケートを
講義都度に行い、理解確認をしてくださるから。
毎週アンケートをとっており、次の授業でフィードバックがあるので、オンラインでもコミュニケーション
が取れており、いい授業でした。
授業内容も現代の社会の問題やレポートは自分で考え問題解決をするものなのでとても充実している。
一番現実的に自分が関わる分野だったから
教科書に沿った小テストや、わかりやすい資料。
資料も面白く、授業も楽しい。
具体例などがとてもわかりやすく、オンライン授業でも声に抑揚があるので授業内容が頭に入りやすい。
オンライン上で配布された教材のわかりやすさや小テストの難易度がちょうど良い
将来の役に立つ内容だし授業も分かりやすかったから。

政治学原論、政治学原論 岸　俊光

社会保障法 橋爪　幸代

　



オンライン授業の中、動画配信にて授業を行ってくださっています。
まず、毎回アンケートの内容をフィードバックする所から始まり、他の学生や先生の意見や考えを知ること
が出来るので、1人で授業を受けているのではなく、全体で授業を受けている感覚があります。
授業動画を複数本に分けているので、メリハリをつけて視聴することができます。
レジュメの作り方が丁寧で、解説とのバランスが良いので、オンライン授業でありながら全く飽きのこない
わかりやすい授業になっています。
授業を受ける前は、例えば児童福祉や医療保障の話が具体的に想像できないのですが、授業動画を身終わっ
たあと、自然とその事柄について具体的想像がついて、自分の意見や考えが思いついたり、どう改善する必
要がある制度なのか等が湧き出てきます。
先生の話し方も落ち着いていて聞き取りやすいのと、まるで対面授業のように対話するように話してくださ
るので、極端に情報量が多いか少ないかに偏ってしまいがちなオンライン授業において、適切な情報量の受
け取りができます。
先生自身の経験による説明もあるので、親しみやすく、毎回の授業が本当に身になるので楽しいです。

法社会学 佐藤　憲一 オンライン授業ではありますが、授業内容がとても分かりやすい。話の着地地点がしっかりしていて何を伝
えたいのか画面越しでもしっかり伝わってくるので1回の授業で多くの知識を得ることができるように感じま
す。
PowerPointを使ったオンデマンド形式の授業で、レジュメと併用しているため要点をつかみやすく、具体例
や判例なども頻繁に提示されるため理解の手助けになります。
動画が分かりやすかった。
生徒の声を反映してくださるから
授業の感想や他の人の課題を全員で共有するのはとても効果的な学習法だと感じたから。
ZOOM授業などいち早く対応し、生徒らの意見も良く聞いている。
オンライン授業を駆使し、対面よりも効率のいいやり方をしている。
授業が生徒に寄り添った授業だと感じたため。
オンライン授業でありながらも楽しく学びのある授業を提供してくださるからです。
生徒に寄り添いわかりやすい授業にするための配慮、飽きさせないような授業であるため

　

仏法 酒巻　修也

担保物権法 神田　英明



まず、ZOOMによるオンライン授業で先生の口から直接説明が聞けたことはありがたかったです。カメラや
音声の強要もなく、落ち着いて臨めました。発言は特別しないけれど、自分で考えることを重視していらっ
しゃるので、カメラと音声はオフですがただ聞くだけと言うことにはなりません。
法律特有の堅苦しい言い回しをあまりせず、具体的かつ法律を学んでいない小学生や中学生にも理解できる
ような例を用いて説明してくださいます。毎回、受講生の感想(授業に関係ないことでも良い)と次回の課題
についての考察をそれぞれまとめて、授業の頭で一通り触れてくださるので、このオンライン授業において
も孤独を感じず、授業に入りやすい空気になります。
生徒に寄り添った形で、難しい法律をかみ砕き、わかりやすく楽しく授業をしてくださっている神田先生
を、ベスト・ティーチング賞に推薦させていただきたいと思いました。
オンラインでも可能な限りの内容を詰めていると感じた。
取り上げた内容について具体的に説明してくれるので理解しやすい。
法律科目は特に民法は法学部でも嫌になる人が多い中、神田先生は面白い具体例や、漢字を分解して意味を
考えてみたり、とっつきやすい授業を展開してくれる。オンライン授業だからこそ、人と話す機会がない
中、zoomでグループワークをしたり、投票機能を使ってみたりと工夫してzoomでやれることをたくさん
やってくれる。また、人と話す機会が少ないので、毎回アンケートで自分の気持ちとかをかけて、それに対
して少しアドバイスをくれる。最高の先生です。
zoomを用いたリアルタイムの授業をしてくださり、スピードも普段対面で受ける授業と変わらず、その授業
内で基本理解する事ができるため。
オンライン授業を楽しいと思わせてくれたから
毎回生徒たちの質問や感想を全てパワポのようなものに出してくれて、授業が飽きない
話の内容がわかりやすく、面白い
zoomを活用して、教授から生徒への一方的な授業ではなくて生徒もアクションをおこせる一体感のある授業
だと感じたからです。
学生の意見や要望を積極的に取り入れて下さる授業。
コロナでオンライン授業になってしまったが対面でやっているかのような活動的な授業内容です。
全生徒の授業の感想などを毎回先生が読み上げて復習などを行っているのがとても新鮮で授業に集中でき
る。他の生徒がどのようなことを考えていりか分かるため理解も深まる。また、先生の教え方も具体例を持
ち出し説明してくれるため理解しにくい法律のことでもわかりやすく聞ける。
zoom最大限活用した授業を展開していた。
オンライン下でもZoomを活用したリアルタイム授業で、対面授業と遜色ない満足感を得られたため
私たちを釘付けにする授業であり聞いていてとても楽しい。勉強しようとやる気が出る。

　



履修者が200人近いのに関わらずzoomによる双方向授業を実施
リアクションペーパーに書かれた感想を講義毎にPDFにまとめ次回授業で共有
毎回授業後に感想を聞き、それを受けて次回の授業をしてくださることです。
法学部の授業は難しいワードが多いが神田先生はわかりやすい言葉で、身近なものに例えて話してくださる
ので理解しやすい。
音声だけの授業だったが毎回のテストで理解度が上がった
確認のために見返すレジュメの見やすさなどオンラインではなく対面での授業でないことが残念に思えるほ
どいい授業だった
プリントを印刷して、そのプリントを先生のアナウンス、簡潔にまとめたプリントに沿ってラインを引いて
いき、
最後に小テストがあります。
小テストは必ずプリントをよく読めば解ける問題です。
丁寧な説明で分かりやすく、なおかつ長く感じません。
あ、自分今学んでるんだな。という感覚に毎回なります。
オンライン授業ということで、ただ面白いとかわかりやすいだけでは、授業を受ける気がなくなってしまう
中、教材を掲示する際毎週先生による小言のようなものがあったので月曜5限が楽しみになっていた。他の授
業ではやらなきゃという義務のようなものを感じるが、この授業では積極的に受ける気になっていて、オン
ライン授業の中で一番楽しかった。先生は、受講者に少しでも積極的に授業を受けてもらうべく考えたのか
なと思うとこの教育のやり方は、とても効果的だなと思った。
レジュメの配布の際のコメントがコロナ禍で疲弊していた心に染みました。

政治学原論 米山　忠寛 政治学について全く知らなかったが、時事問題なども取り上げ政治について詳しく知ることができ、以前よ
り興味をもって授業を聞くことができた。日本だけでなく、他国と比較して話すなどとても分かりやすかっ
た。

実務演習Ⅲ 木村　美隆 刑法について詳しく学べる点や、色々な判例から学べるので勉強になります。

時事問題研究 浦田　早苗 課題で日本の問題を提示し生徒に意見を求める授業で、その問題について詳しくなれるから。また知識が増
えるから

行政法総論 塩入　みほも 講義に対しての熱意が一番感じられたので投票しました。
教科書を予習に利用し、分かりやすい解説と理解度を確認できる小テストやドリルが勉強する上でとても役
に立ったから。
わかりやすい

法学部　政治学科

国際関係入門 三船　恵美

　

社会政策 幡野　利通

日本法制史 末澤　国彦



動画が分かりやすいうえ教科書を効果的に使用していた点。また授業の終わりに復習の問題があるところが
効果的であると感じた。
毎回、授業の最初には前回の復習、最後にはその回の復習が小テストやドリルに設けられていて授業全体の
繋がりを意識しながら勉強できたから。
毎週c-learningでドリルと復習テストをやってくださってその場である程度授業の復習ができるから
今の世界の状況やいろいろなことがわかる授業
今年度からのオンライン授業という、先生も生徒も不慣れな点がある中で、フレキシブルな対応を取り講義
を進めてくださる点がとても良いと思います。
講義の回を追うごとに、内容がスマートになっているという感覚があります。
レジュメとスライドの両方でわかりやすく、その中で自分で教科書を読み問題を解く場面があり、考えを定
着させることができた。
復讐のテストが毎回あり、前回学んだことや多くの人が間違える難しい問題を毎回復習できるのが良いと感
じた
毎回丁寧に授業してくれる。とても分かりやすい
最近の政治傾向や、国際問題を取り上げて教えてくださるので、とても興味深く、分かりやすかったからで
す。
毎回の小テストの際、前回の復習問題も併せて出題している点
質疑応答に対する丁寧な回答、時事問題についての積極的な解説など、自律的な学修に加え、それを応用す
ることに興味を持つことが出来ると感じたため

東アジア政治論 三船　恵美 しっかり授業を受けて、問題を解く。そしてしっかりレポートを出させる。出席制度がしっかりあることに
よってやるぞという風になり、しっかり精を出し、授業に臨むことができた。
話し方がわかりやすかった
パワーポイントがわかりやすい
具体的事例や先生自身の体験談を用いて説明しており、非常にわかりやすかった。
抽象と具体のメリハリがある説明で、とても分かりやすかったから。またスライドに音声が付いていたた
め、対面で授業を受講している感覚を味わえたから。
シンプルに授業の解説が分かりやすかったです。授業の終わりに自分で考える問題があり、そこで理解が深
められました。
はじめはあまり興味のなかったトピックまで、授業が進むにつれて面白く感じ、興味がわいていきました。
授業資料がパワーポイントで、1枚1枚が丁度良い分量であったため、とても頭に入りやすかった。
パワーポイントを通じて授業を受ける形ですが、内容はとても充実し、説明ための音声も詳しいです、とて
もいいと思います

　

国際関係論 三船　恵美

現代政治理論応用 山崎　望

現代政治理論入門 山崎　望



現代を生きる私達に取って非常に重要な問題点を、自らの視点で考えることが出来たから。また、授業が、
個人的な意見ではありが、非常に理解しやすく、最も積極的に取組もうと感じた。教科であったから。その
中で面白さを感じた為。
現代政治の基礎の単語を学べて、レポートで各々理解を深められる。

演習Ⅰ 清滝　仁志 トーナメント形式のプレゼン、グループディスカッション
動画で説明をした後、その説明を自分なりにまとめる設問とそれに関連して現代に当てはめて考える設問が
あるため、内容の理解に役立った。
オンデマンドではなく、毎回授業時間内にライブで授業を行なってくれるからです。そして授業では、前回
の課題について他の人の意見の紹介をしてくださり、その場で前回の課題の復習ができます。また時事問題
も扱ってくれるため、日本の動きや世界の動きについても学ぶことができるからです。

演習Ⅰ 早川　純貴 レポート・発表などの的確なアドバイスをいただける。

外交史 村井　良太 指定される教科書の書評についてレポート課題を課されるため、その課題が授業の予習にも結びつくという
所がよい。また、授業中に先生が、時事問題と外交史を絡めた話をして下さるのも有益である。
授業内容がまとまっていてスライドの数も裏表印刷でプリント一枚に済むようになっており理解しやすい。
大体の授業で時間内に終わるような課題で復習または予習をしている。
教材の分量も適切で学習に意欲を持って取り組むことができたから。
授業量、課題の難易度と授業の難易度がちょうどよく、あとから見直せるPP教材に、オンラインでの音声あ
り授業は、とても熱意が伝わってきたため。
入門ということもあり言葉の解説がとても丁寧に感じたから。また、資料がとても分かりやすく映像の方も
短い時間の中でまとめられてて集中しやすかった。そのほかにも参考になる資料や映像を載せてくれること
も多く、参考になった。
当たり前のことをそのまま鵜呑みにするのではなく、一度疑ってみることの大切さに気付かされたため。
一度疑問を持って調べることでより関心が深まり、知識も増える。
日本の政治についての思い込みを直してくださったから
集中力が続くようにLive映像の時間をちょうど良くしてくれているから疲れないし、資料も見やすいから勉
強しやすい。時間を置かずに課題提出があるから考えやすい。
講義、プリントが簡潔で分かりやすい。
かつて行政や政治の世界で活躍していた方で、その立場から政治システムをわかりやすく説明されていると
ころが本当に良いと感じた。来年度の担当授業も受けてみたいと感じた。

ヨーロッパ政治論 中野　裕二 講義体系において、ライブストリーミング等を使用しない資料による講義だが他の映像を用いた講義より簡
潔であり、一回の講義における到達目標が明確である事や課題掲示においても隔週で実施されている事は知
識の定着等に効果があり有意義な講義であると感じたため。

日本政治入門 大山　礼子

　

政治思想史 清滝　仁志

政治制度論 大山　礼子



現代政治分析入門１ 中野　裕二 コロナ禍において遠隔授業となり、レジュメのみ、レジュメと音声、オンライン授業を受けた中でこの授業
はレジュメのみの授業であったにもかかわらず通年で1番わかりやすかった。

政治社会学 中野　裕二 オンライン授業になってからは、レポート等課題が増えて授業時間内に完結しないスタイルの授業が増えて
プライベートの時間が制限されているが、この先生の授業スタイルはとても親切で細かく設計されているた
めに受けやすい。おまけにリアルタイムでの授業での解説がない分、授業のレジュメも詳細に記載されてお
り、基本的には一回読めば理解できることがとても助かる。
授業内容が簡潔で分かりやすい、公務員試験の問題演習が個人的に良かった。
一番の決め手は授業スタイルです。
このような世の中なので、私たちは毎日パソコンの画面と向き合い、課題に追われる毎日です。田丸先生
は、そんなオンライン授業での私たちの負担を懸念してくださり、毎回の授業の課題も軽く、説明も簡潔明
瞭で、堅苦しくなくとてもリラックスして受けられる授業を用意してくださる先生です。
授業内容ですが、教科書を用いることもありますが、最近では実際に公務員の方の生の声を聴くことのでき
るような資料を用意してくださったり、堅苦将来的に役に立つであろう情報を共有してくださることもあり
ます。他にも公務員試験の過去問を用意してくださったり実践的な授業もしてくださいます。このように負
担のない軽い授業ではあるものの、授業内容も充実しているというところも、投票の決め手です。
やらされる勉強ではなく、自分からやろうと思えるような取り組みをしてくれた。(ニュース検定に取り組め
ば加点されるなど)
また、教科書で学んだ内容と、今現在起こっている政治や行政に関する諸問題を結びつけて解説してくれる
ので、イメージがしやすかった。
授業内でやることが明確なうえ、期限においても他の講義の課題と並行して進めても十分に間に合う期限だ
からです。
範囲を指定したうえで生徒の自主性を重んじている点。
課題の提出期限は設けているものの翌日や翌々日と近場ではなく、「できる範囲でいいから」と生徒主体で
課題を出し出席を取って頂きました。生徒自身も課題に追われ固くなる事はなく、他の課題を大量に出す授
業より自分から学習しようとする意欲が増したと思います。オンラインで課題があまりにも多すぎる為、課
題をやる為に大学に入ったのかと錯覚しましたが、自らが興味を持ったことを学びに来たのだと改めて確認
できるような唯一の授業でした。
授業の進め具合がよかった
私たち学生の進路についても真摯に向き合っていただける。また、学業以外の知識も学べる。
受講生の質問に対し、丁寧に回答をしている。またレポートのフィードバックがあるため、次回への改善点
を見出すことができる。

行政学 田丸　大



授業内容を理解できるようにテキストの指定された箇所等に関する丁寧でわかりやすい解説がなされている
点がありがたいです。また、ゲスト講師の方の講義録や教授自身の経歴に関する貴重なお話を共有してくだ
さった週がありましたが、読み進めやすい資料で、将来を考えるためのヒントを提示するという点で非常に
効果的だと思いました。
行政のことについて分かりやすく教えてくださるからです。
生徒のことを考えた授業形式と課題の量が素晴らしく、生徒目線の素晴らしい教授だと思います。
課題の量もちょうど良く、またわかりやすい解説してをしてくださる
オンライン学習の中、無理のない課題設定や社会の先輩のお話を聞いた内容の授業など、自分にとって有益
な情報・経験を授業で得られたと思うからです。
分かりやすい上に楽しい授業を考えてくれ、ためになる課題を出してくれるから

実務者講座 田丸　大 色々な職業の説明をしてくれて就職活動に凄く役立つ授業だと思ったからです。

ジャーナリズム論 逢坂　巌 毎回出席を兼ねた小テストを行うのですが、授業をしっかり受けていれば点を取ることが出来るので、きち
んと評価されている気がします。また非常にわかりやすい説明のため、授業を受けるのが苦ではないです。

マス・コミュニケーション
論

逢坂　巌 それぞれの首相のメディアへの対策、政治がテレビへの関心に向かった背景などを学べるのがとても面白い
ため
日本の政治の現状だったり、これからの日本をよくしていくためにどうしたらいいかなど、生徒と教員で一
緒に考えていくといった授業スタイルで、自分の思っていることを他の生徒の意見を聞いて新たに発見が生
まれ、そこに教員の知識を加えてもらえるので、とてもいい授業だと思うから。
ZOOMを使った授業の中で一番生徒の自主的な発言が多いと感じた。
この授業はgooglemeetの機能であるチャット、c-learningの機能であるアンケートをうまく活用しているた
めこの授業に投票しました。
生徒が学びたいと意欲を持っている内容の授業を行い、その授業の中でも議論などがあり、より深い学習が
できていると感じるから。
全員参加型
将来的に為になった。

外書講読Ⅰ（英書）、外書
講読Ⅱ（英書）

三竹　直哉 zoomを使った少人数の授業で、ブレークアウトルーム機能などを効果的に用いている。なによりそうした機
能を用いて学生同士を交流させて打ち解けさせるのがうまく、直接会ったことがない学生とも仲が良い。
 英語に関しても様々な文献を用いて学習でき、時事的な内容も豊富で学習意欲を高く持てる。
オンライン授業の中で、zoomを用いてアイスブレイクセッションをいち早く導入し、かつ、実践的な授業
だったので、退屈しなかったから。

　

行政学・公共政策入門、行
政学

田丸　大

政治コミュニケーション論
入門

逢坂　巌

国際社会入門 三竹　直哉



前期は家庭の事情で、zoomで授業を受けられる時間が限られており、火曜日の朝にzoomでグループワーク
をすることが難しい状況だったのですが、そのような状況にあった私でもアクティブラーニングに参加でき
る授業スタイルをとってくれたからです。具体的には、任意の課題などで、提出したものに生徒同士でコメ
ントし合えることなどです。zoomに参加することができなくても、他の学生と意見を共有できたことが勉強
になり、楽しかったです。
ただシラバスに沿った内容を教えるのではなく時事問題などを取り入れて授業を工夫していた。また、任意
のグループセッションなどを取り入れて能動的に授業に参加できる様な環境を作っていた。
生徒同士が教え合う授業を行う、アクティブラーニングなため。
zoomを毎回使用し、ライブ授業を行ってくださった。更にその中で、グループワークを行ったり、オンライ
ンオフィスアワーを設定してくださっていたことから、受講しているクラスの中で一番先生との距離が近く
感じられたため。
政治学科に入り、発展的な内容を学んで行くには必要な知識をわかりやすく、教えてくださいました。ま
た、講義に関わりのある動画、資料など具体的に教えてくださるので理解が深まりました。
Google Meetを使った授業で、先生が説明を行ないながら進めていくのでとても良いと感じます。
また、定期的に質疑応答の時間があるので分からない部分をしっかりと理解することが出来る。
政治の内容を、いろんな面から触れるので雨になるなと思う
たびたび、授業の進め方についてのアンケートをとり、その結果を授業に反映してくださりました。また、
今まで授業で学んだ範囲でわからなかった箇所の質問を受けつけ、丁寧に解説してくださりました。
生徒のことを第一に考えられている先生という印象です。

政策決定論 真下　英二 ハキハキして聞きやすくポイントが分かりやすい音声配信、見やすいレジュメ、要点がチェックできる確認
テスト、このすべてがためになっています。去年から真下先生の講義を受けていますが毎回丁寧でとても楽
しく受けることができています。
アメリカの情勢などを丁寧に音声動画で説明して下さったので、オンライン授業でもついていきやすかった
です。
小テストの実施が学習効果を高めている。
小テストの内容が講義全体の中から、かつ問題がレジュメを参照するだけでは解けないため自身のメモがか
なり重要となる点。
集中して聞いていないと解けない。
今年度はオンライン授業という特殊な環境の中で、この講義はZOOMによるリアルタイム形式で行われてお
り疑問に思った事をすぐに聞く事が出来る上にリアクションペーパーの形式でC-Learningのアンケートに疑
問点や感想を提出すると翌週の講義でフィードバックされるので問題共有と解決がシームレスにされて壁を
感じさせない講義だと感じたから。
今まで大学の授業は退屈だと思っていたが、この授業を受けて考え方が変わった。

政治学基礎、政治学概論 崔　佳榮

グローバルガバナンス論 西住　祐亮

公共政策論 前田　貴洋

　

比較政治学 三竹　直哉



コロナ禍において、臨機応変に対応しながら、初回からしっかりと受講することができた。
理解するのが難しそうな内容でも、わかりやすい具体例と面白い話で、説明してくれ、しっかりと理解する
ことができた。レジュメもわかりやすく、穴埋め形式になっているところは、赤ペンで書けば、赤シートな
どでかくして、何度も復習することができるので、とてもよかった。教科書も、公務員試験時に有効活用で
きる。コロナウィルスがなければ、対面授業を受けてみたかった。
分かりやすい
動画での授業だったが、説明が分かりやすくて、勉強しやすかった。
分かりやすい

テキストの説明がわかりやすい。資料が充実している。定期的に過去の授業内容を復習できる機会もある。
powerpointでわかりやすく、まとめてある上に演習プリントまで用意されていて、それらを理解すれば、課
題もわかりやすいです。また、これからの教材は復習の際にも役立つため、先生のやる気の高さが生徒のや
る気を引き出していると思いました。
生徒の要望に応じた柔軟かつ、わかりやすい授業
提出した課題が間違っていたらメールを送って指摘してくれたり、分からないところをメールで質問したら
快く答えてくれたりと、対面ではなかなか質問しづらいのでとても良かったです。オンライン授業だからこ
そできる授業を行ってくださったのだなと感じました。
課題のポイントをいつも丁寧に説明してくれるのでわかりやすい。毎回授業前日の決まった時間に教材を配
信してれるので早めに学び終えることができて助かる。
連絡相談で、問題が完璧に理解できるまで何度もやり取りをしてくれた。親身な人だと思った。
個人的に送った質問に対して細かく指導していただける

演習Ⅲ 河合　由佳理 ズームでの意見交換、主体的に行動することを求められるような授業だった為、自分自身楽しめました。
難しい内容だが、先生がかなり砕いて説明してくれるので理解ができる。
また、教科書を読みながらの穴埋め問題や動画解説に加え、毎週の練習問題と課題問題により実際にやるこ
とで理解度がより上がるし、イエスタディをとても活用されていてやりやすい。
先生が丁寧に説明してくれる

簿記学Ａ 河合　由佳理 先生の解説動画を見ながら問題を解く形式だったため、自分のペースで、理解するまで取り組むことができ
ました。先生の解説動画や資料も非常にわかりやすく、理解しやすかったです。
音声での説明資料、聞くだけではなく自分で解かなければいけない課題、復習が必要な小テストなど、学生
が受け身だけの授業にならないような工夫が多く見られたと思いました。一番身についたものが多いと感じ
ました。

　

簿記学Ｂ 河合　由佳理

地方自治法 板垣　勝彦

経営部　経営学科
管理会計論 猿山　義広

国際会計論 河合　由佳理



苦手な科目だがわかりやすく理解のある教え方だった。
毎授業で行われる小テストで理解を深めることができ、動画での分かりやすい説明と解説をしてくれます。
おかげで授業内容についていくことができています。

会計学Ａ 岸田　隆行 会計学の知識を丁寧に説明しているので、留学生にとっても、分かりやすいと思う。
オンラインにもかかわらず他の授業に比べて質が高いと感じたから
会計に関する知識詳しく説明して、会計に関すること大変勉強した

原価計算論 岸田　隆行 他のどの科目より、簡潔にわかりやすく説明していたから。
提出課題の内容が時間をかければその分良い評価がされる所。
財務諸表分析を習えたことで、就活する上で企業を比較できるようになった。
将来に役立つ専門知識が得られる。そして授業も分かりやすいため。
専門的な用語をたくさん使う課題が出てよく調べないとできないため
講義動画を配信するという形式の授業であり、授業の内容がとてもわかりやすかったため。また、授業で理
解できなかった箇所の質疑応答をYeStudyのフォーラムやGoogle Meetを使用して行っていた点が生徒のこと
をよく考えてくれていると思ったから。加えて、テストの実施方法もしっかりと考えられており、やりやす
かったから。
音声ありのスライドを見ながら穴埋め式で授業を受ける形式だったので、眠くなりにくく集中して授業を受
けることが出来た。また定期テストではしっかり覚えないとできないテストだったので、テスト前に理解を
深めることが出来た。
とても分かりやすい説明で学んでいてとても楽しかったです。また、課題のフィードバックがあり、とても
やりがいを感じました。

経営労務論 鹿嶋　秀晃 就職するに当たってとてもためになると感じたから。
将来管理職を目指す自分はとても勉強になったから。
オンラインという非対面式の授業において、アイスブレイクや意見討論など、学生同士の交流を目的とした
時間を積極的に設けていただき、どうしても退屈になりがちなオンライン授業を飽きずに受講することがで
きたから。
ズームによる授業で、先生の、説明が良い。
大人数の授業の中で少人数の声にも気をかけていてとても充実した授業がしてくださっているため
色々な企業を取り上げることで用語などの具体的な意味を理解できたり、検定の出やすい用語などの傾向な
どを教えてくれるのでとても効率的でわかりやすいからです。
昔の経営学について詳しく触れることができたため。
授業がわかりやすく、とても面白かったから。

　

会計学Ｂ 岸田　隆行

財務会計論 桑原　正行

経営学基礎 村山　元理

企業論 鹿嶋　秀晃

企業と社会 村山　元理

企業論 村山　元理



毎週しっかりと確認問題ができる
とても分かりやすく、様々な事を教えてくれるから

経営学基礎 中村　公一 経済学に興味を持たせてくれる様な講義をしてくれました

演習Ⅱ 中村　公一 OBの方々を招いてのプレゼンがあり、いい経験となったのと共に、成長につながったから。

演習Ⅲ 中村　公一 学生に優しい。
非常にわかりやすい授業だったからです。さまざまな例を上げて説明してくださるため非常に理解しやす
く、一度も退屈な授業だと感じませんでした。また生徒の質問にもよく答えてくださったり、コロナで不安
になっている生徒の立場を考えてくださったりと生徒に寄り添ってくれていたように感じたからです。
ただ授業の内容に沿った課題を出すのではなく多方面から物事をとらえたときに完成する課題の出し方をし
てくれたので、この授業は前期だけだったがとてもためになったと思う。
また、例の出し方もとても分かりやすく毎回の授業に楽しく望むことができた。

中村教授の考え方のおかげで、オンライン授業であることにもネガティブにならず授業に取り組めました。
ありがとうございました。2年次、ぜひまた教わりたいです。
コロナウイルスの影響によるオンライン授業の対応力も高く、生徒の興味を引きつつ、しっかりとした学習
内容を教えてくださったから。
講義内容が面白く、生徒に対しての対応が最もしっかりしていたから。
様々な資料を扱っていいたため分かりやすかった
授業がオンラインになり、たくさん不安を持っていましたが、中村先生は生徒のことをすごく考えて授業を
してくださったと感じました。オンデマンド型でしたが、図や表、様々な例が授業の中であり、とても分か
りやすく興味を持つことが多かったです。オンラインでも楽しく授業を受けられました。
漫画など身近なものを例としていたりしてわかりやすくかつ楽しく学ぶことができた。
オンデマンド型で時間の調整ができる。具体例が多くてわかりやすい。授業内容以外の質問にも答えていて
丁寧だった。
経営学とはどのような学問なのかを知ることができたのが一番効果的だと思った理由です。ですがそれだけ
ではなく、経営学基礎を担当してくださった中村公一先生の教え方がとても分かりやすかったというのもあ
ります。要点をまとめて話してくだ去ったり、事前に資料などを配布してくださったりしたことで、毎回の
講義がとても理解しやすく、自分のためになったと感じました。

経営学史 中川　淳平

経営学基礎 中村　公一



1.講義がなくなった後期にも有用な情報を提供してくれていた点。
2.自分の理解力が低いのか動画では理解できない先生やzoom等での講義でも理解できない先生がおり、質問
をしたり、
  自分で調べたりしないと理解が追いつかない先生がいる中で、動画を見るという行為だけで理解が出来る先
生であるため
わかりやすく楽しかった
授業形態はオンデマンドで動画を使って授業するというものだったのですが、動画が非常に分かりやすく図
や具体例が多かったのが授業を受けていて楽しかったからです。先生の話も面白く、経営学基礎の授業であ
るのにゼミの説明動画を上げてくれたりと学ぶことも多かったです。
具体的な企業をもとに経営を勉強でき、印象に残りやすかった。生徒が関心を持っているであろう漫画や
ゲームを例にとるなどして関心を持ってもらう工夫をしていた。ただ勉強している感じがせず授業に集中し
て取り組むことができた。
授業の話し方や進行スピード、内容説明全てにおいて学生をしっかりと考えたものであり、経営学の基礎を
しっかりと学ぶことができた。
具体的かつわかりやすい授業を行っていたため。
理解しやすい解説、見やすいレジュメであった
身近い事例や漫画などから経営学基礎的な知識をわかりやすく解説してくださいました。さらに、授業を楽
しむと同時に専門性のある知識を身につけるのが効果的な教育方法だと思っています。
オンラインという不安があった私たちに寄り添った分かりやすい授業展開と授業の内容を生かしたやってい
て意義を感じる課題の内容で素晴らしい授業であると思ったから。特に難しい言葉は並べず、身近で親近感
のある話題や物事を例として挙げて説明してくださり、何度でも復習ができる音声付きのパワーポイント動
画配信、見やすいレジュメがとてもよく、私に合っていたから。前期は勿論、後期で授業が終わっていても
質問や不安に親切に答えて下さり、授業以外でも丁寧に様々なことを教えて下さるから。
教え方が工夫されていた
他の先生方がオンラインの授業に慣れていない中(もちろん私達もですが)かなり手厚く授業を行っていただ
いたため。
具体例が身近なものであったり、パワーポイントを使ったりと内容も分かりやすく、なおかつ簡潔にまと
まっており、授業も受けやすかったです。
難しいと感じたり、初めて知る用語も普段の生活など分かりやすい具体例に置き換えて説明してくださった
ので、とても分かりやすかったです。また、授業毎にリアクションペーパーがあるので、自身の理解度も測
ることができたのでよかったです。
経営学は今まで学んだことのない学問で不安でしたが、経営学初心者にもわかるような例や課題を出してい
ただいたこと。

　



リモート授業でしたが授業の内容も理解しやすく、集中しやすく、雑談なども興味を持てる内容で授業がと
ても楽しかったです。また、課題提出も毎回同じやり方で、テキスト入力なため、パソコンの操作が苦手な
私でもとても提出しやすく良かったです。
駒澤大学に入学し経営学というのを初めて学ぶことになったが、この授業では具体的な例をたくさん用いて
いたので、授業内容、難しい用語などをスムーズに理解することが出来た。
学生の家庭での学習環境に配慮した授業だったため。教授の顔が見たいとの要望があれば顔出しで説明する
動画も公開してくれた。無理にリアルタイム配信にせず、見やすい資料とわかりやすい解説が揃うとても良
い授業だった。
コロナ禍で自分自身もなかなか授業になれずいたが程よい量の授業で受けやすくかつ具体例などをうまく出
してとても分かりやすく意欲が高まる授業でした。
講義スライドが見やすく、端的に説明され、生徒の身近なものを具体例に挙げ、また、参考資料(動画)を多
数載せてくれるので理解が深まる。以上の点が投票理由である。
授業資料とスライド用資料で分けてくれたことが1つと、オンラインという初の試みの中で、一番適切に対応
できてたと思うから。
第一に、授業のレジュメが説明と図・グラフの二部に分かれており、同時に見ながら講義音声を聞くことで
非常にわかりやすく面白かった。
第二に、授業のこと以外にも様々なお話をして下さり、先生の熱意が伝わってきた。
第三に、生徒の成長に繋がるレポート課題を出して下さり、やる気が湧いた。また、頑張ったレポートはき
ちんと評価して下さり嬉しかった。
とても分りやすいため、講義を受講することが楽しかったから。
授業のスライド、話し方が工夫されており、難しい言葉をそこまで使わず生徒目線の授業だったので毎回の
授業が楽しみだった。
授業の感想だけでなく、授業でならったことの復習や生徒のためになる頭を使う課題で難しかったが、スキ
ルアップになったので中村先生の経営学基礎を受けられてよかった。
説明など、自分たちにわかりやすく伝えるために工夫がされていることがあり、どの授業よりも、わかりや
すく、受けたいと思う授業であった。
経営戦略論の視点から、駒大生の就活においての優位性や業界についての話を知れたから。
今年はオンラインという新たな形態でしたが、複雑な内容の講義も学生が興味を持てそうな話題を通して教
えてくださるので、とっつきやすい内容になっていると感じ、毎回の授業が楽しいものとなっています。
パワポを始めとする資料が丁寧に作られているように思う。例として挙げているのが企業だけではなく、ワ
ンピースといったアニメのキャラクターを用いているため理解しやすかった。
今話題になっているものや多くの人が知っていることを実例などに使用していてとても分かりやすく、話も
面白いから。

　

経営戦略論 中村　公一



具体例がおもしろい。
実際にある企業を用いて授業が行われるので、親近感が湧き、イメージもしやすい
アニメなどの興味を引く内容や、わかりやすい具体例で、授業を進めてくれてわかりやすい。
レポートなども生徒と歩み寄った出し方をしてくれて、一つ一つのレポートの内容を充実させることができ
る。
日本の企業などを具体的に例にして説明してくれること。
受業で多くの事例を取り上げたり、漫画やゲーム、アニメなどの学生に親しい趣向を活用してできるだけわ
かりやすい授業を心がけているところはとても学習効果が高いと感じました。
企業の実例を用いて一つ一つ丁寧に説明していただけたため、大変分かりやすく聞いていて楽しい授業でし
た。スライドも文章だけでなく、写真や図が入っており、とても見やすかったです。また、課題も生徒に無
理がないようなペースで出していただけたので、授業が苦になることがありませんでした。
最近の事例を取り上げることが多いため内容が入りやすく、解説が他の教員の方と比べてわかりやすいとこ
ろです。
若い年代にもわかりやすいように比較的最近話題になったものなどをとりあげて説明してくれる。
先生の知識が凄く、マンガやアニメのキャラに例えるなどとても分かりやすく、面白いからです。
実例や考え方など漫画などを使って説明しておりとてもわかりやすい
授業内容はもちろんわかりやすいのですが、漫画やアニメなどで具体的な例をだしてくれるので理解しやす
い。
実際の身近にある事例を取り上げてくれるので、理解しやすい。
オンラインでも対面と変わらずに授業の質を保つよう工夫されていたから。
すごく丁寧。
テーマがわかりやすくて、内容も面白かった。レポート課題は大変だけど考える力がついたから。
授業が面白い。
学生のことを信じてくれていることを、先生が言葉や態度、スライドで伝えてくれているから。
学生にもそれが伝わって、「やろう、頑張ろう」という気持ちが湧いてくる。
授業の内容、課題の量、締め切り、どれもちょうどよく適切だと思った。毎講義楽しんで受けることが出来
る。身近なアニメなどを例に出してくれるのもいい。
オンライン授業で分かりづらい中、先生の授業は身近な具体例を入れつつ分かりやすい内容でとても興味が
持てました。
身近なものに例えて説明してくれる。
頭に残りやすいから

　



スポーツに当てはめて企業の戦略を説明したり、実際に企業が行っている戦略を取り上げたり学生が分かり
やすく学べるような工夫がすごいと思った。コロナで対面授業ができない一年だったが、例年と変わらない
質の授業を開講している点も良かった。
授業内容が分かりやすく先生の熱意が伝わってくる
レジュメやパワーポイントがとても見やすく。また講義の際実際にあった具体例を示しながらの解説のた
め、抽象的な内容でもとても理解がしやすい。先生の解説もとても分かりやすかったため、投票しました。
パワーポイント資料、授業レジュメ、授業内での説明すべてが非常にわかりやすい。
ゼミの先生であり、毎回の授業を全て工夫して私たちに提供してくれるから。
漫画などのイラストを引用して説明しているため、レジュメの内容が分かりやすいから。また実際の企業の
データなどを比較したり、その事例を取り上げで説明している点が良かった。
説明や例え方がよく理解できる。授業はレジュメ、動画、スライドを用意しているのでとても分かりやすく
頭に残りやすい。
質問回答が自分の体験をふまえて答えてもらえるので丁寧。
実際の企業や漫画を用いて説明してくれる上に聞いたことのないような企業も事例として出してくれるので
飽きさせない講義になっている。もっと話を聞きたいと思わせる授業である。
話し方が上手く、思わず聞き入ってしまう。
生徒が興味を持つような話題を題材を使って説明してくれる。
生徒から寄せられる素朴な質問に対して親身になり為になる話をたくさんしてくれる。
とても取り組むことが面白い。
漫画やアイドルなど生徒に分かりやすい例を授業に用いていたのと、授業をさらに改善していくという考え
を常に持っているので、授業に取り組みやすかった。
理解しやすいように、有名な企業の取り組みや、漫画の1シーンを例に説明するので面白く、受けていて楽し
いと思ったから。
毎週の授業資料が動画、レジュメ、スライドと丁寧に作り込まれているのがわかります。
無理にオンラインで出席を取ったりもせず、課題のペースもちょうどいいのでとても助かっています。
授業内容の他にも就職についてなどためになる知識も交えて教えてくださるのがありがたいです。
経営戦略を図解や具体例などをあげて面白く、そしてわかりやすく説明してくださっているところ。
ただかたくなに学習をするのではなく、自分たちが関心を示せるような内容に触れて授業をしていただいて
いるので、とても関心が持てましたし、分かりやすかったです。
ほかの授業とは違い、実際に取り上げられる企業が多様な視点からで、受講していていろんな企業を知るこ
とができて楽しいと感じたからです。

　



様々な事例を挙げて講義を行なってくださり、経営について非常に幅広い企業や分野についての知識を得ら
れていると感じることが出来ているため。
説明に馴染みやすい例を使って、理解するのにとても有効的であると思ったからです。レポートの題も毎回
興味を持てるもので楽しく授業を受けれていると感じています。
身近な事例が多く挙げられており、とても分かりやすく面白い。
教材の内容に限らない、人生経験等も教えてもらってよかったと思います。毎回授業終わると、リアぺを行
い、授業の内容と生活の事例を繋がり、もっと授業の内容を理解できます
自分たちの世代に合わせた例などを取り上げてくれる
講義をしていく中で自分たちの知っている漫画に例えて説明してくれるので内容を理解しやすいから。
レジュメがわかりやすい
今年は急遽オンライン授業になったにも関わらず、オンラインでも満足できるレベルの講義資料を用意して
くださっているため。
meetやzoomを使わない動画配信タイプの講義でもきちんと授業内容が身につく感覚があるのはこの講義だ
けです。
サブカル好きな自分にとってそういう話題を出してくれるこの授業が一番わかりやすい
生徒に毎回課される課題の量を配慮し、課題の期限を延ばしてくれたりなど、生徒の要望にきちんと応えて
くれる。
音声付きパワーポイントが配布され、各自好きな時間に視聴できるという授業形態がとてもよかった。
企業がどのような戦略をとっているのかについて学ぶという授業内容が自分に興味のあるもので、とても面
白い。
理解しやすい。
一つの分野で全ての語彙を網羅するのではなく、重要な語彙に絞りレジュメを作成されているので、毎回の
授業で自分が理解しないといけない部分が明確にわかりとてもよかったです。
他にも事業中での引用物に親しみを持てて飽きずに授業を受けれました。
シンプルであることが一番良かったです。
授業内容の説明が具体例を多く取り入れていてわかりやすく面白い。
・オンライン授業への適応度が高いこと。
・時事問題や、ドラマなどの事例を扱い、興味が湧くように工夫されていること。
生徒一人一人に、親身になって授業を行っている点。
事例を使って複雑なM&Aをわかりやすく丁寧に教えてくださるから。雑談も含めて生徒も共に楽しめる授業
となっている。また、高度な内容を毎回教えてくださるのでニュースを見ても納得するところがあり、とて
もためになる授業だなと実感する。

　

現代マネジメントⅩⅠ 中村　公一



生徒が身近に感じる例題を取り入れ、講義を進めてくださるので、身近に感じることができ、また理解しや
すい。
プリントもわかりやすく、映像を流したりなど生徒によりそって講義をしていると感じたため。
リーダ-として組織のまとめ方や人間関係の構築などビジネスだけでなく次の日から役に立つ授業でした。
学生の感想を次の授業で話してくれるため、オンライン授業でも参加している感が強く感じるため。また、
授業の進め方も、私が身近に感じられる分かりやすい例であったり、同じ事でも違う言い方で丁寧に教えて
くださるので、授業を楽しいと感じているため。
zoomでのリアルタイム授業をオンライン授業になった当初から実践し、他のどの教授よりも私たちにオンラ
インでも価値ある授業を届けようとしてくれていたので
話すのがとても上手で、組織行動論が今の自分たちにどう役立つのかが明確に理解できたから。
授業の内容に関するニュース映像などの動画を共有して参加者に課題を考えさせるなど効果的な取り組みを
していたから。
非常にこちらのモチベーションを高めてくれる授業内容である。
リアぺに書いたコメントを授業内で取り扱ってくれるのでオンラインだけど先生との距離が近いと感じる。
今まで受けてきた科目の中で圧倒的に面白く、わかりやすかった。
生徒が学びたくなるような話し方をしていて、例も分かりやすい。熱意が感じられて先生の授業が身になっ
ていると感じられるから。
生徒の意見や質問、感想を受講者全員に共有しているところ
例年とは異なる配信による授業ではあったが、学習内容が分かりやすく、生徒目線の意見や私たちに理解し
やすい表現や例えを用いてとても集中しやすい授業雰囲気であった。また、万が一定刻に受けられない場合
のためにもアフターケアがしっかりしてあるので安心して参加できた。
とてもわかりやすく、また自分に身近な内容ばかりで親しみやすい講義で聞きやすいから
学説単体で説明するだけでなく、自分たちの身の回りの事象に合わせて説明してくれていたので、わかりや
すく理解しやすかった。また、ユーモアがあり授業を受けていて楽しかった。
・ZoomとC-learningを有効活用した、オンラインでも取り組みやすい受講スタイルである
・毎回、講義冒頭で受講生からのコメントや質問をしっかりと取り上げて回答していただける
・講義内容が経営学分野にとどまらず多岐にわたっており、大変興味深い
・先生の話すスピードが比較的ゆっくりで、重要な箇所は何度も反復していただけるので、講義内容が頭に
入りやすい。
実生活で使える内容。
具体的な例を挙げてわかりやすく説明していただたいた。

マーケティング論 兼村　栄哲

組織行動論 髙木　俊雄



単純にマーケティング論について講義をするだけでなく、ほかの科目との関連付けや就職活動での具体的な
話に結び付けなど広い視野でマーケティング論を学ぶことができるから。他には、オンラインテストを行う
際に公平な成績をつけるための入念な準備がなされていた。
授業内容がとても分かりやすく、魅力的だった。
具体的な事例や豊富な補足資料を使って説明をしてくださったからです。授業内容は難しく感じますが丁寧
に説明していただけるので理解しやすいです。
先生の知識が豊富にあり、授業の説明を非常に丁寧に、かつ分かりやすく解説して下さる。また、頻繁に事
例を紹介しながら説明して下さる。授業を通じてマーケティングをより好きになることができた。
レジュメとホワイトボートを使った説明で、身近にある事例を使って説明してくれているのでとてもわかり
やすい。中間テストは3つの文章の中から誤っている文章の数を答えるという問題だったので、しっかりと勉
強している人だけが点数を取れる問題になっていて良い問題だと思った。
ノートの配布や講義動画がわかりやすく、丁寧な対応をされているから。
ノート形式にプリントした教材に大事なところを書き足していくスタイルで、授業動画も短めで集中してわ
かりやすく授業を受けれているから。
授業もコンパクトでありながら、内容が濃く。加えて、小テストが毎回答える側が主体的になれるように
なっていたから。
難しい内容でも解説がわかりやすく、レジュメもみやすい。専門的な授業内容が面白い。
授業内容に自分で考える内容が多く、大変充実していたため。
私の興味のあることについて学ぶことができているように感じるから。
説明がわかりやすい
毎回の授業で、今日のトピックという内容の説明があるところが効果的だと思う。
実在する企業などの具体例などを交えながら講義を行う為理解しやすい。
内容が分かりやすく、説明が頭に入ってきやすいため授業を受けていて面白い
ラジオ形式で授業が行えると同時に自分の好きな時間に聴くことができ、何回も聴けることで理解が深まる
から。
講義の内容、説明が分かりやすい。聞きやすい。

演習Ⅰ 日野　健太 課題の本をただ読むだけでなく、①個人で要点をまとめる②グループでディスカッション③発表・考察の一
連の流れがある。
それによって文章力、プレゼンテーション力などより深い学びにつながっていると思う。
経営についての深い知識を得ることができる。
自作にレジュメとラジオ形式の音声がわかりやすかった。

　

経営学基礎 渡辺　伊津子

経営管理論 渡辺　伊津子

生産管理論 藤原　篤志

経営組織論 日野　健太



基本的に音声ファイルと教材資料を併用するのですが、日野教授の独特のユーモアと説明のわかりやすさが
絶妙で受けていて楽しい。授業後の小テストと質問も、内容理解を深いものしてくれてありがたいです。
わかりやすい。先生の授業が学生とのキャップを感じさせない。聞きやすい。
30分程度の集中力が途切れない長さで、濃密な授業を享受していただいているから。
講義で興味を持ったところを自主学習したり、内容を自分なりにまとめてみたりするコメント欄が毎回の小
テストに設けられているので要点の整理や内容の復習が効率的にできるところと、他の学生の考えを共有し
てもらえるので新たなものの見方を知ることができる機会を設けていただけている。
単に膨大な文字数のレポートを課すということが一切なく、必要最低限のレジュメを事前にダウンロードさ
せ、日野先生本人が自ら吹き込んだ内容の密度が濃い音声ファイルを併用した授業方法が、多角的に理に
適っていると感じられた。
・一貫した音声での授業方式
・コメント(Q&A)に、返答してくれている点
ラジオ形式で聞きやすく、資料も要点がわかりやすくまとめられていた。小テストも単に穴埋めをするわけ
ではなく、講義をきちんと聞かないと解けないものになっていて、講義を楽しみながらも非常に濃く学ぶこ
とができていると感じる。
パワーポイントとそれに沿った説明が丁寧で分かりやすかった。数学には少し苦手意識があったが、先生の
授業では楽しく自分から勉強しようと思えた。
授業を面白くし、受講生を飽きさせないように工夫されている。
テスト解説でアフターケアも充実。
実践的な問題を解き、その後に解説を聞くことにより、知識が定着するのでとても良いと感じた。
時には面白い表現も交えながら丁寧に説明されていて分かりやすい。
わかりやすい
資料や小テスト、授業の実施方法がシンプル・単純明快であったため。

経済学概説Ａ 福田　慎 情報量が多く、基礎から難しい範囲を網羅していると感じたから

情報処理基礎Ａ 河内谷　幸子 わかりやすく、楽しかった。
個人的に難しく苦手なイメージのある会計学を、一講義につき一つずつ、身近な例を軸に置いた進め方で講
義をしていた。それによって、すっきりと分かりやすい講義となり、むしろ楽しく勉強できた。一層対面で
受けたかった。
授業内容がわかりやすく、また毎週ある課題も理解を深められる内容だから。
オンデマンドの授業動画で、授業時間がしっかり確保されていたのと動画内の話し方が分かりやすく感じ
た。また課題も動画の授業内容の復習がしっかりとできるようなものだった。難しすぎず、簡単すぎない課
題だった。

経済学概説Ａ 中村　一成

金融論 福田　慎

会計学Ａ 山田　康裕

　

経済学概説Ａ 山邑　紘史



MP4形式での授業、初めて触れる内容が頭に入っていきやすいようなテンポの良い、わかりやすい授業だっ
た。課題も授業に即した、復習ともいえるものを出していた。
難しい用語が出てくると、その都度説明してくださり、難しい内容でも理解しやすかったと感じたからで
す。また、自分たちで読み取った資料から、授業で習ったことを使って新しい資料をつくるような課題に
よって、理解を深めることができました。
パワーポイントだけでもほとんど理解できるように工夫されている上に、ビジオ講義でさらに分かりやすく
教えて頂いたので、内容がしっかりと理解できました。
授業が面白い
毎回の授業にむらなくスライドを作り、それに加えた説明を毎時間しっかりと行ってくれているから。
しっかりと動画を作ってわかりづらそうな部分はきちんと説明を入れて、練習問題も要所要所に入れてたか
ら。
授業動画内での解説とパワーポイントが分かりやすかったから。
やむを得ずすべての授業がオンラインで行われるようになったが、その授業の中で一番工夫を感じられる。
授業の内容、進行速度、課題の量がすべて適切であるように思う。

ダイバシティ・マネジメン
ト

松下　将章 新型コロナウイルスの影響により、対面での授業を行うことができない中、PowerPointの音声入りスライド
で講義を行うのは、他の講義に比べて受けやすかったため。また、昨今重要視されているダイバーシティに
ついて、学ぶことが多かったため。

経営財務論 森谷　智子 毎回レジュメの完成度が高く、とても見やすい。
また、ほかの教授に比べて生徒のことをよく考えていて毎回課題を出すのではなく二週間に一回で完成度の
高いレポートを提出することができます。
オンライン授業に慣れてないことなどを考慮し、普通に講義するだけではなく、雑談やレポートの書き方な
どの使える知識を織り混ぜ混ぜた講義を展開していた。
こちらの気持ちを理解してくれてると感じ、一方的な講義ではなく、親しみを持って受けることができた。
毎回の授業をきちんとパワーポイントと音声の動画で送ってくれる。先生の理解しやすい言葉と話すスピー
ド、またメールを送った際に丁寧に対応してもらえたことが嬉しかった。
授業動画の配信や、定期的に小テストが実施されることで、理解を深めることができたから。
オンラインならではの授業に対する工夫が随所にあって、生徒の置かれている状況を理解してくれていまし
た。

日本経営史 大島　久幸 授業内容が淡々と進んでいくのではなく、教授の独特の言い回しが面白かったり、生徒のことをしっかり考
えて寄り添っている感じがして、非常に授業が面白かったから。また、わかりにくい内容も図や表などでわ
かりやすく説明してくれて好感を持てたから。

情報処理基礎Ａ 地引　昌弘 生徒と信頼関係を築く良い授業だった。

　

会計学Ｂ 山田　康裕

国際経営論 深澤　琢也



情報処理基礎Ａ 松浦　隆文 オンライン授業の中で、生徒の要望に応えた分かりやすい授業を実践したため。
私はPC操作が苦手だけれど、財務関数や統計関数の使い方などを一から丁寧に説明してくださり、とてもわ
かりやすかったから。
google meetによるライブ授業、動画配信授業(ライブ授業を後程動画配信)、資料配布型の3種類による遠隔
授業で自分の好きなスタイルで学習することができるため、自分の苦手な範囲の授業はライブ・動画配信に
よって受けるなどの工夫がしやすかったから。
何度か課題に加えて選択課題(やっても、やらなくてもいい)の提出があり、応用のような問題やもう一度自
分で復習できるような問題なので、より理解を深めたり、PCスキルを身につけるために効果的だなと感じた
から。
課題授業として課題の解説動画を配信してくださり、正しい計算方法やデータの作成を再確認できるところ
が良いなと思ったから。
コロナの影響でオンラインで授業を行うにもかかわらず、授業が対面授業のように役に立っている。先生が
配布している資料の説明は一人でも進めていける構成にもなっているので、とてもいいと思う。
履修した科目で唯一zoomを使った授業だったから。
リアルタイムだと質問に対するレスポンスが早かったり、授業に対する集中力が続いたりするため、
この授業には熱心に取り組めた。
社会に出た時に活用できるwordやpowerpointやexcelの勉強ができ、応用方法などを身に着け、学びながら
も効果的な授業だと思った。
私にとって将来に役立つパソコンの授業だったから。

上級簿記 竹腰　友美 オンラインながらも、シーラーニングの共同版の機能を使って質問に応えようとしてくださったり、私たち
の集中力や理解速度を考慮した授業時間の配分などがとてもありがたかった。
一つ一つをmeetでわかりやすく丁寧に教えて下さったことと、短時間の授業だったのでより集中することが
できたこと。
授業内容を分かりやすく短くして教えている。
教え方が上手い
説明がわかりやすい。

簿記学Ｂ 竹腰　友美 図や絵を使ったり、例を挙げて話をしてくれるので内容がスッと頭の中に入りよかったです。

日本経済論 田原　啓祐 為替やインフレ・デフレなど経済についての仕組みを分かりやすく解説しており、現在の社会情勢を理解す
る上で非常に役立つため。
授業内容が興味深い点、参考資料がわかりやすい
効果的にしようしている
毎回内容の深い講義を行っていただいているから。

情報処理基礎Ａ 森　博彦

簿記学Ａ 竹腰　友美

環境経営論 白鳥　和彦

情報処理基礎Ｂ 松浦　隆文



動画が短い時間で数本に分かれているから、区切りが見やすい、途中までにもしやすい、YouTube配信なの
で早送りもできる、
資料が分かりやすく、必要に応じて画像や映像資料などが効果的です。
興味がある、身近な話題を例に出して下さり、興味もわきます。
環境問題に対して企業がどのような取り組みをしているのか、これからすべきかが学べる このような社会的
責任を満たす企業がもっと評価されるようになると思うので大事な内容の授業だと思う
先生自身も企業でそのようなことに携わったことがある方なので取り組みの実態が講義を通して身近に感じ
ることができる

民法Ⅱ（債権法）、民法
（債権）

飯塚　真
オンライン授業という難しい方式でも、とてもわかりやすく授業を行なっている

演習Ⅱ 高井　徹雄 少人数なので質問などを多くの生徒に行っていた。

経営情報システムＡ 高井　徹雄 分かりやすかった。

情報処理基礎Ｂ 若山　大樹 慣れないオンライン授業で、唯一学生の立場になって授業をすすめてくれていると思う。
僕たち1年生は特に全てが初めての中なので特に思う。
君たちのペースで良いよ、だけどここまでは理解しなさいよ的な、内容は難しいが、わかりやすく、理解す
る時間もちゃんと取ってくれていると思います。
特にゲストスピーカーの方の講義がためになったため
全てを自分で考えて、自分の知りたいことがたくさん知れたので良かったです。
ゲストスピーカーの方を招いて会社の成長や経営の実情についての話を伺うことができる点が良い。
また授業冒頭で時事的な話題の解説をしてくださることが多いので、リアルタイムの問題について理解を深
めることができる。
実際に企業の方を講義に迎えて、様々な興味深い話をしていただくという授業があり、それが私の勉学にお
いて非常に効果的であり、受けていて参考になることが多かったため。
実際に企業の方の話をオンラインで繋いで聞く事ができるので就活の年になる代の自分は凄くタメになった
教員のベンチャー企業の定義説明が上手
とても分かりやすくオンラインでも通常と同じように理解できてとても楽しい授業です
授業が楽なのと、いろんな方がしゃべりに来てくれるから飽きない
現代の起業・ベンチャー企業についての知識について、オンライン授業の利点を生かして非常にわかりやす
い解説で学ぶことが出来た上に、さらにはベンチャー企業関連において、第一線で活躍している方々による
今後の社会を生きていくための考え方などの非常に有意義な話を聞くことが出来たから。

　

経営部　市場戦略学科

ベンチャー企業論Ａ 小野瀬　拡



ベンチャー企業論Ｂ 小野瀬　拡 オンラインでもきちんと知識をつけられるような講義をしていると思ったから。
一人一人に親切な対応をしており、心の広い対応をしてくださいます。加えて授業の内容はかなり発展的で
今後の将来に役立つものです。毎回の授業が学ぶことで満ちており、受けている意味が明確に自覚できま
す。
おもしろい
社会人による講義
経営を勉強するの面白いなと再認識できた授業でした。先生がとても謙虚に、生徒と授業に誠実に向き合っ
てくださったおかげで興味関心を持って毎週取り組む事ができました。
授業内容が面白い。そして、事例の動画など毎回必ずつけてくれるから理解が深まり、わかりやすい。なに
より、学生の希望にすぐに対応してくださるところが素晴らしい。レジュメも見やすいし、穴あきのレジュ
メを希望するコメントがあったようで、すぐに学生の意見が反映され、穴あきのレジュメと通常のレジュメ
両方を用意してくださった。これからも頑張ってほしいと思う。いつもありがとうございますとお伝えした
い。
オンデマンド形式の授業でしたが、スライドがわかりやすく授業後に小テストと質問を行えるので、より理
解が深まりました。質問やアンケートのフィードバックを次回の授業の冒頭でしてくれるので、他の受講生
が講義を受けてどのように感じているのかも分かって、オンラインの弊害を極力減らしてくれます。スライ
ド内には映像も挿入されていたり、先生の授業での話し方も直接聞いているようでわかりやすかったり、一
番満足度が高いです。
シンプルにわかりやすい、聞いていて退屈しない。
オンライン授業で色々な授業の仕方をしている中、菅野先生の授業がやりやすかったからだ。資料だけしか
ない授業や、ひたすら一人で90分話し続ける授業などありますが、菅野先生の授業は動画で短くまとめてく
れてあり、課題の量も適量ですごく理解しやすいです。
動画は動画でも長くて簡潔に説明してあるものでないものが多く、理解に時間がかかります。また毎回レ
ポートなど課題の量がすごく多いものもあり、ほぼ全教科課題がでていると言うことを考えてほしいです。
非常に関心をそそられる内容であり、実例や実体験をもとにした話が出てくるので聞いていて楽しい。
授業がオンデマンド形式なので時間に融通がきいてよかった。
動画も再生速度が変更できるので時間がなくても取り組むことができた。
授業内で「TEDトーク」の鑑賞があり、授業内容の理解を促進させたと感じた。また、授業内小テストも穴
埋めから記述式まで作業的ではなく、授業内容の理解確認にちょうどよい分量であった。オンデマンド方式
を採用していたことも生徒への配慮が感じられた。

経営科学概論Ａ 西村　和夫 オンラインだがリアルタイムの授業でタイムスケジュールなども徹底して工夫されており、しっかり学ぶこ
とができる

消費者行動論 菅野　佐織

演習Ⅰ 小野瀬　拡

現代マネジメントⅠ 小野瀬　拡



経営科学概論Ｂ 西村　和夫 予習の指示が細かく適切(必要時間の掲載までしてくださる) オンライン授業の中でもっとも素晴らしい
テストが毎回授業内にあるので、講義に集中して取り組める。またそのテストの問題も難しい問題ではな
く、講義を聞いていれば絶対解けるものに設定されているので、いやになることなく積極的に参加できる。
小テストを毎回行っていること

演習Ⅱ 青木　茂樹 具体的な話が面白かった

演習Ⅲ 青木　茂樹 コロナ禍において対面形式で展開していただきたかったが、積極的にオンラインならではのプロジェクト活
動が活発に展開されたから。

現代マネジメントⅢ 青木　茂樹 実践的な内容で、2から4年生まで多くの生徒がいたため様々な意見を聞くことが出来た。

流通システム論Ａ（マク
ロ）

青木　茂樹
グループワークがよかった

資料がわかりやすい。今年度のリモート授業の中で、一番受けやすい授業であるなと思った。
ワークがあり、授業に積極的に取り組める。
話がとてもわかりやすい
スライドがシンプル
授業のテストは締め切り日もちょうどいいしシンプルな問題なので、1番内容が頭に入ってくる。
後期になってオンラインになってしまいましたが、オンラインになっても対面で受けてるような質の高い授
業だと感じます。
また教授自身の体験談など踏まえて、話して下さるのでとても楽しく、理解しやすい授業だと思います。
具体的な事例が多く。またその事例が身近なものが多いため理解しやすい。
スライドの質が高い。
出てくる事例が全て具体的でわかりやすい。
学部学科に合った授業内容で、この学部学科で良かったと思わせるような授業内容だから。
オンデマンド型でも、とても分かりやすいから。
1番丁寧に説明してた。
授業が分かりやすい。オンライン授業でも、ちゃんと授業している感があった。
先生のやる気が感じられた。オンラインだったが分かりやすく楽しい授業であった。レジュメは見やすく、
動画は聞きやすかった。ただ聞くだけや、文章を読むだけの授業ではなく、穴埋めしながら進んでいく授業
できちんと参加している感じがしてよかった。
オンデマンド授業で映像視聴を中心とした授業であったがスライドが見やすく、例を用いての説明だったの
でわかりやすかった。映像の途中で生徒自身が実際に考えるワークがあり、次回の授業で他の生徒の意見を
聞くことができて興味深かった。

情報セキュリティＡ 西村　和夫

マーケティング・コミュニ
ケーション論

中野　香織

市場戦略概説Ａ 中野　香織



企業の商品をどのようにして売り上げを上昇させるのかなど
身の回りのマーケティングと結び付けてくれるので、わかりやすく、興味がわく
授業の資料が分かりやすく音声による説明も分かりやすかったから。
生徒の授業の感想や質問などを毎授業紹介してくれたりと、オンラインでも生徒との距離が近く感じられて
好印象だったから。
与えられた問に答えるだけでなく、生徒自ら自主的に考える必要があるような課題形式であったため。
かなりわかりやすく、具体的な例が多く出てたので抽象的ではなく、物事の概要が理解できた。授業ない
ワークなども効率よくとてもよかった。マーケティングの戦略がとてもよくわかる授業でした。
わかりやすかった
分かりやすい説明に、生徒に考えさせる部分もあったりと、主体的に学べる授業であった。受けていてとて
も楽しいと感じた。
オンデマンド形式よる授業で、動画を見ながら配布資料に穴埋めをしました。また動画が前半と後半に区切
られていたり、その間にワークを挟み、最後に小テストを受けるという形式でした。ただ講義動画や資料を
眺めているだけの授業だと、集中力が続かずあまり内容を理解できないことがありました。しかし中野先生
の授業は、手を動かしたりワークに取り組んだりすることで、内容の理解が深まりました。
内容がとても分かりやすく、質問にも丁寧に答えてくれていたから。
生徒に負担がかからないよう授業を長引かずに終わらせる授業がとてもよかった。また、課題の内容で市場
を分析をし考察する課題があり、間違っていた考え方でも否定をしないため、自分の考えを書きやすくてと
てもよかった。
中野先生は、私たちが授業の内容がよく理解できるようにいつも例を挙げて説明してくださいます。オンラ
イン授業ならではのオンデマンド配信動画を見て勉強し、途中でワークシートを作成して自分で考える時間
も設けます。自分なりに考えることができ、とても良いです。次の授業ではフィードバックと他の学生さん
の回答を共有してくださいます。これで私はもっと広く考えることができました。最後に小テストを受ける
ことで理解力も深まるようにします。このようなことで中野先生を選びました。
スライドが聞きやすかったから。授業内容が面白かったから。
学生から得たここはこうしてほしいといった要望を柔軟に聞き入れ、すぐに改善しようとしていた姿に授業
への情熱を感じた。
我々生徒が内容を理解できるように、またやりやすいように授業を行おうとしてくださっているのがとても
伝わってきます。また、生徒の意見を否定しないことも、先生の人柄が伝わってきます。
授業内容が面白く、また説明もわかりやすくて、生徒の意見をしっかりと聞いてくれるから。
具体例を多く使った授業でマーケティングに興味を持つことが出来た。
授業内容が分かりやすく興味があるものだから。

　

市場戦略概説Ｂ 中野　香織



毎回、授業の中で、授業の内容に関係する質問に学生自身が考えて回答するワークがあるから。
授業を聞きながらワークシートに記入するスタイルで知識の定着が最も良いと思った。毎授業後、小テスト
を行うのも授業を確認することができて良い。
考察するワークが多く、考える力を伸ばすことができたと感じたから。
学生の質問や意見をしっかり聞き入れてくださるので授業の回数を重ねるごとに楽しかったです。
オンデマンドの授業でしたので復習がしやすかったです。当日中の課題の提出なので後回しにすることなく
しっかり受けられます。
自分で考えさせてくれる授業で動画を見ていても楽しい気持ちになる。
1つ説明に対して、具体例がありとても理解しやすかったから。その具体例も、私たちが知っている商品を取
り上げてくれてわかりやすかった。
毎回の授業で要点を分かりやすく解説していて、個人的にとても取り組みやすいから。また、前回の振り返
りを必ずしてくれる点も素晴らしいと感じた。
オンデマンド型の授業でも説明をわかりやすく、また、事例などを多く取り上げより分かりやすくしている
ところ。そして、授業内に自分で考えるワークがありそれがより理解を深めることにつながっていると思
う。
内容を理解しやすい
オンライン禍の中でも講義の意図を明確にし、有意義な時間を作り上げていたから。

経営統計Ｂ 長　國強 パワーポイントで授業内容が纏められていてわかりやすく、そのパワーポイントを利用して動画で解説して
くれているので授業内容を理解しやすい。オンデマンドなのでもう一度聞き直したいところに戻せたり、期
限が約1週間あることでしっかり理解してから提出することができるので理解度が上がる。
動画を使った具体例の提示など
動画などを交えて、楽しく授業を進めてくれているから。
資料がわかりやすい
話し方が丁寧
データをたくさん持ってきてくれて、学生にも参照しやすいようにQRコードでリンクを表示してくださるの
で、工夫されているなと思った。
とてもレジュメも見やすくスライドも見やすく、オンラインの授業だが不便に感じたことがなかった為。
オンラインでの授業でしたが、対面授業以上に分かりやすく、丁寧に授業してくださいました。
授業の合間に実際のテレビ番組を紹介してくれるので専門用語を具体的にイメージでき、オンライン授業で
もとても分かりやすく理解を深められる授業だから。

サービス経営論Ｂ 武谷　慧悟 日本から海外まで様々なテーマに関する論文を分かりやすく解説してくれるし、実際に現場で行われている
取り組みの映像も紹介してくれるため、大変勉強になるし、退屈に思う瞬間がないから。

サービス経営論Ａ 武谷　慧悟

　

経営統計Ａ 長　國強



演習Ⅲ 武谷　慧悟 1人1人へのご指導がとっても丁寧で、我々生徒のことをすごく考えてくださっています。
授業が分かりやすく、動画やスライドも生徒が見やすいように工夫してくれていたから。
パワーポイントと動画を組み合わせた授業内容でわかりやすく内容が入ってくるから。
長すぎず短すぎない長さの動画のため集中して受けられる。
具体例を多く用いて私たちが興味を持ちやすいよう説明をしてくれたからです。また、最後に小テストを行
うことで授業の理解度を確認し深めることができたからです。
話し方がわかりやすい
教材で送られてくる動画が、実在する企業を例に出していたり、テレビ番組の動画を見せるなどの工夫がさ
れており、とても分かりやすく、興味を持って授業を受けることができたから。
オンラインで各教科理解でききれないことが多かったが、説明が丁寧で聞き取りやすく、進むスピードも遅
すぎず早すぎずで分かりやすかった。
経営についての内容を言葉や字だけでなく具体例を交えた動画を使って説明してわかりやすかった。
授業内容が面白くて分かりやすい。
わかりやすく説明してくれるし、興味を沸かせるのがうまい
毎回親しみやすく分かりやすいスライドを用いて、聞き取りやすい音声で丁寧な解説を行なっているから。
質問をすると、どんなに長文でも真摯に対応して頂けるから。
授業内でのパワーポイントの使い方がよく、また音声での説明により理解が深まった。さらに、疑問に思っ
たことや自分の意見があるときにコメントをすると、図や表を使って丁寧に解説してくださったから。
武谷先生の授業は、何かを説明する際にビデオや例を出してくれて、とても分かりやすいから。
資料に書き込むところがあるから。
授業動画を見ていないとわからないスライドがあるから。
スライドがとても見やすく、内容もかみ砕いて説明してくださったので理解しやすく、とっつきやすかった
から
急なオンライン体制にもかかわらず、
とても分かりやすい授業だったため
具体例を出しつつ音声だけではなく、視覚的に情報を出してくれるから
実際の会社の経営方法を動画で見せてくれるため、イメージがつきやすく、わかりやすい
オンライン授業という形で1番受けやすくパワーポイントや資料の使い方が工夫されていてわかりやすい。
名前の知っている番組を資料で見せてもらえるので飽きないし内容も理解しやすい。
再履修として受講した。去年の他の教授の授業とは違い、図や動画などをたくさん取り入れていて、まるで
去年勉強していた学問とは別のものだと錯覚してしまうくらい分かりやすい。また、記憶に残る。

経営学Ａ 武谷　慧悟

経営学Ｂ 武谷　慧悟



オンライン授業ですが、画面に映るパワーポイントやプリントがまとまっていてとても見やすくわかりやす
い。
話のテンポも良くて聞きやすい。
課題が自分で考えどうマーケティングを行い正解がなく想像を膨らませて取り組める所
授業内容が就活に使えそうな話が多かったから

企業分析論Ａ 塚原　慎 いつでも、どこででも授業に授業に参加できるように、授業動画を提供しているし、オンラインの授業でわ
からなかった人は、授業時間内で相談できるフォロー体制も整っている。課題の提出も、その日中ではな
く、難易度や内容によって、1週間や2,3日空けてくれるので、安心して授業に取り組める。

企業分析論Ｂ 塚原　慎 わかりやすい

核医学Ⅰ 奥山　康男 先生の臨床経験と講義内容を結び付けてお話をしてくださるので、非常にためになる。

救急医療学 奥山　康男 臨床的でタメになったから

放射化学特論 岡田　朋子 国家試験の対策をしてくださる

医療画像科学総合研究 近藤　啓介 研究テーマの決定や方法、論文の書き方、また就職について様々なことを学べたから。リモートでの会議で
も的確に指導してくださった。

画像処理概論 近藤　啓介 私たち医療健康科学部の生徒のほとんどはおそらく放射線技師を目指しているだろう。そんな私たちにとっ
て、撮影した画像を処理する力は欠かせません。
そのため、この科目は私たちが学ぶべき科目の1つだと考えました。

画像処理言語論Ⅱ 近藤　啓介 スライドが見やすく、生徒個人に対してプログラムの作成方法を丁寧に指導されている。

画像工学Ⅱ 志村　一男 授業が的確でパワポも見やすい

放射線物理学Ⅰ 藤田　幸男 放射線の原理や知識について幅広く知ることが多くできたから.
オンラインで忙しい中、分かりやすい講義で、こちらの負担を減らしてくれたから。
授業をした後にその授業に関する課題が出されて、その提出期限が長かったので、授業の確認、復習を行う
ことができました。解答については次回の授業で一通り解説されていて解き方の違いが理解しやすいと思い
ました。授業内容を理解していると思っていても、問題に出されるとわからなくなることがあるためこの講
義の進め方は自分にとても合っていました。

原子核物理学Ⅱ 馬込　大貴 映像授業で何度も見返すことができ、かつ分かりやすい説明であることが良かった。確認テストはその授業
の要点となる部分をピックアップしたテストなので、復習がちゃんとできて良いと思った。

診療画像技術学実験 馬込　大貴 半影の説明が分かりやすかった。

　

事業創造論Ａ 井上　善海

医療健康科学部

放射線物理学Ⅱ 藤田　幸男



画像検査技術学基礎実習 名古　安伸 実際に実験を行うことで機械の使い方だけでなく、Ⅹ線を照射して得られた画像をもとになぜこのような画
像が得られたのかなど、レポートを通して様々なことを自ら考える機会を与えていただけることにより、理
解をより深めることができる授業だと思うからです。

放射線機器概論 名古　安伸 講義内容の説明が丁寧で分かりやすいから。
1～2回の講義を行った後にその範囲のテストを行うという教育方法が自分にとって効果的だったため。
すごくわかりやすく、丁寧に教えてくれる。
生徒に寄り添ってくれる!!

診療画像技術学Ⅱ 渡邉　雄一 毎回授業の最初に行う小テストがしっかりできているため、先週学んだ内容が定着しやすいと感じた。ま
た、解説もわかりやすく授業資料も見やすい。

放射線学総合演習 渡邉　雄一 教材が丁寧で国家試験対策にしっかりと基づいていて分かりやすい。また、総合演習で大切な試験結果の表
示の仕方など指導の仕方もモチベーションに繋がって良い

診療画像情報学Ⅰ 伊藤　今日一 資料をいつでも確認でき、自分のペースで学習を進められること。
適宜レポート提出があるので、学習したことへの理解が深まること。

先生はとても面白く、毎回授業の楽しくて集中して参加できる。わかりやすい内容だし、生徒一人一人を大
事にしてくれている。
毎回オンタイムで行なっており、教職課程の少人数の授業ということもあり、生徒同士の顔が見えてよかっ
たです。課題は先生に直接gmailで送るやり方なので、コメントがもらえることもやりがいでした。授業中は
グループワークなどの時間もあり、やることと話し合うことが明確に設定されていたので、意見交換もしや
すかったです。

演習Ⅰ アシュウェル、　Ｔ． 教え方がとても上手だと感じたから

スクリーン・カルチャー テヅカ　ヨシハル テヅカ先生は、映画が経済にもたらす影響や、芸術の歴史的変遷などを詳しく解説してくれました。
テキストを使った形式的な授業ではなく、その時々のニュースや出来事を取り入れながら、生活で役立つ実
践的な知識が学べる。他の多くの授業では、学んでいる内容がどのように生活で生かされるのか、また世界
のどこで使われているのかまでを教えてくれることは少ない。この授業は、GMSではない生徒であっても学
ぶ価値がある。この授業で学ぶことさえ頭に入っていれば、その生徒が社会に出ても恥ずかしくなく、むし
ろ周りの学生と一線を画する深い視点を培える。駒大生というタイトルにも箔がつくでしょう。
毎回の講義で講義内容が型にハマった内容でなく、その時の社会状況に応じて臨機応変に内容が変わるか
ら。
学びが一番多いように感じるから。
講義を聞いていて興味が自然と湧いてくるように面白い授業と感じたことが初めてでした。

グローバル・メディア・スタディーズ学部
英語科教育法Ⅰｂ アシュウェル、　Ｔ．

グローバル経営論 各務　洋子

放射線関係法規 新井　知大



オンラインになっても、対面時の熱心な講義と遜色ない講義をしていたから。
就職活動にとても役に立つ講義だから。
解説が非常に分かりやすい。(はっきり、ゆっくり、ていねい)
科目名は経営論だが、今後就活をするうえで必須な情報や知識も毎回学ぶことができるため。またスライド
が見やすく内容を理解しやすいため。
授業意欲がとても上がる。授業内容がとても面白い。毎週新聞記事について読み解く時間がとても楽しい。
授業内容がとにかくおもしろく、先生も経済についてほんと好きなんだなというのが伝わってくる
生徒のやる気と興味を惹きだしてくれる授業であると思います
就活に必要な情報をわかりやすく説明してくださってとても勉強になりました。社会人になっても困らない
ような知識をケーススタディとともに学べるのがためになりました。
「実学」という考えに基づいて講義が展開されており、社会に出てから役立つ知識や考え方ももちろんです
が、むしろ知っていないといけないというレベルのものを学べるためです。この講義を受講していなかった
ら自分はこの先どうなっていたのだろうとすら思わせられる程、学びが多い講義です。
リアルなケーススタディとともに企業を知ることができ、また各務さんの話から非常にインスパイアーされ
る。
質は他の授業より2つくらい群を抜いている。
ほかの講義では、毎年扱っている資料を全部公開して特に補足もなくやればよいというものもある中で、資
料の使いまわし感があまりない。
また一番生活に近い実用的な内容を扱っているので、受ける側もやる気がでる。
就活のことも考えながらやってくれるので、未来のことも考えながらできて良い。
授業で学んだことを自分に落とし込んで実践できる点。
就活で役に立つ情報が詰まっていて非常に為になる点。
世界の企業の経営を知れたのと、毎回の講義で新聞を紹介してくれるのは世界情勢を知れてとても役に立っ
た。
就職活動に参考になると思った
履修している科目の中で、最も就職活動や今後のキャリアプランに役立つと感じたから。
今後就職した際、また企業をする際に役立つ経営についてケーススタディーも含めた内容の授業なため、イ
メージしやすく学べています。
将来、絶対ためになる指導をしてくれるから
経営学は生きていくために必要な学問だと実感させられた講義であったため。
社会に出る前、大学生の内に知っておくべきことを学べるから。

　



これから就活を迎える中で有意義な情報を教えてくれるため。また、経営を軸に他の知識なども学べるた
め。
特に日系新聞の話とケーススタディーが面接や繋がることを言っていて、ためになっているため。
圧倒的に他の先生や科目と比べて内容がためになる。すぐに実践できることが多い。
ただの講義内容でなく、今社会で起きている出来事を日経新聞を通じ学ぶ事ができる。さらにケーススタ
ディを通じ、様々事例を学ぶ事ができ、一回の講義がとても濃い内容である。新聞レビューは毎週変わるの
で、そのときそのときに起きている事柄を知ることができるため、講義を受けた後の社会の見方が変わって
いる。一番学びが多い授業のため、選択した。
一年生の頃から各務先生の授業を多く履修しているがどの授業も興味深い内容が多く、GMSの授業では珍し
い経営戦略についての内容がとても面白く役にたっている。内容は経営戦略だが考え方によっては現在や将
来の生き方、考え方にもつなげることができるから難しいだけで終わることがないため頭をフル回転して深
く考えることがとても楽しく感じている。
新聞記事の内容の解説やケーススタディーなど、実際にこれからの就職や生きていく上で、役に立つ内容
で、非常に有意義な講義。
ためになる。生徒視点での企業の見方や、企業自体のあり方などを学べて就活にも役立ちそう。
ケーススタディを用いて様々なことを学ぶことができた。また、日経新聞を読むことの大切さや社会に出て
から知っていて当然の単語とその意味も知ることができた。
毎回日経新聞を取り上げ、授業時間を使って丁寧に解説してくださり授業内容だけでなく現時点での世界状
況を学ぶことができた。また先生の教えかたに常に感情がこもっており、わかりやすくもっと学びたいと思
わせてくださる。
各務先生の豊富な知識から提供される確かなファクトはとても信憑性があり、就活についてとても考えさせ
られる。
毎週、時事を取り扱っていただき、受講者に社会の流れに敏感になってもらえるように教えこんでくださる
ため。
コロナの状況の中で、これからの就職に関わることを講義内で取り上げていただき、とても糧になっている
と感じています。また、講義は、アクセストラブルなどがおきる可能性があることから、オンラインとオン
デマンドの融合型になっていて、とても助かっています。また、パワーポイントも、重要部分が分かりやす
くなっており、見やすいです。
就活という面でこの講義は、有効的だと感じた。
毎回対面と変わらない、丁寧な講義をしてくださった。スライドを見返せるように残しておいてくださった
のもありがたかった。

ＧＭＳキャリアデザインⅠ 吉田　尚史 就職活動のことや実際に将来仕事をする上で大事なことを学ぶことができたから。

　



メディアリテラシー 吉田　尚史 オンラインならではのグループワークなどを取り入れていて、とてめ効果的な授業だったから。
2つの授業動画の内、1つがリアルタイム、もう1つが録画という形式になっており、学習する上で段階的に学
びやすく素晴らしいと感じたから。その後に受ける小テストも講義内容を振り返る上で非常に効果的である
と思ったから。
MP4を利用したオンデマンド方式で非常に学習しやすい。そして内容も現代が向き合う課題について詳しく
教授されていて、とても興味深い。
ゲストスピーカーなど違う方面からも刺激があったから

グローバル交流論 芝﨑　厚士 covid-19の流行によるオンライン授業の実施に教員・生徒共に翻弄されるなかでも、対面授業で得られる教
育効果の再現度が一番高い授業であったと感じられた。
また、授業で扱っている事柄が授業内で完結してしまうことなく、これからの学びの出発点となる事柄を多
く受け取れたと感じている。
授業内で扱っている文献の一つ一つがとても学びになる。
様々な社会問題や、その解決策を学べるので、毎回の授業が直接自分のためになっていると感じることがで
きる。また、自分でそれらについて考え、ノートにまとめることはもちろん。芝崎教諭がそれを分かりやす
く、簡潔にまとめてくださっているため、効率良く授業を進めることができることも良い。
普段自分だったら絶対に手に取ることのないような本をたくさん読み、そしてたくさん書くことができて、
さまざまなことを学ぶことができています。正直、毎週の課題は大変だけれど、やりがいはとってもある
し、やって損はない授業内容だと感じています。
真面目に取り組んだ分知識が身につくような教育方法であることと、たくさんの論文から新しいく面白い知
識を得ることが多かったため。
授業で扱う文献の内容以外にも幅広い知識を毎回学ぶことができるから。
授業に一貫した哲学があるから

演習Ⅲｂ 芝﨑　厚士 ゼミで扱うテーマが豊富、文献を読んだ上でのディスカッションを通して複数の分野を横断的に考えて学ん
でいるから。
講義が面白いだけでなく、しっかりとそれが自分の身になっているという実感がある。目的に向けた効果的
な取り組みと内容の理解しやすさという理由から投票させていただきます。
毎回の授業で得られる知識も多いと感じるし、自動的に自分で考えて作業することが多いから
毎授業、3つのパートから構成されていてやりがいがある。オンライン講義だったが、その壁を感じなかっ
た。メディアウォッチがおもしろい
様々な企業の方のお話を聞くことができるから、就活にも役に立つ。
自分の経験を基に色々な専門家や講師を招いて講義してくれるところ

ソーシャルメディア論 山口　浩

グローバル市民社会論 芝﨑　厚士

国際関係とメディア 芝﨑　厚士

ダイレクトマーケティング 朴　正洙



各回でダイレクトマーケティング領域の専門家や様々な企業の関係者の方々が外部講師として講義を行って
くださり、オンライン授業でも大きなメリットを感じる授業であったため。
普段聞くことができない有名会社の社員の話が聞くことができるから。
外部講師を招いてくれて色々な経験を積ませてくれるから

マスメディアと政治 梅田　道生 遠隔授業のやり方が上手だなと感じました。定期的なテストの実施、課題授業など、授業内容がより深まる
ものが用意されており学習しやすいです。

マスメディアと政治 梅田　道生 授業のスライドが見やすい。対面より効率的に進められる。

現代政治過程分析 梅田　道生 試験の際、資料を参考して見て良いのですが、その時、どこに書いてあるか分かりやすいような資料の作り
方をしています。テストだからといってただ難しくするのではなく、簡単に見つけられるようなものにしつ
つ、記述問題ではしっかりと考えながら書く必要があるため、自分の頭で考えることも出来ます。素晴らし
いと思いました。

演習Ⅰ ウルフ　ジェームス　Ｐ． 英語で心理を学べるのが楽しい
Kahoot! を利用して、内容の確認をゲーム感覚で復習できることがとても効果的だと思ったから。
講義の時間とグループワークの時間を1つの講義の中で取ってくれるため、退屈しないし学生同士で理解する
のを助け合ったり確認をしあいながら授業を受けることができる。クイズがあったりもして、適度に学習内
容を振り返ることができるし、学生の多くがつまずいたところや難しいところはもう一度丁寧に説明をして
くれるため、おいて行かれることなく講義を受けることができる。オールイングリッシュなので難易度は高
いのかもしれないが、理解できたかを学生に確認しながら進めてくれるので、無理なく多少の挑戦をしなが
ら講義を受けられていると感じる。

音声学 ウルフ　ジェームス　Ｐ． とても分かりやすく英語でも楽しめられた。

コミュニケーションとテク
ノロジー

阿部　康人 英語での音声がついていることと、毎回の課題で実際に扱ったメディア効果について英語でまとめることで
より学習を身に付けることが出来た。
そして、次回の授業で上手にまとめた人の回答から始めることで前回の内容を思い出しやすかったし、時々
自分の回答が紹介されるととても嬉しくなった。
課題は講義の日までだが、その日であればいつでも講義を受けることが出来る。時間が決まっていないた
め、就活や部活動をしているので助かります。時間の有効活用も出来ます。より、生徒のことを考えられて
いると思います。
熱意を感じることができ、分かりやすく説明してくださるため、講義内容に興味をもって取り組むことがで
きる
オンデマンド授業で、自分のペースに合わせて見れる。
講義は、スライドと先生の声の丁寧な説明で聞きやすく分かりやすかった、唯一理解が深まるなと感じた授
業だった。

演習Ⅱｂ ウルフ　ジェームス　Ｐ．

コミュニケーションと文化 阿部　康人

メディア法基礎 松前　恵環

　



今後自分が生活していく上で必要な授業内容だった。
教科書には難しい言葉で書かれているが、それを簡単な言葉に変えたり例を出してくれてわかりやすい授業
だった。

StudyAbroadII 杉森　建太郎 留学は憧れとしか思っていなかったのですが、この講義を履修して自分の将来のために留学したいと実行し
ようといろいろ取り組むことができました。また先生はゲスト講師や授業形態などいつも学生の意見を尊重
し、常により質の高い講義をと学生のためにいろいろ考えてくださっているのがとても伝わっていました。
とても素晴らしい先生で、自分の人生に必要だった学びや発見ができた素晴らしい講義でした。

演習Ⅰ 杉森　建太郎 今後、様々なアイデンティティを持つ人々との交流がますます増えることが予想される中で、グローバル人
材に必要な素養を教科書を中心に、ディスカッションを通し、実践的な学びができるから。

グローバル・マクロ経済論 星野　真 今年度はオンライン授業の科目がほとんどの中、グローバル・マクロ経済論ではオンデマンド形式で、とて
もわかりやすく内容を説明しており、音声も聞こえやすいので、受講していてとてもやりやすいです。スラ
イドをいくつかに分けて、テーマごとに詳しく説明してくれるので、そこが受けていてやりやすい部分で
す。

国際経済統計入門 星野　真 課題だけの提出や90分の授業時間が確保されていない科目がある中、星野先生は生徒に寄り添った授業方法
で分かりやすく、自宅から受講してもためになる講義だと思いました。スライドの画面で話しながら先生が
直接ポイントを書き込む形式や、小テスト、実習課題があり、実際に大学へ通っている時と同じような学習
ができるため、とても満足できる授業です。

Ｗｅｂコンテンツデザイン
各論

平井　辰典 動画の配信や資料の配布ではなく、ウェブサイトで各自で進めるという授業形式がとてもよかったと感じた
からです。
自分はまだオンラインでの参加しかできていないのですが、このマルチメディアコンテンツデザイン演習は
対面でも実施している数少ない授業の一つでオンラインのみでなく対面でも実施するという先生の授業に対
する姿勢がすばらしいと思いました。授業内容もAdobeのソフトの活用方法について教えていただけるとい
うものでとても興味深い内容となっています。授業の中でまだ実際にAdobeのソフトを利用したことはない
のですが、これから教えていただけるということなので楽しみです。
photoshop,illustrator,premier等を学ぶことができたから。コロナ禍でオンライン受講なのでadobeの製品負
担をしていただけたらなおよいと感じた。
講義中に習ったカメラの機能を実際に使って写真を撮影する演習のおかげで、どういう時にどの機能を使っ
て写真を撮ればよいか理解できた。口頭・資料による説明だけでなく自分で実践する時間があることで、授
業内容をよりしっかりと理解できると思う。

　

マルチメディアコンテンツ
デザイン演習

平井　辰典



きっとかなりの時間を要したに違いないと思いますが、先生自ら授業のWebページを制作してくださりまし
た。リモート授業だからこそできる最大限のことをされていてさすが情報学の先生だなと感じ授業への熱心
さもとても伝わってきました。
授業では、デジタルコンテンツの基本や音の発生の原理、電子音楽の歴史と現在を詳しく学び、最終的には
ソフトを利用して自分のPCで音楽を制作できるまでになりました。
Webページはだいたい3～5ページくらいになっていて次のページを開くためには練習問題に正解しないとい
けないのですが、その練習問題は重要なポイントが問題にされていたため授業の簡単な振り返りにもなり助
かりました。
授業が実際に対面で受けているのと変わらないくらい集中できる、楽しい授業だった。
実習が多く、学びが身についたことが実感できた。

Written CommunicationI ローズ、　Ｓ． 先生は厳しかったが、エッセイの添削をきめ細かくして頂いた。何度も何度も提出しては直しの繰り返しで
あったが、英語力が向上したと感じた。
先生たちの中でも若いからか、非常に穏やかで相談のしやすい方だと思いました。相談の際も丁寧にアドバ
イスをくれて非常に好印象でした。早く出会いたかった先生です。
面白いから
自分の興味のあるモノづくりに一番関係する講義であったから。
個人的に興味の湧く内容だったので、より効果的に感じた。授業内容の復習・実践として映画の冒頭30分を
視聴して課題に取り組むというのはやりがいがあった。
映像を撮る上でどのような工夫をされているかや、映画の中でもどのような技法が用いられているのかを学
ぶことができ、とても面白い。
教え方が分かりやすく、学生の質問にもZoomのチャットやシーラーニング等で対応しているため、投票しま
した。

グローバルイシューと国際
公法

河井　苑子
新書を読んでいるみたいな講義だったから。

映像コンテンツデザイン演
習

加藤　卓哉

映像コンテンツデザイン各
論

加藤　卓哉

マルチメディアコンテンツ
デザイン各論

平井　辰典



グローバルイシューと国際
私法

河井　苑子
「とにかくわかりやすい」。授業日までにアップされる動画の、説明音声も図もとてもわかりやすく、国際
法関係の知識がほぼなくても、”絶対”理解できます。
加えて、教材が豊富な点も、投票理由の一つです。わかりやすい講義動画だけではなく、
動画に用いられる資料や参考資料の載ったPDF→講義内容のサポート
動画に対応したgoogle classroomのアンケート→予習と復習
教科書→講義内容に対応した要約課題によって、復習やより実例での理解、文章を整理し書く力がのびる
のように、それぞれのメディアが上手く活用されており、効果的な学習を支えてくれます。

また、一番受講者ファーストな科目だと感じます。gms moodle、c-learning、google classroomなどシステ
ムを使い分けることについて、統一されていなくて把握しづらいという友達もいましたが、それぞれのシス
テムの長所を利用していて、システムトラブルなどに配慮された、受講者思いの科目だと思います。しか
も、どれも他の科目でも使われているシステムなので、手間に感じることもなかったです。私は河井先生の
前期の科目【グローバルイシューと国際公法】もとっていましたが、後期では指定教科書から出る要約の課
題に対して、フィードバックの動画が追加で随時配信されるなど、改善やアップデートがあり、受講者が多
い科目にも関わらず、きめ細やかさすら感じます。

わかりやすい講義動画や豊富な教材、受講者への配慮によって、オンライン授業ですが、自然と予習復習が
習慣になり、知識が身に付くことを実感でき、楽しい!もっと知りたい!勉強したい!と思いました。大学の講
義は、もちろん興味や意欲をもって選択しますが、それ以外にも単位のためなどの義務感や内容の難しさに
気持ちが途切れることもあると思います。ですが、この科目は、学んでいて楽しいという素直な気持ちにさ
せてくれ、難しいほど楽しくなります。国際法は、メディアや英語などを軸に学ぶgmsの学生にとって、
とっつきにくく感じるかもしれませんが、私は河井先生の科目を選択して本当に良かったと思うし、感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうございます!

以上のことから 私は グローバルイシューと国際私法(後期 木・2 河井 苑子先生)に投票します
元から国際政治に興味が薄かったわけではないのだが、これといった動機もなく学べていなかったところ
に、自分にとってはかなり面白い講義をしていただき、前期では一週間のうち最も受講のモチベーションが
高かった講義だった。本人の豊富な知識を活用した独特の切り口などが特に興味をそそったように感じた。
さまざまな事例を見せ一点に集中することなく幅広い意見を提示するような授業でした。加えて先生自身の
はっきりとしてた意見も交えてあるので私的にとても面白いと感じた授業でした。
授業内容や欠席時の対応を親身になってしてくださるのでありがたいと思っております。
内容が経営や経済と言ったような包括的な漠然としたものではなく特定の分野に絞っていて詳しく学べて面
白い。

世界政治とメディア 五野井　郁夫

Ｅ－コマース論 山本　裕



メディア法応用 松原　妙華 話が分かりやすい。こちらの質問に親身になって回答して下さる。
普段行えないような貴重な体験をもとにイスラムの文化を知れてとても興味深かったし、内容的にも充実し
ていてよかった。
毎回授業の理解度をはかる小レポートがあったが、それに対して生徒1人1人にコメントをしてくださり、生
徒のことを非常に良く考えてくださっている先生だと感じた。また、オンデマンド配信の授業だったが講義
をしている先生の様子を動画に入れてくださり、講義内容が頭に入ってきやすかった。
授業内容が面白いし、オンライン授業のやり方として最も効率がいいと感じた。
映像を使いながら、先生自身が過去のキャリアで経験してきたエピソードも交えて授業を行っていただいて
います。音楽についての見分が深まり、身近な音楽を題材に授業を行ってくださるので、非常に興味が湧き
ます。毎週楽しみにしている授業です。
現代の多様性社会において私達が必ず学び、考えなければならない社会問題について取り上げられている科
目であると思います。また、指導が「事実」や「正誤」を伝えるだけの授業ではなく、私達学生が率先して
調べ、考え、それぞれの社会問題に対して自分の意見を持つことができるようになるという点でも優れてい
ると思います。
説明やPPTがとても分かりやすく、そのうえで課題をすることによってより知識が深まる。

広告文化論 青木　淳子 広告に興味があったので、様々な事例をレポートに盛り込んでくれていたのが大変勉強になった。
また、生徒に対しての熱意が感じられたため、こちらも授業に対して熱心に取り組むことができた。

情報社会論、情報社会論 青木　淳子 現代のこのような情報がありふれた世界で、今まで気づくことのできなかった観点から毎回の講義のテーマ
について色々と考えることができた。毎週の講義ごとで取り上げるテーマが違うので、毎回新しい発見がで
きた。また、オンライン上でのグループワークなど他の授業にはないスタイルでやれたのが面白かった。
この授業"だけ"教育効果があると思った。
作りたいアイデアを否定せず､可能性を一緒に模索してくれます｡
授業内容は全員が全く違う方向の事を同時に学んでいけるので､素晴らしいと思います｡
一番､授業内容でいいと思うのは､難しいことを簡単に面白く話してくれるところです｡
ユーモアを交えて､難しい話でも面白く話してくれるんですが､実はシャープに切りかかってるというところ
がかっこいいと思います｡
アウトプットする機会が多く、話したい内容を英語で表現できるようになるために細かい知識をたくさん教
えてくれる。一人ひとりに対する対応が丁寧かつ迅速で、フィードバックをちゃんとしてくれるところが大
きな要因です。
生徒と積極的にコミュニケーションをとったり、理解の度合いによって授業の進め方や説明の仕方を変えた
りと生徒に寄り添っているから。

演習Ⅱｂ 石橋　直樹

InternationalCommunicatio
nI、
ListeningSkills&Strategies

中込　幸子

イスラムと文化 水上　遼

メディア文化論 青木　淳子

異文化間コミュニケーショ
ン論

青木　淳子



JournalismI 中込　幸子 他の授業とは違い、人数が少ない分質問もでき、提出レポートも文法の隅々まで吟味して採点してくれるの
で、とてもためになる授業だと感じた
毎週気になったニュースの紹介や、講義を受けての自分の意見をランダムで講師からあてられるため、緊張
感もあり、ただ聞くのではなく頭で考えて抗議を聞くことができる。オンライン授業だが身の入る授業の仕
組みが実施されている。ただ、講師の威圧的な話し方や態度は見ていて気持ちの良いものではなく、せっか
く良い授業形式を行っているのにもったいないと感じる人が周りにも多いためやめてもらいたい。
私が受けている講義で唯一のオンラインリアルタイム講義であったからです。
楽しい

ＧＭＳキャリア講座Ⅰ 石元　悠生
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