
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【全学共通科目】 

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 



仏教と人間 岩永　正晴 テキストがわかりやすい、小テストでその日の内容を確認することができる

仏教と人間 熊本　英人 口語で書かれている資料を時間差で配信して下さるため内容が理解しやすく、ある程度まで自分の学習速度
で学習が出来る点。

仏教と人間 松田　陽志 プリントと丁寧な説明。
仏教の考え方を学ぶことで新しい価値観と文化の違いを学ぶことが出来、加えて仏教の考え方は自身の生活
にも当てはめることができるため、生活に応用することでためになることもあるから。
オンライン授業の中で、毎回双方向授業をしてくださり、グループワークやリアクションペーパーのフィー
ドバックによって他の受講者の意見を知ることができた。また、授業に関連する動画や書籍を多数紹介して
くださっていたことから、各分野に対する興味につながったと感じるため。
毎回の講義をGooglemeetを用いて行っているため、講師の授業を講師から直接聴くことができ、対面で授業
を行うのと何ら遜色ないため。また、毎回の講義の後に提出が義務づけられているリアクションペーパーに
対し、次の授業の中で優秀なものなどを取り上げられるため、生徒の授業に対する姿勢は意欲的になり、ま
た、同時に生徒の意見に対するフィードバックがなされるため大変効果的である。さらに、理解が深まり始
めた頃合いに何度かに1回グループワークを行うことで、他の生徒の意見・思考を知る機会が得られる。ま
た、オンラインによるこのような状況下において、他の生徒との交流の場となるものを提供していただいて
いる点においても非常に有意義であった。さらに、講義中は一方通行ではなく、常に生徒に理解をしている
かを問いかけ、全員が納得できるまで解説を施しているため、授業理解がとても深まった。
先生の講義もレジュメもとても分かりやすい。吉村先生の講義を対面で受けてみたい。
難しい内容を理解しやすいように面白く解説してくださったところ。お経を読み上げるときに登場人物にな
りきってお読みになるところ。
オンライン授業だけど、いつも丁寧に授業をしてくれている。そして、毎回授業の終わりに小テストを出し
てくれて、今日の授業が理解できているか確認できるようにしてくれているのが良いと思います。
GoogleMeetで授業資料の解説や補足を行う際に、難しい言葉をあまり用いないので内容を理解しやすく、仏
教の始まりからの歴史や関連した知識を学ぶことができていることが一番の理由です。また授業後に授業映
像がアップロードされるので後から見返すことができる点も良いと思いました。
授業内容を分かりやすく、理解やすいと思います。
丁寧で詳しい口頭説明と地図や写真を用いた分かりやすい授業資料
朗読が素晴らしい。スライドが分かり易く、授業を理解しやすい。旅行話が面白い。学生と親しくなろうと
する努力がうかがえる。
オンデマンド式の授業ではなく、ライブ授業なので集中して受けられる点。

宗教教育科目

仏教と人間 吉村　誠

仏教と人間 大澤　邦由



授業の進め方がうまく、オンラインであるため学生同士の交流が取れないことを考慮してか、授業の始めに
指名した生徒の出身地などを聞き疑似的な交流の場を持とうとしていること。また授業の合間合間に個人的
な体験話(旅行話など)を話してくださるため授業に飽きることなく受けられること。授業自体もオンライン
のことを危惧して見れなかった生徒や、復習が行えるように授業の録画を保存、公開してくださるのがあり
がたいから。これらが挙がる。
とても熱心に教えてくださっている
たまに教えてくれる豆知識がとてもいい
解説が上手い。雑談が面白い。
・ライブ配信後、録画したものを公開し続けてくれた
・授業後、その日の23:55まで小テスト公開してくれた
↑電波状況を気遣ってくれた
・余談や声色を変えたりして、授業を飽きさせなかった
・協同版や連絡・相談にも気遣いやコメントが見えた
・前日に資料を公開してくれるので、コピーがしやすかった

オンラインでの初めての大学の授業だったが、吉村先生が一番安心して授業を受けられたと思う。
すべての説明が丁寧で、なかでも原文を読んでいるときの声のトーンがまるで朗読劇を見ているように感じ
たため。
分かりやすい説明だったから
難しい内容だったが、わかりやすい言い回しで説明なさっていたところが良かったから。

仏教と人間 四津谷　孝道 今まで知らなくて触れていた仏教がどういう物かわかりやすく教えてくれるから

仏教と人間 加納　和雄 視点がフラットなかんじがする。

仏教と人間 藤井　淳 仏教と関係のある動画などの紹介がありわかりやすい。
あまり興味のない分野でも、徳野教授の Google meet 配信での話が面白いので、楽しみながら学習すること
ができている。
資料も要点がまとめられていてわかりやすく、自分で勉強しやすい。
わかりやすい授業で学校に行かなくてもしっかり教えてくれる。課題の量がちょうど良く授業内にしっかり
覚えてテストを受けられる。
オンライン授業にも柔軟に対応していてわかりやすいから。
仏教の内容をしっかりと理解でき、仏教に興味を持てた。知識が増えた。先生の話が面白かった。
動画や分かりやすいレジュメを使い、要点を解説してくれる。また授業の時間外でも動画を見れるように録
画データを残してくれている。

　

仏教と人間 徳野　崇行



授業ではえLIVEでの映像授業を行ったが、参加は強制ではなく柔軟な授業形態をとってくださり、とても勉
強に取り組みやすかった。また、授業では、資料以外の知識にも触れ「飽きる」ことなく聞くことが出来
た。
面白いです
初のオンライン授業でしたがビデオカメラの新調などとても工夫されており、また授業自体も分かりやすく
先生の話のうまさから退屈することなくオンライン授業を受けられている。オンライン授業により対面授業
より質が下がっているとまことしやかに語られているが駒澤大学全体の授業はどれも質が下がっているとは
考えられず充実していると思うし特に徳野先生の授業が一番素晴らしいと感じた。
配布される資料やプリントが見やすく、内容も非常にわかりやすかった。専門的な授業でありながら、お盆
やハロウィン、ときにはアニメ・漫画など、現代でも身近な話題を織り交ぜて説明してくださるので、無理
なく仏教や宗教の知識を学ぶことができた。また、先生のお話もユーモアにあふれていて面白く、内容や表
現がとても丁寧で配慮を感じられた。駒澤大学ならではの科目ということもあり、間違いなく、この大学に
入ってよかったと思える授業のひとつだと思う。
レポートなどの記述の仕方について細かく授業で取り扱ってくれたので、他の授業でのレポートを作成する
際にレポートの質を上げることに役立った。また、Googleミートでやってくれたのでわからないところをす
ぐ聞けた。
生徒に対して熱心な授業を展開してくれました。禅の心は大切です。

仏教と人間 小川　順敬 簡潔かつ分かりやすいスライド資料を用いた授業形式が自分には合っていた。無駄に色を使っていないた
め、復習のために見かえしやすかった。説明もきちんと順序良く話が構成されているため、混乱することが
なかった。スルスルと内容が入ってくるおかげですぐに引き込まれていつの間にか楽しみな授業の一つに
なっていた。
講義資料に沿って授業をしてくださるのですが、それに加えてみんなが記憶に残りやすいような覚え方やイ
ンパクトのある授業をして下さるので無理矢理覚えようとしなくても勝手に内容が頭に入ってきました。さ
らに講義動画に講義資料を載せて話すだけでなく、先生の顔が小さく載っているところも生配信の授業感が
ありとても集中力が高まりました。
授業の進みがゆっくりで理解しやすく、関連資料や動画とあわせてすすむのでいい。
動画と資料で構成されていること。分かりやすく面白い話が授業に織り交ぜられていて、聞いていて凄く楽
しかった。
授業のスライドが見ていて飽きない。授業は通信が重いリアルタイムの双方型会議アプリ(Zoomなど)を使っ
ていないため良い。わざわざそれらのアプリを使わなくても先生の顔が見える工夫があるところが良いと思
う。また、課題の量がちょうどよい。
あまり知らなかった仏教についての知識をユーモアも交えながら、教えてくださるので頭に残りやすく、た
めになることもたくさんあるから。

　

仏教と人間 八尾　史

仏教と人間 矢野　秀武



・予習・復習用の教材配布
・任意による授業内容に対するコメントの記入
授業の内容をわかりやすく面白く伝えてくださるから。
ためになる情報を教えてくれたから
矢野先生の授業では、動画教材に多数の写真や絵図を使用しており、履修生として飽きることなく授業に取
り組むことができる。また、経験豊富な先生で、授業中に独自の体験談などを盛り込んでいるため、事前に
配布されたPDF教材以上の知識を得ることができるというのも、この授業の魅力である。さらに、授業内容
に関する他の履修生のコメントを、毎授業の最初に紹介しているため、オンラインで姿の見えない他の履修
生の考えを知ることができ、自らの学習に非常に効果的である。
解説が丁寧で、自然と興味が湧いてくる。毎回確認テストがあることで、だらけずに受講できる。
元々中高がキリスト教だったので仏教についての授業は初めてだったので難易度に不安はありました。しか
し専門的内容だけでなく身近な所から仏教を感じることのできる内容であり、また写真や資料を使ったとて
もわかりやすい授業だったと思います。勉強になったと同時に仏教に関心を持つことが出来ました。
課題の提示が分かりやすいし、プリントに沿って授業が進められているため、理解しやすい授業だから。
毎回映像での説明があることによりとてもわかりやすく、とても自分たちの世代に身近なもので例えてくだ
さるのでイメージが湧きやすい。
はじめは全く興味なかった授業内容だったが、先生の教え方、話し方が上手で毎回面白い授業を行っている
と感じる。単に面白い先生はいるが、この授業の場合、興味がないというマイナスからのスタートという点
を加味して別所先生を選んだ。
仏教にあまり興味がない生徒でも関心が持てるような面白く、取り組みやすい授業
面白い
仏教にあまり興味のない人の木本も理解した上で単語を一つ一つ教えてくれるため
教科書の文章みたいに話さない説明がとても良いと思ったから。
わたしたちにあまりなじみのない仏教について、私たちの目線から解説してくれていること。また、喋り方
がラフで聞きやすい。
オンデマンド型の授業だが、質問を受け付けて定期的にそれに答える動画も出してくれる。動画の長さも短
すぎず長すぎない。
授業動画が分かりやすく、見やすい。声も聞き取りやすく、毎回授業初めに前回の授業で集まった質問を共
有してくださるので、自分が思いつかなかった視点からも更に学ぶことが出来た。
また、公開期間が極端に短すぎず、しかし無制限でもない為、やる気をもって取り組むことが出来た。
課題の量も多すぎない一方で、しっかり授業を聞いていなければ答えられない質問であり、集中して授業を
聞こうと思えた。

　

仏教と人間 別所　裕介

仏教と人間 永岡　崇



座学においてレジュメや映像資料を使い、授業毎に課されるレポートテーマの内容と沿わせながら学生に考
える機会を十分に与えていると思ったから。また、科目の性質上、タブーに切り込まざるを得ない事もあ
り、先生が試行錯誤しながら授業を組み立てている事を感じる事ができる。
オンライン授業であっても、本来の対面講義と同じように受講できたから。
一番生徒に寄り添って熱を感じられる講義であった
現代の世界情勢を理解するうえで宗教と結び付けていてわかりやすく、自分で考えるレポートが多いのがと
ても良い。
映像資料に加えて、音声の解説や参考資料で授業に関連した新聞記事や動画も見ることができたので、とて
も丁寧でわかりやす授業だった。
宗教という難しいテーマを分かりやすく解説する点が挙げられます。
授業の題材がサブカルチャー的な物も具体例に含むことが多いため、親近感が湧き分かりやすい。前回分の
授業の課題のうち、抜粋した意見を動画序盤で取り上げてくれるのでライブ配信ではないが「誰かと共に受
講している」感が強い。
現代社会を生きる中で必要不可欠だと考える宗教の知識が、相対的に身につけることができる講義である。
為になる話が多く、聞いていておもしろいため。
多くの日本人は宗教についての知識が義務教育での学習やニュース・メディアでしかないと思います。しか
しこの授業を通して、イスラム教だったりパレスチナ問題だったり、自分たちがいかに偏った見方だけで宗
教について考えてるかとても実感できました。何かについて考えるときに狭い視野でなく、俯瞰的に考える
ことができるようになったともいます。「資料に実際にあった記事を昔のものから最近のものまで幅広く取
り上げてくださるので授業内容について常に興味が持ちやすいのと、毎回ある授業後の自分の意見を書く課
題がすごくためになりました。
話が分かりやすい
前期は国内の宗教分離などの問題について知見の深い授業を取りおこなってくださいました。後期に入って
からは、複雑な国際的宗教問題が授業内容に取り込まれるようになりました。国際情勢を広い視野で理解す
ることはとても難しいとは思いますが、先生が地図や系図を使って丁寧に解説してくださるおかげで毎回授
業を聞いていても飽きが来ないです。また、前回やった授業内容が次回の内容に反映している為、自分が詳
しくなっている、というのが実感出来ることがとても良いと感じています。
分かりやすい
授業動画の感想や記事の思ったことをかくのが課題なのだが、その次の授業でしっかりと振り返りをしてい
るので理解度が深まる。質問もしやすくオンラインが慣れていないときに丁寧に説明していた。
オンラインだと声の聞きづらい授業が多い中、声のトーンがはっきりしていて聞きやすいから。
また、授業内容の解説が分かりやすく自分の人生にも役立つ興味深い内容だから。

自然と宗教 別所　裕介

社会と宗教 永岡　崇



シーラーニングの機能をフル活用して小テストや何度も取り組んで復習のできるドリルを用意してくれた。
授業内の解説もわかりやすく、解決と反復練習のおかげでくずし字がだいぶ読めるようになってきた実感が
ある。
くずし字を読むのが楽しいから
資料が見やすい
毎回小テストがあり復習になる
毎回そのテストの解説もしてくれる
毎回覚えることが増え、だんだんと古文を読めるようになるのが楽しい
達成感がある
授業の内容が興味深く楽しい
昔の怪談が書かれた『諸国百物語』をみながらくずし字を学ぶので楽しいです。
板書の内容や授業の解説を音声でのせることで毎回の授業がとても理解できるから。
ちょうどいい授業量
授業内容が丁寧で分かりやすかった。生徒一人一人の感想文等をよく見てレスポンスしてくれた
どの先生よりも配布される資料が要点だけのため分かりやすい。また、授業内容が楽しい。
講義はオンラインではなくPDF教材が中心ではあるが、講義以外に伊藤先生ならではの工夫としてコラムが
ある。この授業は全学共通科目のため、地理学の知識があまりない学生がいることは確かである。そのよう
な学生にとって、初めから本格的に地理学を学ぶことは非常に酷なことであるように思うが、そんな学生に
もコラムは非常に良いものであると感じる。このコラムは講義の内容に沿っており、その上私たちに身近な
事柄を地理学的にみる視点をわかりやすく教えてくれるので、あまり地理学の知識がない人でも楽しんで学
べる教材であるように思う。ちなみに私は地理学科の学生であるが、私のように地理学が好きな人間にも非
常にタメになることが多く書かれている、工夫が細部まで施された伊藤先生にしか作ることのできない教材
であることは間違いない。

歴史学 瀧音　能之 どこに着目して教科書を読めばいいかわかるから
解説がわかりやすく、授業時間と問題を解く時間の配分がちょうどよく集中して取り組める。
日本史上の出来事や事件について、それらが起こった原因や背景、対立関係などを詳しく学ぶことができた
から。
資料等が丁寧でわかりやすい

教養教育科目　人文分野
文学 小笠原　広安

人文地理学 伊藤　慎悟

歴史学 宮川　展夫



歴史学 澤村　怜薫 この授業を履修しようと考えたきっかけは最も深く感じている。そのように感じていた理由は、授業内容が
NHK大河ドラマを見ていて、興味がある内容だったことで、参考資料とレジュメで内容が分かりやすくなっ
ていたので今回の授業はだいたい理解できたということである。音声付きスライドショー教材は、ある程度
助けになり、授業の内容が伝わりやすいので、先生の授業を聞くことが大事である。
毎回レジュメを作成しており、わかりやすくレポートへの対応が良かったから。
レポートにちゃんと返信してくれるのがイイですね
定期的な小テストの実施で定着度が分かりやすく、レポート、期末テストの問題も自分の知識を組み合わせ
て答えるもので丸暗記式ではないこと、また先生からの点数と添削のメッセージがあった点や
毎回のパワーポイントの説明に教科書にはない図の資料がふんだんに入っていること、先生からの補足の説
明が大変分かりやすかった点。
パワポがわかりやすく学生相手にも丁寧な文章を使用してくれていたから。
哲学という我々にとって取っ掛かりが難しい学問を、流行りのサブカルチャーの話題なども織り交ぜてご教
授していただき、分かりやすく学ぶことができたからです。
難しい内容の多い西洋哲学を実例を交えながらわかりやすく解説してくれた。授業プリントの図表も理解の
手助けになった。リアクションペーパーの質問に答えてくれるのも授業内容の疑問点を解決できるので良
い。また、期末テストの答案にコメントを付してくれるのも自分の答案に足りなかった点がわかるので良
かった。
簡潔に纏まったレジュメと無駄を省いて要点を絞った音声ストリーミングにオンラインの長所を生かす努力
が見られた
問題の解説が丁寧で分かり易かった。

生徒に内容を理解してもらえるように繰り返し説明をしてくれる点
授業時間内で練習問題を解かせるようにしている所
レジュメが分かりやすくまとめられており、それの補足が音声ファイルとして公開されるので授業内容が確
実に伝わってくる。また、最近は少しでも対面授業に近づけようと板書の画面録画を公開してくださった。
それによってさらに授業が分かりやすくなったし、私たちのことを考えて教材を増やしてくださったことが
嬉しかった。
理解が難しい論理を一般的に起こる出来事を例に出したり、ホワイトボードを用いたりして教えて頂いたか
ら
資料が見やすく音声での授業もわかりやすかった
面白いし、学びたいと思う意欲が高まる。先生の教え方がうまい。

歴史学 髙木　謙一

歴史学 土方　史織

哲学 河谷　淳

論理学、科学方法論と現代
論理

河谷　淳



解説がわかりやすく、音声と映像での講義方式のため受けていて楽しいと感じる。PDFもシンプルで見やす
いため純粋に苦に感じなることが無く、内容の理解度がとても高い。

宗教学 小川　順敬 我々受講者、学生のことを考えてくださっているのと、PDFが見やすい

民間信仰論、民間信仰論、
民間信仰論

小川　順敬 ノートが丁寧。

前期では行わなかったが、後期から生徒が分かりやすいように、動画を用いて資料を作り、生徒の要望など
にも対応をしていたため投票しました。実際に、前期より後期の方が理解が増えました。

とてもわかりやすく丁寧に授業をしてくださる
毎回の授業に、授業の進度に関するアンケートを実施していることから生徒の理解を一番に考えて授業をし
ているんだなと感じるし、毎回録画の授業だけど、はきはきした話し方で聞き取りやすいし、単純に説明が
分かりやすいです。
 これは僕の勘違いかもしれないんですが、先生自体がこの学問が本当に好きなんだなということが授業から
伝わってきます。
以上が選んだ理由です。
論理学について基礎から学べた。
講義自体とても分かりやすい。
動画がはっきりしていてわかりやすかったです。

論理学、知の技法 葛谷　潤 論理学の知識をレジュメと例題で詳しくて説明してくれてよく理解できました。それに、他の授業と比べて
授業の内容が充実で教師の頑張っていることを感じています。
レジュメに添付されている音声付きの解説動画がとても分かりやすく勉強がしやすかった点
毎回ある確認問題や復習などが丁寧で、実力がついていくことがとても実感できたから。

美術史概説、美術史概説、
美術史概説

吉澤　早苗 オンライン授業にもかかわらず、わかりやすい説明と映像などの視覚的資料で授業が楽しかったから。

とてもわかりやすい資料に加えて、授業中に先生が行うGooglemeat解説で理解を深めることができ、その後
のレポートで授業の整理が出来るので授業がすぐに身についているのを実感することが出来ました。
この授業では、キリスト教やイスラム教、仏教、中国の諸宗教などを学びました。基本的な知識を得るとと
もに宗教が人々にどのように受容されてきたのかを知り、宗教は文化を語るうえで欠かせないものだと再確
認しました。毎回わかりやすく、またおもしろい授業で、学ぶことが多くありました。
また、この授業はライブ形式で解説したあと、その様子を録画した動画も公開してくれていて、オンライン
形式なのにとても満足度が高かったです。

宮田　義矢

　

論理学、科学方法論と現代
論理

葛谷　潤

論理学、知の技法 葛谷　潤

世界の宗教、宗教学



文字だけではなく絵や図を示してくださり、とてもわかりやすいです。
参考文献は、論文だけでなく映画も教えてくださります。絵画の紹介もあり、とても興味深い授業です。
一つの宗教に対して肩入れせず、客観的に宗教を観ることができるようになります。宗教に対する誤解を解
くこともできると思います。
内容がおもしろく、説明がわかりやすい
受講生の個性を引き出すような授業をしていただいている。
連絡や相談なども丁寧に対応してくださっていると感じます。
講義の内容事態はすごく難しいものになっているが、課題で文字数制限を設けて感じたことを自由に書いて
いいということなので、固まった思考にならずに受講できるため
学生の立場に懇親な立場で授業をしてくださった
毎回提示されるレポート課題のほとんどが「自分が思ったこと・考えたこと」と幅広い設定で、授業内容に
必ず関連させなくてもよいという自由な課題であった。テーマが自由というのは案外難しく、興味・関心・
疑問に思うことがはっきり自覚できていないと文章がまとまらないため、「文章を書く力」を非常に伸ばせ
ることのできる課題内容だったと感じる。また、配布される資料の初めに、全体として前回のレポートに対
する先生のリアクションがあり、自分が思いつかないような考えを他の生徒から学ぶことができる。そのた
め、思考の幅を広げられ哲学という広域な学問にふさわしい授業が出来ていると思う。
シンプルに授業内容が興味深かった
難しい話題を分かりやすく解説してくれる
倫理学に関して、難度の高い用語でも、難度もわかりやすい言葉で解説してくださいます。
また、課題提出に関して不安なことや質問があった際、連絡をすると丁寧な対応をしていただけました。
非常にわかりやすく、丁寧な授業だと思います。講義自体はレジュメを配信し各々が期限までに答えるとい
う形式でしたが、効果的な学習ができたと思います。
毎回の授業後にレポートがあるのですが400字と手軽な量に加え、レポートに縛りをつけていないので成績を
気にすることなく自由に文章が書けるので、文章の書く能力の向上につながっていると思う。
この授業を通して、倫理への理解はもちろんのこと、自身への理解にもつながりました。自身のことについ
て述べる課題などが多くあるため、どう生きるべきなのか考えることができました。
優しかった
ポイントをわかりやすく表示
毎授業の課題が生徒の負担にならないように心がけている。感じたことを自由に書いて良いという形式の課
題であるため、課題に対するプレッシャーが少なくて助かっている。

　

哲学 古田　知章

倫理学、現代と倫理 古田　知章



今年のコロナ禍によるオンライン授業実施ならではの最大の美点として、C-learning上に掲載されている限
り、何度も講義を見返すことができるという点にあると考える。一つの講義の中でも、異なる講義の中で
も、その内容が関連してくることが多数あり、定期的に講義を消すことは、美点を消すことに繋がる。その
点において私の回答した講義では、始めにC-learning上に残す期間を示し、またその期間も長く取られ、こ
の状況を生かしていると感じた。
授業内容がまとめられたプリントと講義内容に沿ったレジュメとスライドをもとに、無駄なく授業が展開さ
れている。美術ということで実際の絵画や仏像の映像が準備されており、解説も滞ることなく進む。オンラ
インを活かし、二部構成の録画で集中して臨むことができる。毎回の質問機会も与えられ、かなり効果的な
授業だと感じる。
スライドを用いた授業で分かりやすく、また興味が持てるように説明を丁寧にしてくれる。専門的な用語が
出てきがちだが、それも理解しやすいように話してくれる。
40分程度の動画(パワーポイントでの解説)なので、受けやすくて内容が入ってきやすく、小テストなどで内
容の確認ができる点が良いと思いました。また、課題提出に猶予があるので焦らずに取り組むことができる
のも良いと思いました。
哲学の具体例をノート(オンライン授業中は打ち込むことになるが)を取るという単純なものである。が、そ
の具体例の説明が終わると、何故かストンと納得がいってしまうのだ。そのノートの提出が成績評価の最低
限の部分に当たるのだが、その最低限の所をやるだけで授業の理解度は他の授業のものを遥かに凌駕してい
る。この駒澤大学の哲学の授業を受けるまでは哲学というのは回りくどいという印象を抱いていたが、一気
に哲学に対する理解が深まったと思う。
プリントが良かった
例示が的確だった
音声教材を書き起こす形式の講義であるため、学んだことを視覚化、反復できる点がよい。
難しい哲学の論理を、具体例等を用いて説明するため、視聴するこちら側も理解がしやすいため。哲学を学
ぶ際の各哲学者の唱える原理などを学ぶには効果的であると感じた。
ノートを取るときの指示がわかりやすい。授業の中でだす例が身近なものなので、聞いていて飽きない。
対面授業と変わらないほどの濃度があり、終わった後の達成感と充実感が好きです。
復唱してくれるのでノートを取りながらの聞き取りがしやすかった。

哲学 渋谷　繁明 授業が楽しい

論理学、知の技法 渋谷　繁明 オンラインで教材のみの提示の授業が多い中、ライブ授業をやっていだだけるだけでなく、内容も興味深い
から。
画像資料がわかりやすい松平　美和子西域美術史、西域美術史

日本美術 佐々木　あすか

哲学 佐藤　暁



画像、資料による分かりやすい解説と、個人の質問にもしっかり対応してくださるところがいいと思いまし
た。

世界の宗教、宗教学 星野　靖二 補足として行われる諸海外の抱える宗教問題の現状説明が興味深く、知識が蓄えられている実感をオンライ
ン授業の中で切実に感じたから。
授業内容が簡潔で分かりやすいから。
非常に理解しやすい説明をして頂けるから
多くの先生方がされている感想を提出させるとか、見つけたことをレポートにする、などは文字数ばかり気
にして、何か書かなければ点数がもらえないと思って文字をひたすら増やそうとして学びにはなっていない
と感じていた。相松先生は、そのような無駄なことはさせずに、自然に生徒の興味を引き立てる講義、課題
のさせ方が素晴らしく良かった。時間制限も厳しく設けずに、小テストで理解度は確認しつつ伸び伸び勉強
させてくださった。またどんな質問にも100%納得するまで答えてくださり学びを深めることができた。大学
に来てまだ一年も経っていませんが、これまでで唯一面白いと思えた授業でした。
自分の中で考え方が変わるようなためになるものが多かった。
レジュメの日本語が分かりやすい。また、興味もそそられるような内容で読者側のことを考えてくれている
ように感じたため。
講義資料と音声の授業だが、例を多く用いた授業内容であったためとてもわかりやすかった。また、講義資
料についてはスマートフォンでも見やすい大きめの字で量も程よく授業時間も丁度良い。
後期では資料に加えて声での説明もあったから
先生が説明する音声と、講義資料がどちらもそれぞれ配布されるので理解が深まった。毎回小テストがある
ことも個人的には復習ができて良いと思った。

哲学 滝口　清栄 簡潔で実力にすぐにつながる

倫理学、制度とモラル 滝口　清栄 googlemeetを使いながら授業を行うときに先生が説明をするだけでなく学生もチャットや協働板を用いて考
えを出したり質問ができたりするので、互いに共有ができて良いと感じた。

論理学、科学方法論と現代
論理

滝口　清栄 基本を学んだ後に定着のために練習問題をたくさん解くところ

オンデマンド授業で難しいなか生徒に寄り添った授業方式になっており、とても助かっている。
非常に分かりやすく、学生のことを第一に想っているのが伝わる。
レポートに目を通したらコメントをくれたり連絡機能でコミュニケーションをとったりして分からなかった
ところの説明をくれたりするところです。
新型コロナウイルスによって、オンライン授業となってしまったが、講義のスピーチを教材倉庫に残してく
れること。ほとんどの授業でたくさん課題が出る中、パソコンや電波の不備の話を聞いてくれて、期限を配
慮し、課題に集中して取り組める。

　

倫理学、価値観 相松　慎也

宗教学 田中　かの子



毎時間、その講義に関連する豆知識も混ぜながら進めてくれるので楽しい。
民俗学が、自分たちの生活に大きくかかわっていることを知ることができた授業です。自分で講義の要点を
まとめる時間も用意していただいているので、かなり理解ができています。

毎回の授業の提出物は日々の生活との関わりを考えるものなので、非常に楽しく提出物に取り組める。

西洋芸術 矢野　陽子 絵画において、画像だけでなく言葉での説明もあり非常にわかりやすくまた興味を持ち続けることができま
した。通年の授業でしたが、途中でモチベーションが下がることもなかったです。

日本文化理解ⅠＢ 小林　治 配布資料に自身の論文があったことで、先生自身の意見を正確に捉えることが出来たという点で、ふさわし
いと思い投票に至った。

日本文化理解ⅡＢ 小林　治 言語理解に通じる文学解説が多角的な視点でみることができた。

文学 小林　治 安部公房についてよく知れた。

日本文化理解ⅡＢ 内藤　寿子 PDFがとても分かりやすい。絵本を通して、社会情勢を学べる。とても為になる授業。先生の熱意も伝わ
る。昨年も内藤先生の授業を履修していて、今年度も履修したが、変わらない授業の質に、奥深さ。今年度
も大満足。

日本文化探求ⅠＢ 内藤　寿子 オンライン授業で課題に追われる学生の事を第一に考え,適切な課題量や積極的に相談に乗るなどオンライン
講義として素晴らしい対応をとっていたから。
絵本という自身の科目を通して,社会状況に合わせた優しい授業でした。
講義自体も面白い。しかし課題テーマが特に毎回オリジナリティがあり勉強になる。調べる力も身に付く
pdfとgoogle driveを併用し 時にmeetも使い授業方法が懇切丁寧、故に教材を印刷してストックできる。レ
ポート提出の際もpdfの貼り付け方まで指導してくれて親切。オンライン講義も分かり易い。
オンラインの中でも、生放送という形ではなく、ビデオやパワーポイントを課題の期限内に確認するという
授業形態が、時間にとらわれずに取り組みやすく、パワーポイントも画像などが多く使用されているため理
解しやすいため。
オンライン授業ということもあり、様々な環境で授業を受けている人がいる。それを考慮したうえで、音声
ありの動画だけでなく、パワーポイントだけでもわかるように資料を作ってくださっていた。また、課題の
提出期限も一週間ほど余裕を設けてくださっていて、こちら側の気遣いもしてくださるため授業が受けやす
かった。授業内容もとても面白く、分かりやすかった。
授業ごとに多様な絵本を紹介してくれることと、絵本についてだけでなく絵本を通して日本や海外の文化な
どについても学ぶことができるから
毎回の課題が答えやすいのに色々と考えさせられ勉強になるから。
授業内の解説が分かり易く、内容自体も工夫されていた。
説明が丁寧で分かりやすく課題にも取り組みやすいから。

　

日本文化探求ⅡＢ 内藤　寿子

日本文化理解ⅠＢ 内藤　寿子

日本民俗学、日本民俗学、
日本民俗学

牧野　眞一



絵本を題材にした授業で絵本の分析などを行い、絵本についての知識はもちろん、自身の想像力や思考力の
向上にもつながり、レポートや毎回の授業のアンケートを書くのも楽しいと思ったから。
絵本についての知識が深まりとても楽しく講義を受けることが出来た。
本年はオンライン授業で残念だったが、映像でも話しかけるように、実際に対面で受けているような雰囲気
で話して下さりとても聞きやすかった。
自分の知らない何かに対して普通なら怖がって危険視したりするが、偏見などを持たずに受け入れ理解する
心を上手に育ててくださっている気がする。この授業を受けていると、絵本だけにとどまらず精神面で総合
的な人間力が育成されるような気持になる。後期もこの授業を受けられて嬉しい。
絵本は全身で読むものだということを教えてくれたから。
絵本を分析する講義で、子供の頃読んでいた有名な絵本から初めて知る絵本、さらに映像作品までも分析す
る。当時は知らなかった作品の新しい魅力を知ることができ、絵本というジャンルの視野が広がった。オン
ライン講義にも関わらず前編カラーで絵本の写真や記事などを分かりやすくレジュメにして下さっている点
も、より良い学びにつながっている。
絵本のページをスライドに組み込んでくださっており、視覚的にもわかりやすかった。
またスライドと動画2つを配信していることで、分からなかったことをスライドですぐに確認できるため、授
業の内容理解が進んだ。
多角面から絵本を分析し、それがもたらす効果や人それぞれな絵本の感じ方などを学んだことで、自分の考
え方や価値観、世界観に変化があった。また、オンラインによる授業であったが大変満足できる授業であっ
た。
去年、日本文化探求の方の授業を受けて面白かったので今年も受けた。配信でも授業の濃さは変わらず絵本
への興味がますます湧いて面白かった。
講義の感想を書くことで出席となるが、内容が良いと褒められる。きちんと読んで頂けていると分かるとよ
り真剣に書きたくなるので、講義内容の深い理解にも繋がる。説明も論理的で非常に分かりやすい。前期も
同じ講義を受けたが、様々な知識が身についた。

日本文化探求ⅠＡ 鈴木　裕子 対面授業ではなかったものの配布資料が分かりやすく、内容の理解がとても出来たから。また、小テストも
あったことから自分がどれだけ内容の理解が出来ていたか分かり、復習にも役立てたから。

日本文化探求ⅡＡ 鈴木　裕子 オンライン授業の中で,負担なく楽しく授業を受けられた。学べている実感がしっかりある授業だった。

日本文化理解ⅠＡ 鈴木　裕子 生徒に寄り添った授業だと思った。また、提出した課題に対して返信や感想などが返ってきたため、やる気
が出た。
教材が分かりやすく、毎回配布される資料によりさらに理解を深めることができたから。
古典が得意な人でも苦手な人でもわかりやすいよう注釈がたくさんあり、知識がなくてもその場でわかると
いうような授業だった。また、課題はあるが、量がさほど多くなく苦ではなかった。

　

日本文化理解ⅡＢ 内藤　寿子

日本文化理解ⅡＡ 鈴木　裕子



提出した課題に対して、毎回ではないが、きちんとフィードバックしてくれるのは非常にありがたいし、課
題を提出する意欲が湧く。
ある程度少人数でなければフィードバックは難しいが、全体に向けてのフィードバックなどでもいいので、
返してくれるならこちらも課題に取り組みやすい。
1番やる気が出てわかりやすい
1.生徒へ課した課題に対しての(感想や賛否など)フィードバックをしっかりとしてくれる。
2.自分の評価基準をしっかりと表明し納得の行く説明をくれる。
3.授業資料が手が込んでいて非常に分かりやすい。(図やイラストを効果的に使用している)
4.先生自身が意欲的に教えてくださっているのが伝わる為モチベーションが上がる。
5.コロナで課題に追われる生徒の身を心配し、課題の量を適切に調整してくれる。
スライドがわかりやすかった。
資料が読みやすい。慣れないオンライン授業のために課題をやさしくして息抜きを設けてくれた。
受講者の事を考え、課題などを出し、オンライン授業についてよく考えられているように感じました。
対面と同じくらい分かりやすい
生徒の負担が大きくなり過ぎないように気を使ってくれている。また、レイアウト等も見やすく作られてお
り、授業への関心が高まる内容である。
授業内容が面白い。
事前に読んでくるような資料もどれも面白いものでまた他作品を引き合いに出すときもネタバレに配慮して
いるなど生徒への配慮がすごいありがたいです。
分かりやすく具体的に書かれているスライド、レポートの評価を公開してくれていること、授業に関係した
おすすめの映画の紹介、レポートについての具体的な評価の仕方や書き方などをまとめてくれたこと。
課題の評価基準や取り組み方を詳細に記して提示してくれたため、わかりやすかった。
課題の量なども多すぎず少なすぎず、良い意味でメリハリのある感じで取り組みやすかった。

日本文化基礎 三浦　則子 簡潔にまとめられた動画と課題が非常にわかりやすかった。オンライン授業環境でも明確な授業の指向が理
解できた。

日本文化理解ⅠＡ 三浦　則子 授業名の通り日本の文化を理解できるように教えてくれていたため。

英語圏文化研究ｂ 白鳥　義博 知識が一番得られると思った教科。話が普通に面白い

社会学Ａ 藤本　隆史 程よい量の内容と、わかりやすく、最低限の言葉で伝えられるようにできていた。
毎週ある課題に対して、動画(音声と映像)で丁寧にフィードバックがされたから。オンライン形態になり、
毎週課題を出される授業がほとんどだが、課題に対して毎週フィードバックをしてくれた先生は他にいな

教養教育科目　社会分野

　

文学 柿原　和宏

社会学Ａ 曺　慶鎬



授業内容がわかりやすい、そして面白い。
学びになることが多い。 将来も役立つであろう考え方や、参考文献の引用の仕方などを学べたため。
教員の熱意も伝わる上に、毎回の課題レポートも充実していて、良いものは紹介するという感じで生徒のモ
チベーションも上がる。
文章の書き方も身に付く。
総じて、非常に学びの多い科目であったため。
レジュメだけを頒布するのではなく、動画で資料を使用して授業を進めるなど、視覚的に退屈することなく
授業を受けられたから。
毎回、授業の冒頭で課題レポートの捕捉をする時間が設けられており、学生が提出したものから完成度の高
いレポートをピックアップし良かった点と改善点を説明して下さったことで、いいレポートと悪いレポート
を具体的に理解することができ、論理的思考力だけでなく記述力も高まったから。
参考文献がとてもいいものだった。
広い内容をやったがその一つ一つが現代社会を学ぶのにとても効果的で、かつ見落としがちな内容だが、重
要なことを学べたと思った。
例えば、メディア論の中で、メディアを批判するときに批判ばかりである、という言説があることに対し、
メディアの役割から考えて、そのことは当然である、との見方を教わったことは、とても価値のあるもの
だ、と考えた。
スライド式で分かりやすく、レポートも内容をしっかりと理解しないと答えられないから

社会学（福祉） 武山　梅乗 毎回の課題の量が適切で、回答期限も十分設けてくれる。自分で考えて答えるような課題なので、思考力が
鍛えられ、集中して授業を聞いた分、わかるようになる。リアルタイムでの授業は、回線の悪さなどにより
進度はゆっくりだが、概念的な内容であるため理解を深める上ではリアルタイムでの授業が適切な選択だと
思う。
数日前から行えるため時間をかけられる。図を使った分かりやすい説明。
オンライン授業となってしまい、対面で授業を受けているように授業を受けることは難しくなってしまいま
したが、前期の社会学Aから社会学Bを通じて配信している動画を改善してくださったり、色々と工夫をして
下さいました。また、動画とレジュメを一緒に配信、配布して下さるので、理解しやすかったです。これに
教科書を読むとさらに分かりやすく、充実した内容でした。
先生の説明が例えを上手く使っており、スムーズに理解ができた。またそのおかげで授業の流れを把握しや
すかった。
まず授業の初めに学習意欲を引き立たせるような言葉を送ってくれる。また、授業内容自体もかなり分かり
やすいパワポにまとめられていて、授業後にやる小テストも授業でやった内容の理解に非常に役立つものと
なっていた。
プリントの解説が分かりやすい点や生徒思いの先生であるから。

　

社会学Ｂ 武山　梅乗

経済学Ｂ 畠中　貴



毎授業ごとにアンケートを取り、生徒が理解しきれてない範囲を次の授業で再解説するなど生徒に寄り添っ
た授業の進め方をしていたから。
オンデマンド授業ではあったものの、レジュメの内容が濃く、勉強するにあたり非常にやりやすかったた
め。
毎週配布される資料がとても分かりやすく、レポートを作成するのにとても役立ったからです。

経済学Ｂ 田代　一聡 cloud campusという機能を使い問題に取り組めたこと。点数が即座に出て、自分が間違えたところなどを確
認しやすかったため。

法学・憲法 河嶋　春菜 音声と、レジュメが別々で分かりやすかった
山崎先生の授業で自分の価値観が変わり転部してでも先生の授業を受けようと思えたから
オンライン初回から、レジュメと音声付きのパワーポイントを配信してくれ、後期に入ってもその質を落と
さずに続けていただいていること。
授業内容は、現代の政治の問題についても触れており、非常に興味が持てる。
わかりやすい事例からより発展的な問いに導いてくれる先生のコラムは非常に勉強になる
わかりやすいから
すぐ教材や授業動画を消してしまう先生が多いのだが、山崎先生は前期1回目からの資料も残してくれて見直
すことができ、またパワーポイントのまとめ方や先生の説明も分かりやすいと感じたから。
毎回、わかりやすくまとめられたレジュメと音声データが配られ、常に現在の政治問題に絡めた授業をして
くださった。
時には動画を見たりして、理解が深まりやすかった
現代世界の政治情勢を踏まえた授業を行なってくれ、なぜ現代の政治がこのようになっているのか、これか
らどのようになっていくのかをオンラインでの講義をうまく利用して行なってくれたため。また、clearning
で相談機能を利用した際にはすぐに返信をくれるなど、オンラインならではの不安も解消してくれた。
オンラインならではの生徒の煩わしさをほぼゼロに抑えていたという点でオンライン授業にすごく適応して
いた。自分の授業に自信があるからこそできる授業形態だと思う。結構オンライン授業は課題が多かった
り、授業時間帯の生授業でその日に出席コードを発行したりと先生主体なことが多いが、この授業はあくま
で生徒主体であった。内容も優れていると感じ、経営学部に所属している僕にもわかりやすかった。
オンデマンドだと教科によっては高い学費を払っている意味を見いだせないものもある中とても豊富な知識
を教えてくださり社会の見え方が変わり、自分が所属している学部の勉強よりも興味がわくようになった。

都市論 早川　純貴 実際の都市を学術的に学ぶことができるため
動画と資料を上手に使って講義を行なっているから。
内容に合わせた10分程度の動画を視聴し、その内容ごとに短いレポートを提出し、最後に授業のまとめとし
てレポートを提出するという授業の進め方が、一つひとつ理解していくのに最適であると感じた。

経済学Ａ 大嶋　健一

政治学 山崎　望

　

政治学 桶本　秀和



非常に分かりやすい
授業内課題やリアクションペーパーを提出しなければいけないため、しっかりと授業を受けるので自然と身
につくから。
授業内課題とリアクションペーパーがあり、そのうちの授業内課題の提出期限が授業が終わる時間までなの
で絶対にその時間に起きてしっかり動画を見て課題に取り組むというあたりまえのことですがオンラインだ
と学生はなかなかリアルタイムでやらないと思うことをこの科目ではしっかり授業を受ける授業づくりがさ
れていると思った。
動画の説明がわかりやすく、動画の前半に前回の内容やか課題の復習をしてくれるので記憶に残りやすい。
一個一個授業動画をあげる際も、生徒がわかりやすく集中しやすいように動画を短いスパンで区切って配信
してくれるし、資料も見やすいから。
授業内課題、リアクションペーパー等の量も少しだけ多いと思うが、記憶に定着する面から見れば適切だと
感じる。
前期の基礎的な内容を後期では応用できるようになっているし授業中に使用しているスライドもわかりやす
かった。
さまざまな授業のやり方(音声、映像、zoom等)で行われる授業は、生徒側が退屈にならないように配慮され
洗練されている。それでいて内容はとてもよくわかりやすく、専門的な知識の前に雑談と見せかけて基本的
な知識も教えてくださるので理解がとてもしやすい。また、先生のたとえ話はとてもユニークで面白く、わ
かりやすいため自らの見聞を広げるのによい。
普段はラジオ放送は裁判を細かく解説してもらっているのですが、定期的に行う法律に関するクイズなどオ
ンライン授業で行なっており、コロナ禍でもかなり充実している授業だった。
例えがだれでも知っているもので説明してくださるのでとても分かりやすく、興味が持ちやすいところで
す。
内容がしっかりしている且つ楽しいように考えられていて、一番楽しみにしている授業です。
生徒目線で、こちらが楽しく苦にならないような授業をしてくれる。それでも授業はきちんと頭に入ってき
てためになる。商学科だが、憲法にとても興味が出た。
受講者数も多く、受講者は人によってやる気も様々だが、それぞれに応じた対応をしてくださっているか
ら。(例 クイズ形式や投票形式にして楽しく参加を促す、オンラインで成績差をつけにくい状況である中で加
点要素をなるべく増やしてやる気のある人は成績が良くなるように工夫している、教科書に子ども六法を用
いたり、授業資料にアニメのキャラクターを多用したりと少しでも参加しやすく分かりやすい授業を心がけ
ている、生徒の感想や意見を次回以降の授業でなるべく取り上げたりコメントをしたりするように心がけて
いるなど)

　

法学・憲法 金澤　誠



アニメの事例を用いて噛み砕いて説明してくれるので,難解と思われがちな法学知識もすんなりと頭に入って
くる。
また,学生に課する課題への対応の仕方が非常に寛大・柔軟であると感じる。
授業では、古代からの国家について学ぶとともに現代社会の時事問題も取り上げてくれているので、参考に
なる事項が多かったです。
特に都知事選の時は各代表について詳しく知ることができたのでとても良かったです。
授業もわかりやすく、常に新しいニュースについても詳しく説明してくれたのでよかった
冗談も交えながらもわかりやすい授業をしてくださります。
コロナの影響でオンラインとなり、限られた授業時間の中でも、事前にフリップなどを準備しており、ス
ムーズな説明で分かりやすかったから。
説明が具体的でわかりやすい。今年は対面授業ではなかったからオンライン授業だったのですが、いつでも
みれるオンデマンド形式で時間に縛られないところもオンライン授業のいい所なのかと思うのでそういうと
ころもうまく利用できている点はよかったなと思いました。
通常の授業だけでなく、時事問題についても詳しく説明をしてくださり、世の中で起こっていることについ
て理解することができ、さらに生徒の自主性を尊重し自分から学ぼうと思える授業で毎週高いレベルの講義
を受けさせてもらっています。
実用的な内容が多かったため。
授業内容が分かりやすい
パワーポイントに説明を加えたオンデマンド形式の授業で、学習しやすかった。また説明が詳しくされ、何
個も例題を解いたので身に付きやすかった。
オンデマンド方式なので、一度で理解できなかった箇所を何回も繰り返し視聴できるのがありがたいです。
難解な内容をオンデマンド式だけで受講者が理解できるよう上手に講義を行っていた
授業動画の長さがちょうどいい
説明がわかりやすい
教科書以上の内容を説明していることもあって、教科書の内容をより詳しく理解することができる。声が聞
き取りやすいくて分かりやすい。
教科書と解説動画の見方を指示されていて、それがオンラインの中で授業内容の理解を深めるにはもっとも
効果的であった。

統計学 新行内　康慈

応用倫理学 滝沢　正之

　

政治学 白鳥　浩



現代社会と宗教Ａ 別所　裕介 前期講義の不安の中、安定的にオンライン授業を丁寧に進めてくださり、とても安心して講義を受講するこ
とができました。また講義内容としては、実際の現地での体験や写真、動画資料を拝見させてもらえたこと
で、オンラインでも臨場感のある有意義な体験をさせてもらえました。授業後のリアクションペーパーの授
業内での返答やピックアップして紹介してくださることで、講義のモチベーションも上がり、毎週月曜1限に
もかかわらず、一週間の楽しみとして履修することができました。
チベットや中国の歴史や社会風景を、ジョークを交えた会話で講義をして、面白く伝わりやすいから。
実際の体験談をもとにした授業であり、文字だけでなく写真や動画などで学ばせてもらえること
また、教授ご本人が授業内容の土地の研究をしていたこともあり、実態を詳しく知れること
時事的なことを絡めて授業が進んでいくので世界情勢が理解できることと、話を聞いていて飽きない。
毎授業で、日本と世界の当たり前となっている偏見や固定観念を根底から覆す事実を知ることができるか
ら。
ex)日本人は無宗教であるという認識が当たり前になっているが実はそうではない、宗教の世俗化は当然の流
れである、正義の名のもとに偏見を振りかざしてはいけないなど。
他人の価値観が自分とは違った場合、自分の考えが必ず正しくそれ以外は間違っていると考え、相手を卑劣
な言葉を用いてまで否定するのが増えている昨今の日本国民に必要な教育だと思う。
できることならみんなに受けてほしい授業だ。
このような社会状況の中、いつでも受講が出来るようにと、オンデマンド形式で課題の量や期限も適切だと
感じました。
①リアルタイムでないこと。
②授業動画の長さと課題とのバランスが適切(動画+課題でちょうど90分程)
③課題内容が簡潔・明確で何を学んでいるのか自分で整理できる、ためになっている。
去年も授業持っていたのですが、説明がとてもわかりやすい。
今年はオンラインになりましたが、去年と変わらないスタイルで、とても説明がわかりやすく、授業も興味
の持てるものを扱ってくれた理解しやすい。
端的にわかりやすい授業なので受けていてとても楽しいし、毎回の授業の内容に興味を引かれるから。
学生を配慮し、授業の内容も無理なく進んでいくので
授業内容が身近での出来事だったりするため想像がしやすい。
今まで当たり前、常識だと思っていた考えに、文化人類学の視点から新たな見方を与えているから。
オンラインという限られた状況の中で対面授業とほとんど比べてもほとんど遜色ないであろう質の授業をし
てくださっているから。
色々な例えや参考資料などを使って説明してくださるので、授業内容の理解が深まり、とても興味がもてた
から。

現代社会と宗教Ｂ 別所　裕介

現代社会と宗教Ａ 永岡　崇

文化人類学概論 永岡　崇

日本の文化と社会 加藤　之晴



生徒の要望を取り入れた授業を行ってくれるため一方通行感がないこと。
オンラインになったことで授業の質が落ちないよう、生徒の意見を取り込んでより良い授業にしようという
熱意が伝わった。授業内容も、生徒を飽きさせない工夫がされていた。
授業スライドが見やすく、話しも面白くてわかりやすい。毎回小レポートがあり、授業内で何人かの前回の
小レポートの講評をするが、それも面白くて自分も取り上げてもらえないかといろいろ書いたりする。課題
がすごく多いわけではないし、授業動画も前後編に分かれていてとても見やすいと思う。授業のやり方的
に、多少違うところはあるが小野洋平先生の心理学の授業と似ていると思う。
学生側が興味を持つような効果をつけたスライドでの授業は、オンライン授業という一方的にならざるを得
ない方式において楽しく受講が出来ている大きな要因であると思います。また、授業ごとに学生の疑問や意
見を取り上げ、先生が回答をしたり、そこから話題を展開させていくやり方は、他の受講生の意見を吸収す
る貴重な機会であり、授業内の楽しみにもなっています。つまり、受講していることを後悔しない(させな
い)楽しく充実した内容の授業であることが、投票した理由です。
授業内容が面白い
文化人類学という複雑な学問を、例として身近なもの(1年の行事や漫画･アニメ等)を例に挙げ説明してくれ
るので、わかりやすく楽しく学ぶことができる。
 毎回、授業の初めに前回授業のレポート講評をしてくださり、私達の解釈間違いや質問があると丁寧に再度
解説してくださる。自分のレポートが取り上げられていると、モチベーションにも繋がります。
授業コメントやレポートに対して丁寧に回答や添削をしてくださったから。コロナウイルスの流行によって
オンライン授業となったが、オンラインならではの形式や内容を取り入れ楽しく講義をしてくださったか
ら。
私たちが興味がありそうなことと、授業を関連付けて、私たちが少しでも興味を持てるような内容で講義を
して下さる点がとても素敵だと感じました。
授業ごとに感想や質問を書く機会を与えてくれ、授業時間内にそれに関しての回答を答えてくれるので理解
がしやすいです。授業自体も話が聞きやすく面白いです。
オンデマンド式で、毎回レポート講評をしてくれて、動画内容も楽しく理解しやすいものにしてくれてい
る。また、自分の興味のある内容のものが多く学んでいてワクワクするために投票した。
この授業を受けたことで今まで一つの視点からしか見えなかったが、文化人類学的観点という新たな視点を
手に入れることができたこと。また、授業動画が他の授業に比べて画質も良く声も通っているので非常に受
けやすかった。
他の授業であった動画とは違い、先生本人が動画に登場していたことで授業独特の緊張感を感じることがで
きた。また、先生の顔をされることで、先生自体を知ることができたのもよかった。
他には、レポート講評やレポートへの個別の返信など先生と生徒の双方向のやりとりができるようになって
いたのと良いと感じた。

　



授業が楽しく、分かりやすい。授業に積極的に参加しようと思える。
授業内での教材にアニメなどを使ったり、レポートにコメントを返していたりして、授業を楽しく受けれた
し、理解がしやすかったから。
動画・レジュメの内容が見やすく、わかりやすい
先生に非常にユーモアがある
｢レポート講評｣をしていただける
オンライン環境を上手く活用して受講者に分かりやすく指導行っていた。また、先生自ら受講者の意見や疑
問を授業中に解消するよう努力していた。
おもしろい
映像授業で分かりやすかった。
現代の学生が何を求めているのか、現代の学生の関心事は何かを、学生からのレポートやコメントシートを
通じて理解することに努めており、学生の興味をひくようなテーマで授業を展開している。
また学生1人1人で異なる、どの程度であれば他者にレポートなどを見せられて良いかという点もたとえコメ
ントシートや小レポートであっても非常によく配慮をしてくれ、学生の著作物たるレポートに対する権利保
護の意識が高いことも現代の事情をよく考えていると感じることができ、大変良いと感じる。
また、今年度やむなくオンラインにて講義を行うにあたり、独自に学生に対し通信環境に関する詳細をきき
とるアンケートを行い、どのようなスタイルで講義を行えば学生の経済的負担にならないかがよく考えられ
た講義となっている。授業をすすめるにつれアンケートだけではわからなかった問題なども把握し早期に対
応していることもまた非常に好印象である。
以上が本講座をベストティーチング賞に推薦した理由である。
オンライン授業で、先生と生徒の距離感が生まれてしまう中、授業の質問や感想の返答を動画でしてくれて
とてもうれしかったです。授業も
とても入り込みやすく楽しいので理解もしやすかったです。
受講生が快適に聴講できる環境づくりに努力していた。
ex)オンデマンド形式の授業で編集技術が素晴らしかった
私たちのために、毎回様々な工夫をして授業をしてくださる。授業の内容が、興味を持たせるための工夫が
されており、面白い。オンライン授業で、生徒である私たちも大変な思いをしていることを理解してくださ
る点もとてもありがたかった。
授業が通信機器を通して受けるからこそできる工夫がされていると思ったので、わかりやすいと感じた。(文
字に動きがある、資料や映像により理解しやすい)また、録画された映像を受講するのだが、映像の乱れもな
く、画質もきれいで見やすかった。
レジュメに書かれてる内容が箇条書きで分かりやすく、授業動画からは生徒からの見易さを優先しているこ
とが伺えるからです。

　



資料のみやパワポのみの授業とは異なり、高画質な動画授業を提供している。また、毎回の授業で参加者の
負担にならない程度の課題が課され、次回の講義でその講評を行っているため、オンライン授業でよくある
「孤独感」が大幅に和らいでいる。さらに、授業の改善点を積極的に募集しており、その意見をもとに実際
に改善していっているため、先生自身も常に成長し続けているような印象を受けている。
内容に関しては、非常に身近な内容と学問を絡めているため、楽しく理解することができる。また、今年な
らではの内容(オンライン授業の価値や欠点、感染症と人生など)も取り扱った。非常に様々なことに、臨機
応変に対応していた。

このように、授業スタイルや内容、教え方など、どれをとっても申し分ない。しかし、先生は現在でも向上
心を持ち続け、授業をよくしようとしている。常に受講生の視点に立ち、授業を展開している先生はあまり
いないと思う。
恐らく、対面授業と変らない(もしくはそれ以上)のクオリティの授業となっているように感じた。心からこ
の講義を選択して良かったと感じた。

あと息子さんかわいい
毎回の授業で本題に入る前に前回の授業のレポート講評があり、その内容がとても面白いと思ったから。
今年は、コロナによって昨年とは全く異なる環境となってしまった。しかしながら、加藤先生はオンライン
授業にいち早く対応していた。教育系Youtuberというのが最近流行ってきているが、まさしくそんな雰囲気
の講義で、たいへん面白かった。
また、授業内容も、君の名はなどの映像を豊富に活用し、学生に大変わかりやすい講義を行っていた。
リモート授業を通して、オンデマンドやクロマキー合成、zoomなど授業方法を試行錯誤して受講者のことを
考えた講義をしているため。また、授業内容もコメント紹介や受講生が興味を持つような講義となっている
ため。
この授業で習うことは知識、経験、思考を身に付けるのに有効だと感じたからです。
オンライン授業という通常とは異なる授業形態にも関わらず、授業資料・動画の作成や質問に対するフィー
ドバックが丁寧であったから。
授業内容が日常でも活用できる内容だから
後期から始まった音声付きのオンデマンド授業により理解度が向上した。
言語哲学の立場から論理的に言葉の真偽や含みなどを分析する授業内容が特に分かりやすく、スライドも見
やすく作られていた。また、音声解説もゆっくりとした聞き取りやすい口調で理解を深めるのに役立った。
説明が詳しく、復習なども毎回してくださってわかりやすかったです。

　

現代文明と哲学 葛谷　潤



前期授業はプリントと小テストだけだったが後期授業から音声付きの授業になったことでとても興味深い内
容になったこと
動画や配布されるプリントもわかりやすく、質問一つ一つにもとても丁寧に対応しているから。
授業内容を淡々と説明するのではなく、分かり易い例えを用いて面白く解説されている。
ハキハキしていて聞き取りやすい。
生徒に対して、とても低姿勢で丁寧に接してくれる。
オンライン授業のやり方が分かっている。
他の授業のように、オンラインの動画だけで理解させようとしたり、無理なテストまでしない。
授業を行なった日の内に質問への回答が行われている。
それらの質問への回答が一つひとつとても丁寧である。
授業動画自体も1時間前後あり、それに小テストも合わせて実施されているため授業内容も充実している。
はきはきとした話し方で、とても聞き取りやすく、授業内の説明も非常に分かりやすかったから
教材がとても分かりやすく、質問にも丁寧に答えてくださるから。

日本の文化と社会 森　雅文 今まで教育やテレビなどの影響によって凝り固まっていた自分の考えがこの講義を通して一気に変わった
講義系の授業はオンラインでの効率が良いと感じていた中で、プリントに細かく説明が記されており、画面
上の黒板で更に詳しく解説をしてくださった。話も面白く、機械の操作などに関しても全くストレスを感じ
ることがなく、授業内容もしっかりと理解することができ、意欲的に取り組めた。
メモ機能を使って黒板の解説に近づけていた。資料や音声のみでは伝わらないニュアンスもしっかりと汲み
取ることができた。
今の文化理解に至った理由などを教えていただいて面白かった。
映像などを活用して生徒に具体的なイメージを提供してくれたため、授業内容を理解しやすかった。

民族と文化Ｂ 森　雅文 文化の捉え方だったり、常識に対して疑問を持てた。

アジアの社会と文化 杉井　純一 授業はわかりやすく、課題に設定される動画も興味深い物ばかりで、毎回扱うテーマが違うのでいろいろな
知識を得ることができたと実感しています。
取り扱うテーマが多いので他の教科と内容が被ることがあり、アジアの社会と文化で学習しているので、他
の教科の授業もスムーズに理解することができました。一年生のうちにこの授業に出会えて良かったと感じ
ています。
資料とその解説音声がわかりやすく、自分の身近な話題が多く興味がわいたから。
授業内容に対して考える時間や機会を設けてくれるため、ニュースや新聞を見るときに自分で考える癖がつ
き、学ぶ前より倫理観が養われたことを強く感じるから。

　

民族と文化Ａ 森　雅文

応用倫理学 相松　慎也



文化人類学概論 内山　明子 プリントを配布し、内容確認のテストを毎回行っている。また、授業時間中Google Meetを用いて質問を受
け付けているため、授業で疑問に思ったことやもっと知りたいと思ったことをリアルタイムで先生に質問で
き理解を深められる。

民族と文化Ｂ 内山　明子 ヨーロッパの歴史について学べた

アジアの社会と文化 鈴木　一馨 スライドのアニメーションや文章が非常に見やすい。

Culture&SocietyIII 西村　祐子 オンラインでの海外の方との交流など、実践的な英語を学べたと感じたため。

英語で学ぶ教養（歴史と社
会Ⅱ）

澤田　望 澤田先生の授業はとてもまじめで、アフリカに関する知識をたくさん習いました。

毎回の授業にあるワークと授業コメント。ワークは先週学んだ内容を書き起こす作業で、授業コメントはそ
の日学んだ内容を受けての考察です。
これにより、学んだ週とその翌週の2回授業の復習が可能になりとてもよかったです。
ワークという先週の復習と授業コメントというものが授業内容をしっかり把握できる。
オンライン授業なのにとても理解が深まる形式であり、授業が楽しみだった。
文書だけなどという方式ではなく映像で残してくれるのが復習もできてありがたかった。
ワークの作成と授業コメントを毎時間提出すること。授業内容の復習になるし、
その中で面白いものや興味深い内容などを次回の授業で共有してくださるので、他の生徒の意見を知る機会
も多く
また、モチベーションにもつながるので良かったです。
授業資料が見やすかった。説明も丁寧で分かりやすかった。
授業コメントとワークの仕組みが良いと思ったから。
毎回の授業ごとにコメントを提出するが、コメント内の質問に真摯に答えてくださったり、優秀なコメント
を褒めてくださるので、学習意欲が向上すると思ったから。

心理学 高橋　良博 個人で学習する時間を多くとってくれているので助かります。
生徒との距離感も近く、連絡や相談にもすぐに返事をくれて、わからないことにすぐ対応してくれた。
授業内容を細分化したり今のご時世のニーズにあった授業内容で生徒のモチベーションに気を付けてくださ
るだけで無く、生徒が気になった心理学のお題を授業でやってくださったり大福帳というCラーニングの機能
でいつも質問やコメントに丁寧に返してくださるのは生徒への思いやりがあってからこそだと思うので投票
しました。

教養教育科目　自然分野
心理学 加藤　博己

心理学 小野　洋平



一つ一つの授業内容が細かく説明されていてわかりやすい。
生徒が興味を持ちやすくするために身近な情報を入れてくれる。
自分の好きな分野を選択できる。
講義の進め方などが、学生の意見を取り入れて工夫して授業を行っていたため。
オンライン授業ではあったが、できる範囲で体験学習を取り入れたり、受講者が興味関心のあることについ
ての内容をしてくださったりと、とても為になる、また学んでいて楽しいと思える授業を展開してくださっ
た。また、後期からは毎回の授業で基礎編で学んだ内容を基に、応用編で自分の興味のある内容を選択でき
る形にしてくださり、準備が大変なのにもかかわらず、受講者のことをとても考えて授業をしてくださって
いる。
オンデマンドでありながらも、日常生活の様々なものと心理学を結び付けながらの授業であったり、学生の
要望を的確に反映している授業だなと感じた点です。
体験学習などが用いられ、分かりやすかったから。
感想を書いたらひとりひとりに違うコメントをしていてほめてくれる、やる気に繋がる。
授業を受けやすいようにたくさん工夫してくれている。自分の興味のある分野のみ学ぶことが出来たり、毎
時間の授業に関係のある簡単な心理テストを最初に受けるからより内容がはいってくる。
聞き取りやすいようにAIに文章を読ませていたり、生徒のためにたくさん工夫してくれていて自分ももっと
勉強しようという気持ちになる。
コロナウイルスの影響でオンライン授業になってしまい、学生のモチベーションが下がってしまっている
中、先生が色々方法で学生の自主性を上げようとしてくれたのが印象的でした。授業は基礎編と応用編に分
かれているのですが、なるべく多くの学生の興味関心に合うようにと応用編を毎回3つ用意して頂き、非常に
楽しんで授業を受けることができました。また、スライドだけで授業を行う先生が多い中、小野先生は音声
付で実際の授業に近い形で行ってくださいました。更に、授業の度、コメントで先生とやりとりできて、授
業に直接関係のない質問にもすごく丁寧に返信してくださったのが嬉しかったです。先生自身が忙しくなっ
てしまうにも関わらず、学生のために様々な事を最大限行ってくださり、本当に感謝しています。
1年生で何もわからないままの私たちの立場を考え、レポートの書き方のファイルを作ってくださったり、音
声ファイル授業で何か不慮があるとすぐに対処してくださいます。
また、体験授業があることで内容がつかみやすいです。更に、受講者の興味のあることを、授業に交えなが
ら教えてくれるので、わかりやすいです。
授業終わりに内容確認として、簡単な問題を解くことで授業内容を整理できることも良いと思いました。
受けていて退屈に感じない、私たち生徒の興味関心に沿った授業内容にしてくださっていて、毎週有意義に
取り組むことができているため。
スライドと音声がしっかりと作られていてとても受けやすい。また、授業のフィードバックを大福帳という
機能を用いて行え、先生がコメントを返して下さる点が学ぶ意欲となっている。

　



授業内容に合わせていくつかのスライドを作り、生徒の興味関心に合わせて好きなスライドを選べるように
なっている点が良いと思います。小野教授の授業方法は生徒の関心にそった良い教育方法だなと思います。
実際にあったニュースや話題・問題を心理学の観点から学ぶことができ、これからの生活に役に立っていく
と感じたから。オンデマンド授業であったが、積極的に授業の内容のアンケートをとってまとめてくださっ
ていて視覚的にみんなの意見が見れてパソコンの前で一人で授業を受けている気分にならなかったから。
オンライン授業ではあるが、心理テストや学びを深めるためのコンテンツが多数あり、普段の授業と同じく
らい理解することができたから。また、授業ごとのリアクションペーパーにも丁寧に返信してくださるの
で、やる気を出すことができる。学生の興味関心にあった授業が分かりやすく、日常でも応用することがで
きて非常に楽しい。
実際に授業を受けてみたら、想像以上に楽しく、とても勉強意欲が湧くような授業内容で履修してよかった
ととても思ったから。
心理学の理論を自分で体感できる体験学習や、そのような動画が取り入れられていて、受けていて楽しく分
かりやすい授業だったから。
生徒の興味関心に合わせた受講内容などが用意されており、充実した学習ができているため。
心理学の先生ともあって、このオンライン授業最中、工夫を凝らして生徒がモチベーションを維持できるよ
うな授業をしてくださったので選ばせていただきました。授業を一時間ぶっ通しではなく、短い時間に基本
と応用で分け、間に気分転換となるような体験授業を入れて下さったりと楽しく授業が出来ています。
学生のアンケートで人気が高かった話題をテーマに授業をしてくださった。
自分の興味にあった内容を選べる授業が良かった。
授業の説明がわかりやすく、実際に授業内容に関しての心理テストなどを行うので心理学を身近に感じるこ
とができる。
実践的な心理テスト
受講者の興味関心に合わせた授業をしてくださることです。例えば基礎編では受講者全員が同じ内容を学習
するのに対して、応用編は三つ選択肢が用意されています。また、簡単な心理テストや大福帳を用意して下
さっているので、楽しみながらすることができ、尚且つ質問があれば送ることが出来ます。(毎週しっかりと
した返信を下さるのも他の講義とは異なる点だと思います)オンデマンド授業が多い中で、内容が多くノート
をとる時間がなかったり、課題が重く当日中提出で他の講義に影響があるような講義もあるのですが、分量
もちょうどよく、かといって内容が軽いわけではないため、本来の対面授業と同じくらいの満足度がありま
す。
体験学習を踏まえつつ、基礎編として各テーマごとのスライドを見た後、応用編として3種類のスライド資料
を生徒自身が学びたい分野を選ぶことが出来ること。授業後の確認として「大福帳」を用いて、感想や授業
内の疑問等、先生と直接コミュニケーションを取る事が出来ること。

　



対面での授業が難しい現在ですが、動画や資料を配布して終わる授業とは異なり、体験型だったため印象深
く勉強がしやすかったです。また、自分のペースで進めることができる音声もあったのでより理解を深める
ことができました。
授業(スライド)が分かりやすく、理解度の確認やフィードバックがあるため。
学生の興味、関心に合わせて選べる選択制の単元がありとても良いと思った(もちろん全てを選択することも
可能)。
また、コメントのフィードバックも積極的に行っていて、双方向型の授業を受けている実感がある。
講義を受けている生徒に基礎の部分を教えた上で、個々に学ぶ内容を選ばせて、自主制を促しているため。
生徒の意見を積極的に授業に取り入れてくれる。かといって内容が薄くなるわけではなく、心理学の基礎を
大切にされているので知識がしっかり身につく。「心理学でより良い人生を」とよく言っている通り、役立
てやすい思考のプロセスができる。オンライン授業になっても授業教材に手抜かりが無く、受けやすかっ
た。応用編では、自分の興味に合わせて講義の選択が出来る仕様になったのは驚いた。毎年良い評価を受け
ている講義だが、その評判通りの授業である。
授業の内容が、学生の悩みと心理学を混ぜた面白い内容であり、聞いていてすごく共感できるし飽きない授
業であるから。学生からのリクエストに応えた内容の授業も行っており、毎週いろんなことを学べるから。
今はもちろん、将来にも役に立つであろう心理効果をたくさん学べ、為になったと感じた。面白かった。
生徒の学びたい分野を授業に取り入れてくれるため。
アンケートをとって学生が受けてみたい講義内容を聞き、実際にその講義を行ってくれたため。また、学生
の興味により講義内容が選べるようにしてくれたため。
アンケートのようなものを取ったりして行う体験授業のお陰で授業がとてもわかりやすくなった
・雑音が入って聞き取りにくいのを防ぐ為に、説明音声をAIにしていた
・生徒が興味を持っている内容を積極的に授業に取り込んでいた
・授業の感想に対してほとんど返信をしてくれていた。生徒の立場に立った丁寧な返信だった。
授業をよりよくするために、生徒の意見を多く取り入れてくださったり、オンラインでの授業が飽きないよ
うに体験学習をしてくださって、心理学の学がとても面白いものになっています。日常生活に心理学の学び
を取り入れられるように身近な現象の説明を多くしてくださるので、楽しく学べています。
オンライン授業という不慣れな形式の中で学生の学習に対するモチベーションが落ちないような取り組みが
感じられた
受講者のコメントシートに毎回しっかりと教員コメントを返して下さることや、受講者の学びたいと思って
いる内容を聞き入れて講義内容に反映してくださること。
教員とのコミュニケーションが図れている。
授業がとてもわかりやすい。また日常生活に応用できるような授業内容だから。

　



遠隔授業なのにも関わらず、生徒に寄り添っていろいろな工夫をし、少しでもわかりやすく授業を行ってい
るため。
「応用編」として、3つのコースを自分の好みに応じて選択し、学ぶことができる。先生がとても低姿勢で、
好感を持てるし、分からないことも丁寧に教えてくれる。
オンラインであっても学習しやすいよう、生徒のモチベーションを上げる授業形態を模索し続けてくださる
から。
YeStudyで授業を受けていました。
スライドを作り、生徒がそれを見ながら自分でクリックすると次のスライドに行く仕組みになっていて、と
てもやりやすかったです。また授業後に理解度の確認ということで問題を多少解いたり、大福帳という意見
をかくところに毎回記入し、フィードバックしてくださったり、忙しい中とても生徒にとって分かりやす
く、おもしろい授業だったなと感じました。
生徒が興味を示す様な工夫がなされていて学んでいて楽しいため
最初にアンケートや体験学習をしてから講義に移ることで、やる気を維持したまま取り組むことが出来た。
また講義も何種類かある中で学生たちに選ばせることによって、興味のある分野を学習でき、学習意欲も上
がったと思いました。
その日のテーマの心理の働きを講義にうまく落とし込み、受講者が自らその心理の働きを体験することがで
きるように工夫されている。
また、一人一人の質問に丁寧に返答なさっており、知識の定着をサポートなさっている。
毎授業前に軽い体験学習を取り入れたり、応用編では3つの中から生徒が興味あるものを受けられるように
なっていたりと、オンラインであっても授業に創意工夫がなされていたから。
心理学を身近な例で分かりやすくまとめられており、学んでいて楽しいです。
一回の講義につき、基礎編と応用編に分かれており、応用編は先生が用意した3つの単元の中から選択するこ
とができるので、自ら学びたいと思った単元を積極的に学べることができます。
オンライン授業でしかできない方法を積極的に取り組んでいる上、非常に多くの時間を割いて私たちにわか
りやすく心理学を教えてくださってるのでベスト・ティーチングに選ばせて頂きました。
心理学を学ぶ上で、生徒の興味のありそうな内容も含めながら講義してくださりました。また、基礎編と応
用編に講義内容を分けるだけでなく、応用編ではひとりひとりが興味のある内容を3つの中から選択し学べる
ような工夫も後期から取り入れてくださっていました。心理学の知識をただ学ぶだけでなく、日常に生かせ
ることや、興味のあることを積極的に取り入れてくださることで、講義への学ぶ意欲が高まりました。さら
に、動画や資料も積極的に取り入れて下さっていたので、理解しやすかったです。
短くまとまったページごとに短い音声の説明がついていて、また、例題などの動画も入っていてやっていて
苦にならなかった。ほかの授業のストリーミングはずっと長い時間喋るだけなのでとても苦しい。

　



学びたい内容を自分で選択して学ぶことができるところがとても良いと思います。そして、毎回大福帳に
よって授業の感想を書くと先生がコメントバックしてくださり、勉強へのモチベーションも上がりました。
学習内容を学生自身が選べる方式なので、個人個人の興味関心にあった内容を学習することができるから。
生徒の興味関心に合わせてカリキュラムを変えていくところ。
生徒の声を聞き、興味のあるものへの選択式の授業が生徒想いで良いと感じた
オンライン授業ならではの授業プログラムが他の授業に比べてずば抜けて素晴らしいと思いました。特に驚
いたのは、「3種類から選べる応用編講義」です。基礎編として全員が共通して受講するスライド(音声付き)
があり、その後、自分が興味を持った応用編の講義スライドを選んで学習することができました。また、定
期的に「大福帳」という生徒からのコメントをひとりずつ返信してくれるため、授業への意欲が高まりまし
た。今年度で受けて一番良かった講義です。
基礎編と応用編に分かれており、基礎編では皆同じ内容を勉強し、応用編では3つの選択肢から興味のある分
野を勉強(複数可能)でき、限られた時間の中で生徒のことをしっかりと考えて魅力的に感じた。
コメントの返信が丁寧である点。オンライン授業の方法が他の先生たちと違うので面白く受講できる点。
オンラインに対応して、興味関心の湧く分野を適宜講義に取り扱ってくれる。
生徒の要望(学びたいこと)を聞いた授業を行ってくれる。毎回の授業で使われる資料に相当な手間が掛かっ
ているため。
yestudy上で、大福帳という生徒が自分なりの意見を述べることができる場所があり講師からの返答が来るの
で講義内容の理解をより深めることができた。後期から、応用編の講義が3種類あり好きなものを一つ選んで
受けるという形式になったので決まったものをうけるよりも自分の意思で意欲的に学習に取り組みことが出
来た。SNSの心理など自分の興味のある講義がその3つの中にあったので楽しんで学ぶことができた。
音声付きのパワーポイント資料で学習する授業で、、それだけでもとても興味深い内容で楽しいと感じてい
るのですが、資料とともに体験学習を行うことができ、授業内容を実践する機会が生まれ、より一層内容理
解を深めることができるからです。さらに、受講後には大副帳を通して先生と個人的に感想を伝えたり質問
をしたりなど、遠隔授業で先生に直接お会いできない分、この大副帳で意思疎通が可能になり、大学の授業
を受けているのだという実感に繋がり嬉しいからです。
大福帳を利用して、授業の感想や区月に対してコメントをしていただけることでモチベーションを維持する
ことができました。また、授業のテーマも自分の日常生活に近いものだったため、親しみやすかったです。
音声付きの分かりやすい資料と、課題のレスポンスを丁寧にしているから。
生徒の意見を尊重しようとしてくれているから。
これからの生き方に深く関わってくると感じたから。
また選択式の授業形式を取り入れてくれたので自分の必要としているものを選ぶことができた。
質問に丁寧に答えてくださった

　



興味のあるテーマを自分たちで選んで授業を受けることができる制度がすごく興味があるテーマを選んで学
習できたので楽しく、意欲的に学ぶことができたから。
心理学に直接関係する事柄だけではなく、映像や漫画などの心理学以外の分野の事柄からも心理学を利用し
て取り組むことができたから。
身についたと感じたし、やっていて楽しかったため。
スライドでの講義でしたが、音声付で分かりやすく、受講生の意見も積極的に授業に取り入れており、応用
編を複数の中のから好きなものを選んで学習できるという工夫もあり、楽しみながら受講できたため。
毎週YeStudyを通して詳細な講義資料を用意してくれています。それに加えてアンケート形式の体験学習や
心理テストなどを通して、受講者が興味のある分野の学習プログラムを作成して授業に反映してくれていま
す。
授業の中でも、実用性が高い授業内容でなおかつ、面白いと感じるから。
授業を三パターン用意して下さって、我々生徒の意見をよくくみ上げてくださっているから。
授業が選択式なので自分が最も興味のある授業を受けることができる点や、リクエストした内容や様々な生
徒の要望にできる限り応えてくれる点。
身近なことや問題と、心理学を結びつけて考えることを重視していて、板書量は多いが、体験学習や、後期
から自分の興味関心に合わせて選択制の内容を行うなどをすることで、飽きのこない工夫がされているし、
内容も興味深い為。
また、定期的にコメントを先生にする機会があり、この先生からのコメントはこれから生きる上で活かすこ
とができ、コロナ禍での心の支えや、双方向のコミュニケーション機会を提供しているから。
ただただ話をするだけではなく、生徒の楽しいと思うような授業をしてくれたから
日頃の役に立つことが多いのでワクワクしながら授業を受けられるから。
身近なものを参考資料にしたり、体験学習があるから。
後期になってから応用編が3つ用意された。その3つ全てを学ぶのではなく、基礎編の授業を受けてそれに関
する応用で学びたいものを各自選択して学ぶ。対面が難しい中、一方的に講義動画が送られてくるのではな
く生徒が楽しく学べるように生徒目線の内容となっていたから。また大福帳というリアぺで、授業の質問や
授業内容以外でも自粛で悩んでいることでも心理学目線から返信が返ってくる。コロナ禍のなかでも一方通
行の授業ではなく、双方授業だから。
基礎編の講義の後に応用編の講義があるのですが、応用編の講義は3つの中から選ぶことができます。先生が
応用編の講義を3つ作るとなると先生への負担が大きくなりますが、各生徒が興味を持つ内容に触れて欲しい
ということで、先生が応用編の講義内容を増やしてくれています。生徒思いだと感じました。また、グーグ
ルフォームを使った体験学習もあり、飽きさせない工夫が見られました。

　



オンラインという形の中でも、音声教材やわからないことへの個人的な質問だったり感想に対してフィード
バックをくれるところが、この講義を受けていてとてもいいと思った点です。オンラインになり顔の見えな
い講義形式になっている中でも安心して集中しながら取り組むことが出来ます。
実際に起きた事をもとに説明してくれる。画像や動画もあってわかりやすいし、見やすい動画である。
講義の内容が興味深いものだったから。
学生が自分が興味のある分野を選んで学べる講義だったから。
オンラインでも飽きないように、個人の興味に合わせた授業をしてくれた。
生徒が選べる選択制の授業が素晴らしい。
授業に関して、日常と絡めて説明されるためとても分かりやすく、記憶にも残りやすい。また、大福帳とい
う機能で、ほぼ毎回先生が学生1人1人に対して感想に対するコメントを頂けるので、受講時の疑問や感じた
ことを共有することができる。
新型コロナウイルスによって、学び方が大きく変わったが、このオンライン上での授業を上手く活用した、
とても有意義な授業であると思う。
オンライン授業という形でしたが楽しく勉強することができた。
体験学習やアンケートによって学生の意見を取り入れてくれた。
授業内容が非常にわかりやすく、自分の興味があるものを選んで受講できる方式がよいと思ったからです。
生徒とコメントが共有出来る場所を提供してくれていて、コメントをすると先生の視点からのコメントをく
れる。生徒にアンケートを取り、生徒が興味のあることを授業で取り上げてくれる。
応用編を自分の興味によって選べるのがとても楽しみながら学習できるから。
オンラインになり授業がつまらなくなるかと思いきや、自分たちが積極的に参加できる面白い授業を展開し
てくださっているから。
オンラインでありながら授業の質が全く落ちずに、毎回の授業が濃かったしどの内容も面白かったから。講
義内容も生徒が受けてみたいと思っている興味のある範囲や、生徒の興味に合わせた選択課題など生徒に寄
り添ってくれているのが伝わったから。
学生にほぼ毎回授業のフィードバックの提出をさせており、授業形態はオンデマンドで毎回の授業の最後に
先生からのコメント(主に学生のフィードバックの返答や授業内容の応用的なことが学べるオススメの書籍の
紹介など)があったため。
また、生徒の希望する授業内容も取り入れられていたため。
体験学習が豊富で、生徒の意見を取り入れた講義内容で興味が湧きやすい。大福帳の返信が一つ一つ丁寧で
嬉しい。

　



授業内容が主に基礎編と応用編で分かれており、応用編では、3つのテーマの中から興味のあるものを自分で
選んで受講できることから、モチベーションを下げることなく楽しく履修できる。授業内容も全てわかりや
すい例をあげて説明してくださる。今までのリアクションペーパーの代わりに大福帳という機能を使って、
質問や相談などをしているが、悩みごとなども聞いてくれてすごく助かる。最も学生に寄り添ってくれる先
生だと思う。
授業前や授業後に学びを深められるようなアンケートやテストを実施してくださっています。学生の興味が
あることを学ばせて下さり、実生活に生かせるようなことを紹介してくださるので、毎回授業が楽しみで
す。
講義資料を数パターン見れて自分の興味に沿ったものを選んで受講できるのが良い
生徒からの要望にも応えて講義をしてくれるし、内容も面白い物ばかりなので。対面で受けたかった。
今年度はオンラインでの受講がメインとなり、授業内容が単調になりやすい中で、小野先生はオンラインで
できる体験学習を毎回の授業で積極的に取り入れ、学生が主体的に学べるようにしたり、できるだけ分かり
やすい授業を行うため、頻繁にアンケートを取ったりしていた。後期からは学生の好みに合わせて受講でき
るよう、授業に3つのコースをつくり選択できるようになり、ますますひとりひとりの興味に合った主体的な
学習が可能になった。また、オンライン環境下では学生と教員間のやりとりが難しい中で、小野先生は「大
福帳」というソフトを用い、学生と教員が1対1で質問や要望、さらには普段の何気ない出来事などを報告で
きるようなシステムを取り入れていた。
オンライン授業なりの工夫がなされているところ。例えば体験学習を盛り込んでいたり、先生に直接授業の
感想や質問ができる。
とても分かりやすい。学生の興味関心を基にした授業内容を展開してくれていたため、飽きさせない工夫に
なっているなと感じた。
コロナの影響で大学にも行けず、オンラインで授業を進めてきたが、小野教授は大福帳というのを使い、生
徒と教員のコミュニケーションの場を作ってくれたから。ほとんどの授業が担当教授との会話は授業のこと
に関してばかりで、なおかつ、雑談のような交友を深められるような連絡機能もなかったため、堅苦しさが
残るし、少し寂しい気もした。しかし、この心理学の授業では、関係ないことでもなんでも気軽に聞ける
チャットのようなものがあったため、毎日の授業が楽しかった。
 前期の最後にアンケートを行い、生徒が学びたいテーマ・ジャンルのようなものを聞いており、後期ではそ
れを元に授業をしてくださったのも嬉しかった。
豊富な体験学習や資料が授業ごとに用意されていたため。また、オンデマンド形式を最大限に活かした授業
の仕組みが新鮮で面白く、対面よりもより深い学びが得られた思う。特に、学生が興味関心によって選択で
きる授業は非常に良かった。内容も学生からの質問、要望を取り入れてくださったものが多かった。
オンライン形式での授業に不安を抱いていたが、この授業のおかげで学習への積極性が1年間損なわれなかっ
たと感じている。

　



授業内容が単純に面白いことに加え、アンケート形式の体験学習や選択制の応用編など学生が主体的に授業
を受けることが出来る環境が整っており、オンライン授業の利点を最大限引き出していると思ったから。
予定していた講義とは別に、生徒が興味関心のあるテーマを取り上げて講義をしてくれた。
難しい内容でも日常生活での分かりやすい例を挙げながら説明をしてくれるので理解しやすい。
今後の生活に役立ちそうな心理テストや適性検査を体験できる。後期からは学生が興味を持つ分野に合わせ
て授業内容が選択できるようになったことで授業がより面白くなった。
授業の中に体験学習や心理テストなど折り込み、私たちが積極的に参加できる機会を作ってくださるだけで
なく、授業内容には日常生活のプラスに繋がる知識が組み込まれていて受けていて毎週ワクワクするからで
す。
心理学が日常でどのように活かされるかの説明が充実しており、また基礎編の後に応用編として三つの選択
肢を作り、生徒の興味あるものを選んで授業を受けられるようになっているため。また生徒のやりたい内容
を聞き、それに基づいて授業をされている点。
日常生活での場面を具体例で出してくれるので、想像しやすく理解できて、面白いから。
授業内容が分かりやすいからです。
そもそも興味のある分野でしたし、講義もわかりやすくまとめられており親切だと感じたためです。
分かりやすい資料を提供して下さり、毎時間小テストを行うので覚えやすい。
解説が丁寧で分かりやすく授業を受けていて楽しいと感じるため。
小テストにより理解力が高まった。
自分の関心のある科目で、レジュメのみの授業にもかかわらずとても分かりやすく満足のいく内容だったか
らです。
興味深い内容を取り扱ってくださっているため、毎回授業が面白く、自然と学習意欲が出てくるから。
また、資料のみの授業ではありますが、先生の解説とイラストがあるため、読みやすく、理解しやすい。小
テストも毎回行うことで、学んだことの整理ができる。
とても詳しく説明されていてたし勉強していて楽しかった。
オンラインでのオンデマンド式の動画配信型授業の中で、ノートをとらせて、小テストを提出することに
よって出欠をとるという形が自分にとって一番受けやすいと感じた。他の教科は授業時間と課題をやる時間
が別であるうえに、授業を受けて感じたことをレポートにして書かせるものが多かったので、学習内容があ
まり復習できなかった。音声ファイルやGooglemeetによる授業が無くてもしっかりとした学習ができたと感
じることができた。
わかりやすいような画像を作成してくれて、いま履修している教科の中で一番見やすくわかりやすいからで
す
pptがわかりやすく、授業の量も適切だと感じた。

　

心理学 白間　綾

心理学 堀　直人



非常に面白くてタメになる授業内容で毎回楽しく集中して挑めていると思ったからです

心理学Ⅱ 堀内　正彦 協同版を使用した学生同士の討論や見やすいスライド

化学序論 原田　和正 授業の説明が分かりやすく、授業の最後にいつも小テストとその解説があり、自分が今日の授業でどこが分
からなかったのか、またその解説を聞くことができた。ほとんどの授業が小テストの解説が次週に回されて
しまうので、解説を聞くときには忘れてしまっていたが、この授業は小テストが終わったらすぐに解説が
あったので、自分が導いた方法と本来の方法をすぐに比較でき、具体的にどこで間違えたのか、次はどのよ
うに解くのかがすぐに理解できた。

基礎数学Ａ 森口　央基 丁寧な説明が書かれた資料を作ってくれた。
質問した時にとても丁寧に教えてくれた。すごくわかりやすい。
小テストなどを交えながら解説まで丁寧にやってくれるため
小テストの解説をその講義の中でしてもらえるので頭に入ってきやすい。

科学基礎論 近藤　啓介 一つのミッションをみんなで協力して行うことでチーム力を高める。

基礎化学Ⅰ 後藤　浩太朗 授業前に授業の内容を公開して、授業後に確認テストを行い、
毎回、時間配分が決まっていて、とても受けやすい授業でした。

自然環境論Ⅰ 坂野井　和代 NHKスペシャルなどの文系学部生徒でも見やすい資料を使用されていたため、温暖化や宇宙についてへの関
心がより湧いた講義であったから。

自然環境論Ⅰ 山縣　毅 説明の配布資料が分かりやすい。
他の授業に比べて丁寧かつ短時間で効果的な講義を行っていたため。
授業内で自主学習、解説と時間を区切って行っているため
理解しやすかった
現在問題になっている気候変動などをどの授業よりもわかりやすく教えてくれる点
急遽オンライン授業になったにも関わらず、YouTubeやGoogleドライブ、GoogleMeetを上手く活用して生
徒により分かりやすい授業を行えるよう改善していく姿勢がとても好印象であった。授業内容も理解しやす
いよう何度も解説してくれるのも良い。
授業内で勉強をする時間をとりつつ、最後に重要なポイントをあげながら、まとめをしてくださり、とても
良いと感じたから。
Google Meetを用いたリアルタイムの配信型授業のセクションとYouTubeにある地震や津波などの動画を見
てリアルに学ぶセクション、最後に再びGoogle Meetに集まってまとめを聞くセクションに分かれ、様々な
形態から授業を行ってくださったからです。オンライン授業下で最も効果的で楽しい、そして内容も記憶に
残る授業でした。
授業形態がブレないし、わかりやすい。

基礎化学Ⅱ 岡田　朋子

自然環境論Ⅱ 山縣　毅

地球科学Ⅰ 山縣　毅

　



多く教師が現在の状況下で授業の形態を、以前の通常の授業の受け方に近づけようとしたり、慣れない機能
で四苦八苦するより課題のみの授業を選択する中で、私たち生徒がよりオンライン授業を受けやすいよう工
夫をしてくれていることが良くわかる授業だった。大前提として聞きやすくはっきりとしゃべる事などは勿
論、例えばPCを持たない生徒の為にスマホの通信の容量まで考えたり、ライブと配信を組み合わせたりな
ど、受けやすい授業が更に受けやすくなる工夫がされていた。駒大 YeStudyにおける毎回の授業内容につい
ての更新欄で、ページの先頭の方により最新の授業の内容を書き込むことにいたってはちゃんと見る側の事
を考えていないと出来ない設定なので本当にすごいと思う。
オンライン授業ですが、googlemeetやyoutubeを使用してわかりやすい授業を行ってくださるから。また、
改善してほしいことを伝えると真しに対応してくださるから。
オンライン授業が開始され、科目によっては課題が原因で学生の負担が大きくなることが多くなったが、こ
の授業ではレポート形式ではなく小テスト形式で課題を出していることから、課題に割く時間は短くて済む
が、自分の理解度が明確に分かるので効率よく学習することができた。
 また、課題の期限を短く設定しすぎても十分に復習を行えず負担になるが、長く設定しすぎても、自分で時
間の管理を緻密に行わなくてはならないのでかえって負担になりうる。この科目ではその課題の期限の設定
が非常に適切であった。
 さらに、多くの科目ではオンライン授業で補えない部分(データ量の都合で対面よりも短い時間で行っている
ため、あるいはその他の理由で対面よりもどうしても質が落ちてしまうため)を授業時間外の課題で自習させ
ることで補う手法をとっているため学生の負担が通常よりも大きくなっているが、この科目では授業時間の
うちの40〜60分を自習にあてているため、学生の負担が少ない。具体的には、初めの10〜20分でgoogle
meetを用いて概要を説明し、その後40〜60分用意した教材で学生に各自自習させる。最後の10分〜20分で
重要部分を再度説明し、質問を受け付けるという手法であった。授業時間外の強制された学習時間は非常に
少ないので、自分の好きな時間に好きな部分を選んで復習できる。
 他の多くの科目は課題以外の自習時間を設けることや、授業時間内に理解度を深めることは難しく感じたの
で この科目での授業時間内に自習させるという手法を評価する
授業がとても丁寧で、様々な人がいるなかでインターネットの通信量を最小限にしたり、告知をしっかりお
こなって下さるのでとても良いです。
オンラインでない講義も経験してみたいと思う授業です。他の科目に比べてオンラインで対面と同じぐらい
の質ではないのかと感じます。
今の生活に役立つ情報が多く、勉強していてためになると思ったから
高校で化学をとっていなかったが高校の復習から入ってくれて授業について行くことができたから

化学Ⅱ 持丸　真里 資料がわかりやすかったのと、課題もちょうどいい量だったからです。
ビデオとプリントを使ってその授業を踏まえるレポートを提出する授業だったため、身についている感覚が
したため。

地球科学Ⅱ 山縣　毅

化学Ⅰ 持丸　真里

自然環境論Ⅰ 持丸　真里



最も、生徒に負担がないように授業時間や課題の量、進度の速さを決めていたと感じたから。
環境汚染のことなどが題材となっているので、とてもためになったためです。
現在の地球の環境問題がどれほど深刻か考えさせられた、素晴らしい授業でした。授業時間もちょうどよ
く、課題設定もちょうどよく、受けやすい授業でもありました。
私たちの暮らしに身近な問題について、文字だけでなく、写真や絵など、具体的な資料や映像を使って考え
ることができたので、履修して良かったと感じています。
オンラインでの授業でしたが動画の長さや内容、課題の量のバランスがとても良かったと感じました。
メモ入りのスライドと説明の動画をあげてくださったので、より理解を深めることができたと感じたからで
す。
とてもわかりやすい
毎回の授業量と課題の量の塩梅がちょうどよく授業自体も長すぎず短すぎずでやりやすかった。
今年はオンライン授業という経験のない授業体系だが、課題や進行スピードが的確で、生徒としても混乱せ
ずにスムーズに講義を受けることができた。
慣れないオンライン講義の中で最も学習効果を感じた。
生徒にわかりやすく説明するためにいろいろ考えていると思った。
声が穏やかで内容もスムースに入ってきやすい
オンライン授業の特徴を生かしてオンデマンド方式で自分に合ったタイミングで学習できるのが良いと思っ
たから。また、オンデマンドでもしっかりと理解できるように工夫されていて学習しやすかった。
前日から課題に取り組めるため、時間の無駄が最もない
学校で受けてるような授業の仕方をしてくれるから
課題の量がちょうどいい
授業が分かりやすいから
毎回講義の録画を早めに送ってくださり理解しやすい。
課題や講義を早めにアップロードしていた点。
自然環境を学んだことによって、環境への興味が芽生え普段の生活の中で地球温暖化などの言葉の重要性を
感じることが多くなった。その上、ゼミを選ぶ際にも、自然環境関連のことを行っているゼミを志望したい
と思うようになった。結果として志望のゼミに入ることが出来たため、非常にこの講義が有意義だったと思
う。
授業動画が見やすく、聞きやすいため。
動画内で話した補足や注目ポイントなどがレジュメにも話し言葉で書いてあるので後で振り返った時に理解
しやすい

　

自然環境論Ⅱ 持丸　真里



レジュメのわかりやすい解説と授業時間が集中力が持つ時間で良かった。
声がはっきりしているし説明もわかりやすい

数学Ⅳ 小沢　誠 授業で経済に関する数学知識を習得しました。
人類の繁栄の歴史や人体の仕組みなど、今まで理解が曖昧であったことをしっかりと学ぶことができた為。
ためになる内容と自分の力になるような課題などが、とても身になったと感じたため。
授業内容もわかりやすく、わからない点を質問すると細かく説明してくださったから。
小テストです。授業内容をしっかり復習しないと解けないので授業をより真剣に受けることができます。
また、計算問題がよく出るので計算力の向上につながります。
授業形態がやりやすかった。配信授業で、テストが1週間に一度行われ、来週までに提出。授業時間中にでき
ないことがあっても違う時間でできるし、テストを解くために、嫌でも配信授業やプリントに目を通さなけ
ればならないから。
宇宙について学べて楽しかったから

自然環境論Ⅱ 髙橋　博之 動画と資料を併用した授業スタイルで、なおかつ、動画内での丁寧な説明がとても分かりやすくとても助
かったから。

地球科学Ⅰ 加藤　潔 詳しい説明が分かりやすいから

地球科学Ⅱ 加藤　潔 内容は複雑なものだったが、分かりやすく丁寧な説明だった。
プリントを使用し、空欄を埋めながら授業を受けるため、オンライン授業ながら一方通行の授業にならない
ような工夫をされていた。
授業内容が考えさせてくれるものばかりで面白かったです。これぞ大学生の授業だと感じました。
授業を配信する時間が当日の時間ではなく、前もって配信してくれるので予習がしやすく、多少都合が悪く
ても調整できる点
基礎的なことからどうしてそうなるのかの根拠、さらに応用まで的確に明示していてとても分かりやすかっ
たため。
教養科目で、1年生が多く受講していることも考慮されたレポート課題や講義内容がとても良く感じたから。
オンデマンド式で動画を見て、レポートを提出する。動画を繰り返し見ることができたり、用語をきちんと
説明してくださる。
毎回のリアクションペーパーによって自分の考えを表すことができること。
環境白書や防災白書を用いて授業を進めている点がいいと思ったから

人類学Ⅰ 瀧川　渉 動物園の見学レポート課題が無かったら自主的に動物園に行くとは思えなかったから。

数学Ⅲｂ 田所　裕康 資料がとてもわかりやすかった。

教養教育科目　ライフデザイン分野

　

自然誌Ⅱ 清水　善和

宇宙科学Ⅰ 髙橋　博之

宇宙科学Ⅱ 髙橋　博之

自然環境論Ⅰ 大槻　涼

自然環境論Ⅱ 大槻　涼



新入生セミナー 小泉　雅弘 1人1人の発表にアドバイスだけではなく、詳しく解説したり、豆知識までも教えてくださったりするから。
レポートの書き方や発表の仕方を丁寧に教えてくださったから。
レポートの書き方やレジュメ発表のやり方など、4年間を通して必要な知識を得ることができたから。

新入生セミナー 角道　亮介 レポートの書き方、参考文献の引用の方法など大学生で初めて行う基礎的な事項を教えてもらったため。

新入生セミナー 李　妍焱 学ぶうえでのプロセスを教えてくれて、分かりやすく学ぶことができたから。生徒のことを考えて授業のカ
リキュラムを組んでくれていると思うから。
オンラインでの授業で一方的な授業が多い中で、新入生セミナーでは双方向的な授業が受けられたことが良
かったと思います。また、毎回の授業で自分の考えを述べる機会と、人の考えを聞く機会が非常に充実して
いて、主体的に授業が受けやすかったです。
講義前の予習と講義後の復習で知識が定着しやすく、大学での講義への仕様やレジュメ制作の慣れが生まれ
た。
レジュメを作って発表するというやり方が高校までとは全く違っていて大学という場での学びというものを
感じた。
学校に関する悩み相談にものってくれた
授業での内容に関する説明や、課題に関する説明が丁寧で、授業中の話し合いの際は、話し合いがスムーズ
に進むように生徒側に質問をしたり、意見を問うなどのことや、自身の経験を語ってくれたりしていて退屈
しなかったし、わかりやすい授業になっていたから。
親身に相談に乗ってくれる

新入生セミナー 齊藤　正 今年度はオンライン授業という形でずっと進んできている中で、1年の私としては右も左もわからず本当に苦
しい授業がつづいている。その中で少しでも交流を深め、情報交換の場となった新入生セミナーは非常にあ
りがたく、毎回楽しみな授業の一つであった。

新入生セミナー 李　焱 最も楽しく、ためになる授業。
オンライン授業の中でも生徒同士のコミュニケーションが深まるような素晴らしい授業展開をしてくれた。

新入生セミナー 吉田　健太郎 ゲスト講義で様々な業界で働く方の話を聞くことができ、とても勉強になった。

新入生セミナー 西村　健 西村健先生の新入生セミナーでは、Excel、Word、Powerpointと基本操作を学ぶ講義、またレポートのまと
め方、プレゼンの仕方などと自分たちが社会に出てからやこれからの大学生活で使える講義内容であるから
です。
最後の授業に学生と交流できる機会を設けてくださり、今のこの状況で同学年で学生番号が近い人と唯一話
せたから。
レポートの書き方やメールの書き方などの大学生活に必要な知識を学べたから。

新入生セミナー 桑原　正行 大学に通えない中で、大学のことがよくわかった。

新入生セミナー 中村　淳

新入生セミナー 深澤　弘樹

新入生セミナー 山中　達也

河合　由佳理新入生セミナー



新入生セミナー 鹿嶋　秀晃 meetなどを使って、新入生同士の交流の場を設けてくださって嬉しかった。大学のことや様々な情報を教え
てくださって1番有意義な授業だった。

新入生セミナー 小野瀬　拡 些細なことに対しても御礼を述べられており、生徒と教師の互いが気持ちよくなれる空気作りをしていたと
思った為。

新入生セミナー 武谷　慧悟 みんなと話せる機会をたくさん作ってくださったから。
難しい内容もみんなが楽しめるよう雑談を交えながら解説してくれた。

新入生セミナー 持丸　真里 たのしかった
学科の分野に関わるテーマから課題が出題されることもあり、勉強しながら自分の将来についてじっくり考
えることができたため。
ひとりひとりに丁寧に指導してくださいました。また、授業内容も、今後必ずと言っていいほど必要となっ
てくるスキルを身につけるものが多く、大変タメになりました。
オンラインでいろいろ不安でレポートもどう書いていいかわからないのかったときに、ビデオでメールの書
き方やレポートの書き方を丁寧に教えてくれたからすごくありがたかった。
大学のことやレポートについて詳しく説明してくださり、非常に分かりやすかった。
オンラインならではのグループワークを積極的に取り入れていた点

基礎演習 藤井　淳 授業効果を充実させるためきっちり課題を多めに出し、ちゃんと社会に出るために必要なことをしっかり
語っていると思った。

基礎演習 竹中　智香 レジュメの作成方法や判例の探し方など基礎的なことを分かりやすく丁寧に教えていただき、また今年はオ
ンラインでの授業ということで、Yestudyのフォーラムを使った方法でしたが対面と同じような方法に寄せつ
つ、通信環境に関係なく授業を受けられるような配慮をしてくださったからです。

基礎演習 向田　正巳 基礎演習の授業で詳しくその内容について解説してくださるので関心がもてました。
前年度に刑法総論を富樫先生に担当してもらっていたのだが、そこの復習項目を中心に前年度触れなかった
事件も合わせて取り扱ってくれたから。また、講義に関連する発言のみならず、発言をしやすい雰囲気づく
りのために、雑談などにも発言点を加算していたため、活気のある話し合いや質問ができたから。
自らの発言する機会を設けてくれた
わかりやすい解説

基礎演習 神田　英明 民法と童話を結びつける講義でとても興味深かったです。
また、先生の人柄も良く、ゼミ内で直接交流がないのがとても残念でした。

基礎演習 清滝　仁志 知識だけでなく、実践的な考え方を教えてくれる。

新入生セミナー 内藤　寿子

新入生セミナー 三好　俊介

基礎演習 富樫　景子



・学生の意見を聞いてくれて、ゼミ内での話し合いが充実しており楽しい1コマであるため。
・また、調べてきた内容について自分の捉えられなかった観点にも着目・言及して頂き、話が面白く勉強に
なると感じているため。
・大学の授業だけでなく、将来社会人になった時に有効な内容であると思っているため。
Google meatを用いた少数対面授業であり、担当教員と直接デスカッションする機会が多かったから。

基礎演習 田丸　大 生徒の意見を第一に考えた講義内容を行なってくれているから。
また、このオンライン授業になっても他の教員とは違い無理のない範囲の課題を提示してくれるから。

コンピュータ基礎 坂野井　和代 前期は全科目がオンライン授業であり甲乙つけ難かったのですが、コンピュータ基礎は毎週のタイピングの
課題と、ワードやエクセルを自分で作成し、その解説を分かりやすく動画で行っていただきました。特に1週
間の課題の量や、一定期間内に提出しなければならない課題の量が適量であったため。
オンラインで授業をしてくださり、丁寧な説明とわからないところがあれば授業中にいつでも質問できる所
です。
説明がすごくゆっくりで、分からないところはすぐ教えてくれたり、アドバイスをくれたから
たくさんの仕事内容を知れたから。
サントリーの営業部長やWHO職員といった方々からコロナ社会との共生であったり、社会人として知ってお
くべきことなどを教えていただけた。また、講演者の皆様に質問する機会も設けてくれた
自分が成長を感じられる課題が多かった。
確かに課題などはかなりの量でキツイと思った時もあったけれど、前期を終えて夏期休暇に入ったときにそ
れまでPCなんてほとんど使ってこなかった自分が地元の方の友達にWordやExcelの使い方を教えていたり、
かなりタイプのスピードが向上して、半期でしかもこんな状況でもここまで成長させてもらえたのは素直に
凄いと思った。

ＩＴリテラシーＡ 湯浅　陽子 質問に対する回答が迅速で且つ具体的で、課題制作の助けになった。

ＩＴリテラシーＣ 湯浅　陽子 PowerPointの活用を学べた。パワポは様々な場面で使用するので、社会に出てからも使えるものが身につい
た。

ＩＴリテラシーＤ 湯浅　陽子 一定の量の課題が授業ごとに出され、やりやすいと感じている。他の人の良い作品が提出締め切り後に公開
されているので、自分で自分の作品に何が足りないのか考えることで、より効果的に上達することができ
る。また、同時進行でタイピングスキルを鍛えるアプリやサイトも勧められており、不慣れであったパソコ
ンの扱いが前期と比べて格段に成長した。
タメになる。
無料でタイピング練習ができるソフトを提供してくれる。そのソフトが非常に使いやすい。
また、ビジネスに必要な敬語やメール、報告書の書き方の説明が分かりやすい。今まで自分が知りたかった
内容を全て分かりやすく説明してくれるので頭に入りやすい。

湯浅　陽子

基礎演習 大山　礼子

コンピュータ基礎 小沢　誠

ライフデザインを考える 石元　悠生

コンピュータ基礎 谷本　玲大

日本語リテラシーＡ



オンライン授業になると質が下がりそうだと思っていたが、しっかりと一人一人の文章を読んで添削しても
らえた。
自分の伝えたいことを相手に誤解なく伝える力がつきました。この力はSNSにおける書き込み以外にも就活
の際のエントリーシートを記入する際にも役立つため受けて良かったと思いました。
自分が書いた文章に対して先生が個別にコメントをしてくれることがモチベーションにもなりました。
就活や社会人になったときに使えるテクニックを教えてくださった。
①一番いい先生は実は同じ授業を受けているクラスメイトですので、先生は毎回授業で他の学生の作文を匿
名してみんなにシェアする。この方法はその学生だけ励みになるだけでなく、自分より素晴らしい作文を見
て今後作文を書く際にもっと工夫をしていつか自分の作文もみんなの前に見せて欲しい。これはいい教育方
法だと思う。
②毎回提出した作文を丁寧に添削してくれ、自分の作文をちゃんと見ている重視されている感じが出て、よ
り良い作文を呈して欲しい。学生の課題を重視して、ちゃんと添削してくれることも私はこの授業が一番い
いと感じる理由である。
内藤先生の授業は何度か履修しているのですが、いつも興味深い内容を提供してくださっています。
毎回の授業課題で課されるリアクションペーパーや課題に対するフィードバックが丁寧で分かりやすく自分
自身の足りない部分を理解することができます。また期末課題などの告知を繰り返ししてくださったり提出
物の期限に幅を持たせてくださったりすることで少しずつコロナ前の生活に戻りつつある現在でも集中して
授業に取り組むことができています。

コミュニケーション文化入
門

神野　文子 生徒の意見をできる限り反映してくれて、指導の仕方も丁寧でとても分かりやすかったです。

熱くキャリアを話してくださり、とてもキャリアについて興味をもてた。
また、明るくて受けやすかった。
自分自身の将来の目標や目標に向けた方向性を考えさせる授業であり、それまで曖昧であった目標などが明
確になった。また、グループ内で発表し合い自分の口で言うことで目標の意識を高めることができ、今後の
社会で役に立つことを学べた。
以上の理由により、投票しました。
プレゼンテーションや話し合いなど、社会人になってから役立ちそうなスキルを学ぶことができたと思った
から。

メディアと文化入門 鈴木　久美 新聞記事から自分の考えたことや感じたことをまとめる授業なのですが、扱うものが時事ニュースや社会問
題など知っておくべき事柄で、それについて触れ深く考える良い機会になり、とても勉強になります。ま
た、自分の感想や考えを文章にする力が鍛えられました。
コミュニケーションや将来を見つめることの大切さを実感できる。

日本語リテラシーＢ 内藤　寿子

キャリアデザインＢ 渡邊　勝也

キャリアデザインＡ 鈴木　浩子



毎時間、他の人の意見を知ることが出来るので、自分の意見に自信が持てた。
ZOOMを利用したグループ活動を上手く使うことでコミュニケーション能力上昇のための活動をできたので
とてもやりやすく成長しやすい授業だと自分が感じるため。
授業を通して自分と向き合うことができる
zoomを使った授業形式が良かった。また、社会人の方を招いて下さり、視野が広がった。そして、スライド
もとても見やすかった。
今コロナが流行ってなかなか学校にいけない中、自分の過去や未来などの人生において必要なものを、グ
ループワークでコミュニケーションをとりながら考えていくところ。
オンライン授業とはいえ、録音した動画や、音声ファイルだけを送ってくる教授などもいる中で、唯一顔を
出して、同じ学生とグループワークをしたり、社会人のお話を実際にきいて質問したりと、1番自分のために
なっていゆ授業だと感じた。
人として大切なことを学べる授業だった。自分自身の成長に大きく関わると感じた。
zoomを利用したグループセッションが効果的だと思いました。
毎回のズームは大変ですが、履修してくれている学生のために毎回人生のことについて深く考えさせられる
ような内容をコミュニケーションを取りながら実行してくださるので、様々な他の授業よりも熱心に取り組
んでいただいてるなと感じた。
実際に企業で働く人のお話などを聞くことができて、とても充実した授業であったから。また、自分の興味
のある分野でもあったから。
ZOOMでいろんな人の意見を聞くことができ、他学部の知り合いもできた。
オンラインという難しい授業環境の中でも積極的に生徒が話し合う環境作りができていると感じたから。
話し合いをしながら進めていくところ。

ライティング・リーディング課題を課され、解説をされることによって理解が深まった。
参考書について相談した際に自分に適したものを提示していただいたため。

英語ⅠＢａ 勅使河原　三保子 スライドや音声資料だけの授業が多い中、Google MeetやZoomを用いて、他の学生と一緒に問題の答えを
じっくりと考えられたから。また、課題の英作文は、一人ひとりに丁寧に採点して下さり、自分の英作文の
直すべき点も見つけられたから。

英語ⅡＡａ 勅使河原　三保子 ワークライフバランスやノーベル賞といった世界で話題となっている問題に英語で触れられる授業だから。
リスニング課題などのコンテンツが充実しているので、将来的に実用的な内容が盛り込まれているため。

外国語科目　英語
英語ⅠＢａ 中村　哲子

　



英語ⅠＡａ ロッケル　キム　フォレスター オンラインによって私たち生徒が発表するのがあまり積極的にできないときでも時間をくれてヒントをくれ
たり、一つ一つの単元でわからないことがあるとその都度丁寧に教えてくれた。
歌や先生の母国の話を毎週取り入れてくれて、英語に関する文化に対しても興味を持つことができた。

英語ⅡＡａ ロッケル　キム　フォレスター 楽しみながら他と協力しながら英語を学ぶことができ、思考力が鍛えらた気がしたからです。

TOEIC(R)ReadingI 山崎　妙 定期的に小テストを行い、テストを行う1週間前の講義でZoomを使ってテスト範囲の解説を改めてしてくれ
たから。今年度は、顔を1度も拝見できてない教授もいるため、何度か顔を拝見できたこの講義は安心感が
あった。

英語多読・多聴ｂ 山崎　妙 カウンセリングを行ったり、学習状況を見てくださるため。

英語アカデミック・ライ
ティングⅡ

上田　倫史 大学の英語の授業は高校生の復習になりがちだが高校生の内容をさらにレベルアップさせた内容になってお
り力がついたと実感した

英語ⅠＢａ 福田　一貴 生徒に確認をしながら行ってくれる

TOEIC(R)Speaking フレンチ　ナサニエル　Ｓ． zoomの使い方が最も良いと思った。
英語の話す能力が上がるのを感じるとともに、ネイティブの先生だったため、リスニングも鍛えることがで
きた。

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 唯一みんなとお話しできるような授業で、話せる友達も作れたし、英語のコミュニケーション能力も培われ
たかなと思う

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 英語の発音について学べる。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 生徒に親身になって授業を行ってくれる。例えば、生徒が発音を分からなかったらわかるまでリピートして

くれたり、ほかのところでもわからないところがあったら理解できるまで教えてくれる。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 楽しくコミュニケーションを取りながら英語を学べるから。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 面白い
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 先生が気さくな方で、授業を楽しく受けることができた。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 先生が話すだけではなく、学生同士が1対1で話せる時間を毎回作ってくださるので、楽しく授業が受けられ

ています。また、先生の解説がわかりやすく、ネイティブの英語の発音を学ぶことができるので、とても良
いです。

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． まず顔出し授業なのが楽しいです。他の人とコミュニケーションを取りづらい世の中で、この授業だけはコ
ミュニケーションをとることができます。

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 取っている授業の中で唯一自分から話すことの出来る授業で、対面授業と同じように授業を受けることが出
来ました。先生もとても優しくて面白いのでこのクラスで良かったと思いました。

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 今現在、自分が受講している講義のなかで一番学生として講義を受けているなと思える科目であり、唯一の
ZOOMを使った対面授業だから。

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 生徒に対して真摯に受け答えしてくれるから

英語ⅠＡａ

英語ⅠＡｂ



フレンチ　ナサニエル　Ｓ． zoomでペアになって英語で話す授業が楽しかったです。おかげで英語の発音や文法にもっと目を向けるよう
になりました。

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． フレンドリーだから
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 話す能力が身につくと思ったから。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． リモートで先生の顔が見えるところ。小テストや今後の授業の予定をもれなく教えてくれる。リモートでは

英語をたくさん発音して声を出せるので楽しく授業を受けられる。とにかく今のオンライン授業において、
ぶっちぎりで楽しい!

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 英語を楽しませながら、また、アクティブに活動をしてくれたから。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 授業の雰囲気がとてもよく、ペアワークが活発だったので楽しく学ぶことができた。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． zoomのブレークアウトセッションを使ってを使って積極に英語でコミュニケーションをする方法が良い。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． とても明るい先生で授業自体が明るくなり楽しく取り組めたから
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． オンラインで対話を行い、英語力が上がったと思う
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． ネイティブスピーカーに近い英語の発音を指導してもらえる。とても分かりやすくて授業も楽しい。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 段階を踏んだ指導や、ペアワークの際には自分の伝えたい内容がよりよく伝えられる文法を指導してもらえ

る。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． ZOOMの使い方が効果的で授業も楽しく、英語の会話能力を鍛えるにあたって非常に取り組みやすい授業で

あったから。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． ちゃんとしたネイティブの発音を生徒達に取り入れながら授業していたから。またコミュニケーション重視

の授業がとても良かったから。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． わからないところを詳しく教えてくださった。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 発音の仕方などを細かく指導してくれたり、質問にもよく答えてくれる。人柄も良く授業が楽しい。
フレンチ　ナサニエル　Ｓ． zoomを利用した会話を積極的に行う授業で、とても面白いし英語力の向上につながる。

英語プレゼンテーション
（実践）

フレンチ　ナサニエル　Ｓ． 毎週プレゼンテーションやスピーチを何度もする機会があること、またそのプレゼンのどこが良かったか、
どこを改善した方が良いかを毎回教えてくれる点が良いと思った。オンラインでの授業のため他の学生と交
流する機会がないと思っていたが、この授業では一回の授業で数人の学生とペアになるため、自然と知り合
いも増えたし会話もできるので良い。英語でのプレゼンテーションスキルを鍛えることを目的としている授
業だが、もちろんプレゼンやスピーキングの実力も上がるし、先生が理解しやすい英語でとても楽しく教え
てくれるので楽しみながらリスニングの実力も上げることができる。

実用英会話（旅行編） フレンチ　ナサニエル　Ｓ． zoomを使った授業でとても楽しいです

英語ⅠＡａ 澤田　望 文章を読む時にシャドーイングをさせることで文章を頭で考えながら読むことができる

英語ⅠＡｂ 澤田　望 授業自体がとてもわかりやすい

英語ⅡＡｂ



澤田　望 双方向の授業でほかの学生や先生との交流ができるから。先生から「学生や教えることがが好き」という雰
囲気が出ていて落ち着けるから。丁寧な授業で分かりやすいから。

澤田　望 オンラインで学生同士が交流できる機会を作ってくれたから

澤田　望 ・毎時間、前回講義の課題についての解説動画が設けられており、実際の学生の回答もいくつか取り上げて
講評が行われることからフィードバックが得られやすい。
・講義中に行う課題については、Google Meetを利用したグループワークで意見交換を行うため、他の学生
と交流することができる。
・90分をフルに活用した講義計画が練られており、その計画も講義前日には共有されるため、トラブルも起
きにくく毎回スムーズな進行ができている。

澤田　望 授業の流れを授業ごとに提示し、その流れにそって授業を行ってくれるため。

英語ⅠＡａ ビューヒナー富士川　美紀 私は英語がとても苦手だったのですが、ビューヒナー富士川先生のおかげで英語が少しできるようになりま
した。

エバンズ　サイモン．Ｔ．Ｍ 実際に海外で使われている語法を教えてくれるところと授業が楽しいところがよいと思った。
エバンズ　サイモン．Ｔ．Ｍ 生徒同士のコミュニケーションが多いから。

英語ⅠＡａ エラム、　Ｊ．Ｒ． 進み具合や課題の量などが適度であるから

英語ⅠＡａ グリーンバーグ　陽子 わかりやすく説明してくれてわかんないところも丁寧に教えてくれる。

英語ⅠＡｂ グリーンバーグ　陽子 聞かせるだけの授業ではなく、生徒主体の参加する授業という点。

英語ⅡＡｂ グリーンバーグ　陽子 質問をしたときに細かく教えてもらえる。グループワークができる。

グリック　ジョナ 先生自身がわたしたちとの授業を楽しみにしてくれているのがすごくわかるため。

グリック　ジョナ zoomとclassroomを使っていて連絡がしやすい

英語ⅠＡｂ シャトノバ　オレシア zoomを使って実際に英語を話す機会を設けてくれたため

英語ＩＡａ 髙橋　比路史 とても面白い授業だから

ディクソン　麻紀子 オンライン授業でありながら、積極的にグループ学習を取り入れており、1年生で友達ができない中なか、ラ
スメイトと接する機会を多くしてくれた。

ディクソン　麻紀子 オンラインで友達作りが困難であるなか、グループ学習をたくさん取り入れ、コミュニケーションをとる機
会を多く作ってくださった。自主学習の割合もちょうどよく、自分の知識を広げるのにより良いやり方で
あったと思う。

ディクソン　麻紀子 zoomにおいて主体的に学習ができるよう、1週間の期限で少人数のグループワーク課題を設けるなど、アク
ティブラーニング的な授業で楽しみながら授業を受けることができた。また、顔を見せることで適度な緊張
感がありつつも、どんな人がほかにいて先生がどのような人なのか理解することができ、安心感をもって受
けることができた。

英語ⅠＢｂ
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ディクソン　麻紀子 zoomを用いており、教員やクラスメイトの顔が見える状態で授業を行っていることで、実際に対面で受けて
いるように思えるから。グループワークを取り入れることでコミュニケーションの場をつくっているから。

ディクソン　麻紀子 zoomでのオンライン授業というお互い慣れない環境の中、個人・グループでのプレゼンテーションなど英語
を話す機会をたくさん設けていただきました。後期では授業に慣れてきたのもあって、前期よりもしっかり
話すことができたのではないかと思います。

ディクソン　麻紀子 教育効果などとは直接関係ありませんが、オンライン授業という形式での授業で友人がなかなかつくれない
中、学生同士の交流を増やしてくれました。また、高校英語の範囲よりもさらに高いレベルでありながら難
しすぎないレベルの授業を行ってくれました。

ディクソン　麻紀子 明るく楽しみながら英語を学ばせてくれる環境を作って戴きました。

ディクソン　麻紀子 授業が楽しい

ディクソン　麻紀子 人柄の良さと授業の楽しさが断トツで良かったです。

ディクソン　麻紀子 文法・発音の指摘

ディクソン　麻紀子 教授の人柄の良さが素直に伝わった。他の授業では生徒目線になってくれる先生はいなかった。

ディクソン　麻紀子 毎回出る課題に対して、一人一人丁寧にフィードバックを行ってくださるから。

ディクソン　麻紀子 分かりやすい。

ディクソン　麻紀子 小テストの時に的確にいいところや治した方がいいところを教えてくれます。毎回の授業が楽しくて英語が
とても好きになりました。

ディクソン　麻紀子 外国へ居たこともあり、外国ではこのように使うことが多いなどといったようなことを教えてくれたり、発
音を正してくれたりすることでとても勉強になります。そして生徒一人一人と向き合ってくれて、いつも丁
寧に優しく指摘してくれます。

ディクソン　麻紀子 私は、英語がとても苦手ですが、とてもわかりやすい授業の進め方だと思います。

ディクソン　麻紀子 この授業では、生徒同士で問題を出し合ったり教科書を使用してzoomのブレイクアウトセッションで話し
合ったりと、自分で考える時間が充実していてとても楽しく行える授業だからです。

英語ⅡＡｂ ディクソン　麻紀子 生徒との距離が近く、こちらも積極的に取り組もうと思える。

英語ＩＡａ ディクソン　麻紀子 全ての科目がオンライン授業でしたが、どの科目よりも楽しく、また発言しやすい環境でした。楽しく学べ
る環境作りを丁寧にしてくださっているのを感じ、授業が楽しみでした。

マーティン　宏美 私は英語に不安がありました。マーティン先生の授業は英語で指示出した後、短い日本語でのフォローがあ
り指示を正しく理解することができた状態で授業を受けることができました。

マーティン　宏美 課題について、ほかの授業のことを考えてくれて期限に余裕を持たせてくれるなどの配慮をしてくれた。

マーティン　宏美 zoomを使った授業やプレゼン発表など生徒が主体的に活動できるから

マーティン　宏美 丁寧な説明で課題も取り組みやすく、身になったように感じたから。
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マーティン　宏美 教科書の内容を確認するためにネットのサイトから小テストを受けられるようにしてくれたり、アプリで楽
しく学習するなどの工夫がたくさんあったから。
また、授業の雰囲気も良く意欲がわくから。

マーティン　宏美 オンラインでは通常道理の授業が難しいのにもかかわらず取り組むべき課題が明確であるため学習をしやす
かった点。

英語ⅡＢａ マーティン　宏美 オンライン下でもしっかりと授業をしていた

英語ⅡＡａ 伊勢村　定雄 発音や文法に対して凄く厳しいが、その厳しさがより自分の身にできるという実感がわくそんな授業形態の
ため、この授業を選んだ。

永澤　香恵子 ズームを使ってクラスの仲間と協力しながら学べたから

永澤　香恵子 対面授業で初めての大学の先生との関わりだったが、1番楽しい授業だった
グループワークが多く、たくさん英語を話す機会があった

永澤　香恵子 問題を出して、少人のグループ分けにすることで発言しやすくなりました

英語ＩＡａ 永澤　香恵子 zoomでの授業でやさしく丁寧に教えてくださったり、内容も楽しいものが多かったからです。

岡田　礼子 英語は使うことがありそうなので

岡田　礼子 課題が結構やってめんどくさい所もあるけど、それをやりきる事できちんと授業を学べてる感があるし、
zoomの授業なので、先生やクラスの人と一緒に授業を受けているような感じになれるところも良いと思いま
す。他の授業はほとんどが、このオンラインで全く授業内容が頭に入っていないけれど、英語の授業はとて
も頭に入ります。

英語ⅠＢｂ 岡田　礼子 授業スピードが程よく生徒からの要望、質問を受け入れながら授業を進めてくれるため。また課題の開設が
非常にわかりやすいため。

荻野　一成 ZOOMを頻繁に利用し我々が仲良くなれるような配慮をしてくれた。そういったことで友達作りのきっかけ
になり助かった。

加々美　成美 オンライン授業の中、難しいと思われたグループワークや生徒間のコミュニケーションを可能にしてくだ
さったから。また、学生一人一人の意見に対してのコメントが充実しており、補足や良かった点なども挙げ
てくださったため、自分の意見をためらわずに言える環境が授業内であったから。

英語Ｉｂａ 加藤　澄恵 初めに宿題の答え合わせをする際に、ブレイクアウトルームで受講生と答え合わせの時間があります。そう
することにより、難しかった問題を教えあったり、別の回答を共有したりといったことができます。そう
いった「正解」を第一としない指導に安心感があります。
また、分からないことは分からないと伝えられることも、学生側としては素直な気持ちで授業が受けられる
のでありがたいです。

貝塚　泰幸 オンラインの中でも、発生の練習が適切で、小テストも毎回出ていた。テストもいい勉強になった。
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貝塚　泰幸 唯一のカメラ、マイク両方のオンの授業だったので学生同士関わることができる授業だったのでキャンパス
に行けない状況下だったのでコミュニケーションを取ることができてよかった。少人数のグループでの意見
交換などもできたので良かった。

英語ⅠＡａ 岩永　祥恵 私が授業に関することで質問した際に、丁寧にわかりやすく返信してくださったため。

吉原　由紀子 授業がライブ形式でわかりやすいのと、学んでいる実感がある。

吉原　由紀子 授業時間が、生徒がちょうど集中できるような時間で(長すぎず短すぎず)、生徒が英語での会話に詰まった
時などに、やさしく丁寧に、こういう時はこう言うなどを教えてくださる。

英語ⅠＢｂ 吉江　秀和 生徒に意見を聞いて課題や授業の進め方などを決めているから。

英語ⅡＢｂ 吉江　秀和 zoomを使ってオンラインでやるため、対面授業と変わらない感じがするから。

英語ⅠＢａ 宮崎　晴子 zoomでのグループワークは少人数で様々な意見交換ができてよかった。

TOEIC(R)ListeningI 金　美紀 教材を用いて、TOEICの解き方を実際の問題を使って触れることが出来、教授自らが感じたポイントも教え
ていただくことが出来た。また一回一回しっかりとコメントももらえるのでとても充実したものとなった。

英語ⅠＡｂ 金　美紀 金美紀先生が英語力を挙げた具体的な勉強方法をYeStudyに載せてくれるので、多くの生徒の参考になると
思った。(ディクテーションの方法等)
また、録音課題でも自らの声を用いて課題の指示をしてくださったので、スムーズに課題をこなせた。

英語ⅡＡｂ 金　美紀 先生指定の教科書を中心に理解度を深める授業を展開していました。加えてTOEICのリスニング対策など実
践的な演習をしてくださり、とても自分のためになりました。また将来就職した際の英語の必要性を何度も
訴えてくださったり、先生自信が実践している英語勉強法を共有してくださったり、熱意をもって授業を実
施してくださいました。

英語ｌＢａ 熊沢　和明 授業の内容にあったいろいろな話や映像を見せてくれる

英語ⅠＢｂ 熊沢　和明 実際の映画やアニメ、ゲームなどと英語を結び付けて授業をしていてわかりやすかった。

英語ⅠＢａ 古溝　裕佳里 授業中の適度な質問等々で積極的に授業に集中できた。

英語ⅡＡａ、英語ⅡＡｂ 古谷　裕美 最初にzoom授業で、一人ひとりにどういう授業体系がいいのか聞いてから、判断していたため。

英語ⅡＢｂ 戸丸　優作 オンラインでも生徒や先生とコミュニケーションがとれた点
適度な課題が出て、英語を楽しめるような内容や、実用的な英語などを学べた点

英語ⅠＢｂ 広川　治 映画を観たり音楽を聞いたりするのが、この時期でしかできないような課題で面白かったです。普段観ない
ような映画を観たり、新しい発見が沢山ありました。

英語ⅠＡａ 鴻上　将司 one minutes talk を毎週行っているとあまり日常では触れない表現を自分で考えるようになるから

英語ⅠＡｂ 佐藤　江里子 英語のDVDなどを見て、実際に英語を聞いて勉強できるところが良かった。

英語ⅠＡａ 佐藤　正伸 教科書を毎回、小テスト形式で受けるので予習をしっかりしようという意識が生まれ、学習効果が高いと感
じました。

英語ⅠＡａ



英語ⅡＡｂ 榊原　知樹 コロナ禍で対面での授業を行えないという環境の中でも、ライティングやグループワークなど工夫を凝らし
た授業を行っており、良い授業だと感じた。また、授業後に個別でした質問に対してもよく考えた上で回答
してくれるので、学習への意欲が湧いてきた。

英語ⅡＢａ 榊原　知樹 オンラインという慣れない状況下で、課題へのフィードバックが細かく行われ、自分がやっていることが
合っているのかまたどんな部分が不足しているのかを明確に示してくれていた授業だったと感じています。
後期の同授業はやり方を模索して下さったようで授業方法が大幅に変わりましたが、そちらもやるべき予習
や補足説明が的確で英語を英語の形のまま理解するのにとても役立ちます。

英語ⅡＢｂ 榊原　知樹 生徒に対して英文の和訳を課す課題が効果的だと感じたから。

英語ⅠＢａ 山口　律子 zoomを有効的に使える授業だと個人的に感じた。まだ、会っていない人たちと交流できることはかなり精神
的に楽になるので、その点において非常に助かっているため。

山森　由美子 親身。

山森　由美子 英語の細かい発音や単語の意味などをたくさん教えてくもらいましたし、一番対面授業のような感覚で受け
られました。
単語の対義語や名詞形・副詞形なども授業内で扱ってくださったのが、よかったです。

英語ⅠＡａ、英語ⅠＡｂ 山森　由美子 わかりやすく、授業に入りやすかった。

英語ⅠＡｂ 山森　由美子 特に英文の構造の説明が丁寧で分かりやすい。通信トラブルが起こった際も対応が適切で早かった。
質問した際の返信も早く、生徒想いの教員だと感じる場面が何度もあったから。

英語ⅡＡｂ 山森　由美子 英語の解説がいい

英語ⅠＢｂ 山本　麻里耶 zoomを利用して対面授業に近い形で学習できたから。他の講義よりもやりがいがあった

英語クリエイティブ・ライ
ティング

山本　麻里耶 英文の書き方だけでなく、他の生徒とコミュニケーションを深めながら内容を精査していくように計画され
ている授業で、楽しみながら、考えながら学習することができた

守重　真雄 生徒が電波不良で授業から退出してしまった際、ただ早退で片付けるのではなく、どうして退出してしまっ
たのかや、その後の授業内容を教えるなど、対応の柔軟さが素晴らしいと感じた。
また、ハロウィンの時期などは軽く帽子などをかぶりハロウィンの雰囲気を出し、生徒たちが英語の授業に
入りやすい環境作りを1番やってくれていた。

守重　真雄 ひとつひとつの説明が丁寧でわかりやすいです。また、授業中の質問も細かく回答していただけるので、内
容が難しくても授業についていくことができると感じました。学生の答えが間違っていたとしても、否定か
ら入らないことが素晴らしいと思いました。

守重　真雄 生徒一人ひとりによりそって授業をしているように思いました。オンラインではありますが、生徒間でのコ
ミュニケーションが取れるよう十分に配慮がされています。

英語ⅠＡａ
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守重　真雄 受講生が楽しめるように、英語を使ったミニゲームをしたり、生徒の進度や理解度を逐一確認してくれる。
通信が悪くて授業にうまく参加できない受講生がいても配慮をしてくれる。

常に受講生目線で授業をしてくださるのでとても有り難い。
守重先生のゼミが自分の学部にあったとしたら、受講希望を出したいくらい。

守重　真雄 課題の量のバランスが丁度いい。質問をすると丁寧に返して頂けます。学生とのコミュニケーションを重視
していて喋りやすい。親切。突然のトラブルにも瞬時に対応可能。事情があって参加出来ない時があっても
理解して配慮してくださる。
 zoomでは生徒同士で2人でペアだと話が噛み合わない時があるので3人でペアの方が良いのではないかと
思った。

守重　真雄 生徒が提出した課題を、次の授業でしっかりと丁寧にフィードバックしていただけることで改善点がわかり
ます。
生徒同士のコミュニケーションを取る場を積極的に設けているので、対面だったら話すことのなかった人た
ちとオンラインだからこそ交流できます。
ハロウィンの仮装などで楽しく学ぶことができたため、ためになったと感じています。ありがとうございま
した。

守重　真雄 頑張って生徒と接点を作ろうとしてくれるところ

小池　アニータ 海外出身の方をゲストスピーカーとしてお招きし、英語でお話をする機会を設けてくださったため。母国語
が英語でない方もいらっしゃったので、海外の方の英語の発音に触れることができ、また、話をすることを
通して、外国の文化等への理解を深めることが出来たと思う。

小池　アニータ いち早くリアルタイムでのオンライン授業に対応したくださったことや、様々な国籍の方々をオンライン上
で講義へ招き、生徒の実践的な英語の習得や他国への理解を深めることに努めてくださったため。

小林　潤子 zoomで私たちのペースに合わせてくれて、歌もあり楽しく覚えられている。

小林　潤子 オンライン授業に柔軟に対応し、適切な授業を行っていたため。

英語ⅠＢｂ 小林　潤子 グループ活動が多く、コロナで人とあまり接する機会が少ない中で画面を通してだが接することの出来る時
間を設けてくれるから。

英語ⅡＢｂ 松堂　啓子 生徒の自主性を高めてくれるような、講義内容だったから

英語ⅠＡａ 松尾　英俊 提出物について細かく添削してくださったり、連絡の機能をつかって進捗を確認してくださったりと、丁寧
に対応していただいたからです。

松尾　英俊 ズームの授業でクイズなどを取り入れながらとても楽しく、とてもためになる授業を行なっていただいてい
るから。

松尾　英俊 生徒が積極的に参加できる授業が良いと感じた。
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松尾　英俊 親しみやすい授業であったから。英語の取扱説明書を読み、何についての説明かを当てるクイズや、海外に
エアメールを送るなど、楽しく学習できたと思う。今まで学んできた単語が現実にはどのように使われてい
るかや、エアメールのルールなど実用的な内容が多く、社会に出ても非常に役に立つと思った。

松尾　英俊 私たち生徒のことをとても考えてくれてるのが伝わりますし、何より楽しい授業をしてくれます。クイズ形
式でオンライン授業ではありますがきちんと学べてる気がします。

松尾　英俊 月曜の朝からみんなのやる気を出させることができる人。この人について行こうと思える。

松尾　英俊 生徒が授業を楽しめるように英語を交えたクイズを出題していたり、明るく居心地の良い雰囲気で授業を進
めてくれたりするから。

松尾　英俊 生徒に英語への興味を沸かせ、苦手意識を減らす授業となっているため。

英語ＩＡａ 松尾　英俊 学生参加型で、楽しみながら効果的な英語学習ができているように感じます。
将来的なことや広い視野での貴重なお話をたくさんしてくださるので毎回授業が楽しみです。

英語ⅠＡｂ 上田　貴和子 特に発言する授業ではないが、前期の修正点を後期では修正されていたことやとても分かりやすい事や、対
応がとても良かったと感じたから。

英語ⅠＢａ 上田　貴和子 主にチャットでのやり取りだったのですが、説明も分かりやすく、資料も見やすいと感じました。Writingの
授業でいうと、私が書いた文章に対して改善した方が良いところを教えてくださったりしました。詳しく説
明してくださるので、理解もより深まりました。

英語ⅠＢｂ 上田　貴和子 教科書をしっかり使っている。教科書の内容に即したプリントを配布してくれて理解がしやすかった。英文
の書き方などもわかりやすく教えてくださった。協働板やハングアウトで授業内容でわからないことなどを
すぐに質問できる環境にしてくださった。

英語ⅠＡｂ 植村　恵子 授業が丁寧で、わかるまで何度も教えてくれるところ。今回はオンラインでの授業だったが、画面共有など
をうまく使って音声だけの問題も文字に書き起こしてくださり空欄になっているところをよく聞き取っても
らおうとするなど総合的に英語の力を伸ばそうとしていたから。授業後復習できるように、書き起こしたも
のをシーラーニングに掲載してくださったこと。

須田　拓基 生徒とのコミュニケーションが上手く、授業内でも積極的に多くの生徒に話しかけているため。授業を円滑
に進められているため

須田　拓基 他の授業と比べて、授業の雰囲気が良い

英語ⅠＡｂ 菅原　典子 毎回、次回の予習を義務付けられていてやらなければならないという使命感から勉強意欲が増す。定期的に
リスニングテストを実施し2、3日の間で受ければいいので時間的余裕もあり快適に受けることができるた
め。

英語ⅠＢｂ 菅原　典子 前期はオンデマンド方式で、語学なのに英語をしゃべらなかったりしたが、後期になってgoogle meetを使用
し始めたことによって、前期よりも理解が深まっているから。

英語ⅡＢａ 菅原　典子 ポイントとなる単語や熟語に触れながら、丁寧に日本語訳の説明をしてくださり、とてもわかりやすかった
から。気分転換のリフレッシュ課題(洋楽の和訳など)も楽しむことができた。
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英語ⅠＡｂ 清水　純子 課題を通して鑑賞する映画はとてもためになった。

英語ⅠＡｂ 石川　智仁 課題に対しての解説が丁寧だった点。

倉科　真季 たのしかったです

倉科　真季 授業時間内に終わる課題を出してくれて、自分のレベルにあった問題を出してくれる所。

英語ⅠＢａ 倉科　真季 オンラインでの授業で構造分析や文章の流れ、和訳など細部まで文章を解説していたから。

相馬　美明 英語の課題がたくさんあるのでためになった

相馬　美明 時々アカペラをのせてくれて癒される

英語ⅠＡｂ 相馬　美明 提出状況を見て課題の内容を変えているところ。疲れてそうだと思ったら比較的簡単な課題のみにしている
とのことなので学生のことを気遣ってくれていると思う。また、ヒントの音声もあるため、難しいリスニン
グ問題も取り組みやすい。

英語ⅠＢａ 相馬　美明 無理にZoomやオンデマンドを使わず、単純作業にはなるものの、PDFや音声で指定された課題を提出するこ
とが何気に一番英語の知識が身に付いた。ほぼ課題提出の授業となるが、英語ⅠAbのZoomを使った授業の
方は出席率が悪く、かといって出席しても対面する機会が少ないため、グループワークも進捗効率が悪い。
これを踏まえると、自ら課題に取り組まないと成績を取れない・理解できない課題提出オンリーの授業の方
が自分から向き合う分理解度が高く、オンラインという状況下で最も効率的な学習方法なのではないかと考
えた。

英語ⅡＡａ 相馬　美明 毎回出される課題が私的に楽しく、生徒たちのことを気遣っているのが画面越しでも分かったから。あまり
好きではなかった英語の授業ですが、楽しく一年間受けることができました。

相馬　美明 生徒に誠実に向き合っているのがオンラインでも伝わってきたからです。

相馬　美明 この状況での授業を学生のために分かりやすく、やりやすいように工夫して尽力して下さったため。

英語ＩＡａ 相馬　美明 学生のたちの返事を早く帰るし、態度も非常に良いこと思いました。
また、学生たちが書いた宿題などが丁寧に指導するのも非常に印象的でした。

英語ⅠＡｂ 村松　理恵 学生のことを考えてくれていて、理解しやすいスピードで授業をしてくれたから。

村松　理恵 水曜2限の英語ⅠAも村松先生なんですけど毎回の授業でみんなが理解できるように教えてくれるし、それで
もわからない人がいた場合にはその人がわかるように丁寧に教えていて理解できていない人がいないように
授業をしているところ。

村松　理恵 分かりやすく教えてくれた

村松　理恵 分かりやすく、気軽に質問がしやすい環境づくりをしてくださっていたように感じます。

村松　理恵 丁寧に親身になって教えてくれるため、とても分かりやすかったから。

村松　理恵 クラス全員を気にかけて、一人一人を見てくれているから。授業内容も進めていくスピードも自分に合って
いるから。
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村松　理恵 テキストに書かれている説明意外にも別の説明もしてくれたりプラスになることが多くわかりやすい。
また先生の明るさにより生徒が和やかになり楽しく授業ができるところ。

村松　理恵 オンライン授業であるのにも関わらず生徒に対して一人一人丁寧な対応であり、授業としては普通に対面で
授業しているくらい良かった。

村松　理恵 私たちは、特別なリモート授業という始まりだったため不安がとてもありました。でもそこで、村松先生に
とても優しくわかりやすく教えてもらい不安がとても少なくなりました。また、私はラクロス部に入部し
て、朝練習などの影響で授業に参加するタイミングがギリギリになってしまったりしまった時も、優しく声
をかけていただき、何回も村松先生に救われました。授業内容は、英語が苦手な私にペースを合わせてもら
い、理解するまで優しく丁寧に教えていただきました。そのため、学生生活の中で一番の英語を学ぼうとい
う意欲が生まれました。そのため、村松先生が一年間の中でどの先生方よりも圧倒的に教え方がうまく、生
徒自身の学ぼうとする意識を高めてくれていたと思うので投票しました。

村松　理恵 ユニットの総まとめとして、自らが考えて文章を構成するという学習が、今までの授業内容を含めた自分自
身の学習の成果を感じられるものなのでとても効果的だと感じました。

村松　理恵 みんなに均等にとても深く授業内容について教えてくれる。

英語ⅡＢａ 村松　理恵 生徒思いで、段取りよく授業を進めている

英語ⅡＢｂ 村松　理恵 授業内容を分かりやすく丁寧なため投票した。

英語ⅠＢｂ 竹内　真澄 英語の難しさを教えてくれ、また勉強が足りないと思わせてくれた。そのことにより、意欲が湧きやる気が
出た。

英語ⅠＢａ 竹内　裕見子 分かりやすい授業にするように工夫されていた

英語ⅠＢｂ 竹内　裕見子 実際に音楽を使って英語を聞くのでとても学びやすかった。

英語ⅠＢｂ 中妻　結 オンライン授業でもグループワークがあったり、ライティングの課題にもフィードバックがしっかりしてい
てスキルの向上につながる点が、大学の英語の授業として良いと思った。

英語ⅠＢａ 朝川　真紀 朝川先生は毎回の課題提出全てにコメントを書いてくださいます。良かった点、悪かった点を詳しく書いて
くださるので毎週の課題提出も苦にならず取り組むことができています。また、レポート提出にも優しいコ
メントを書いてくださることがとても嬉しいです。先生もオンライン授業できっと大変だと思うのですが、
ひとりひとりの生徒と向き合ってくださっていることがとても伝わってきて、朝川先生の授業を対面で受け
られないことが非常に残念です。英語が苦手な私でもここまで真面目に取り組めているのは朝川先生のおか
げです。本当にありがとうございます。授業も残り少なくなってきていますが、これからもよろしくお願い
します。

英語ⅠＢａ 嶋津　成子 授業時間内に発言する機会が多々あったことや、学期末にプレゼンテーションを行ったことは、自分の学習
意欲の向上に繋がったと感じたから。

英語ⅠＢｂ



英語語ⅠＢａ 藤井　道行 ・毎週zoomで授業を行っていただいた。
・英語の授業なので、声出しして英文を読む機会を毎回設けていただいた。
・zoom授業後、課題が毎回あり、英語力上達に繋がった。

英語ⅠＡａ 萩原　輝 わかりやすくよかったから

英語ⅠＢａ 白須　洋子 授業を行っていて履修している生徒全員に気を遣っていて課題等も適切であり、インターネット等の不具合
により参加できなかった時などの対応も素晴らしくとても助かったため。

白須　洋子 ズーム授業が60分やプライバシー保護のために顔だしを無しにしたり、課題も授業時間内で終わるようにす
るなど生徒のことをよく考えてくれています。また、授業テキストの内容だけではなく、発音や季節の行事
についてなど今後の生活に役に立ちそうなことも沢山あり大変興味深いです。

白須　洋子 日常英語もしっかり授業内容とは別に教えてくれる。
課題締め切りなどの指示が丁寧でわかりやすい。

白須　洋子 オンライン授業を実施し、無駄のない時間の使い方をしていた。わかりやすかった。課題の量が程よかっ
た。

英語ⅠＡｂ 平野　桃子 毎回の授業の課題提出後、フィードバックが丁寧に返ってきた。提出した課題に対するコメントや評価が見
れるので改善したい部分も明確になって良かった。質問や連絡をするとすぐに返信も返ってきて、対応も丁
寧で優しくて授業を受けやすい環境になった。

平野　桃子 手前に講義を公開して、講義の中教える内容がはっきり書いております。英語と日本語を書いているので、
英語がわからないとき、日本語を読んですぐわかります。一週間明け、正しい解答を公開し、自分のやった
レポートと比べ、すぐ間違え所をわかってきた。
 とても親切な先生です。

平野　桃子 精神的にきついと生徒が思っているのを察して、オンライン上でも励ましの言葉をかけてくださっていたか
ら。

平野　桃子 大切な部分や、基本的な事も丁寧に説明してくださるので、毎週「頑張ろう」と思えました。来年も平野先
生に教えて頂きたいです。

平野　桃子 レポートのコメントを見たら、よく出来てるやこの調子で頑張ってねなどのポジティブなコメントが多く
て、いつも励みになってるからです。

平野　桃子 わかりやすい
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英語ⅡＡａ、英語ⅡＡｂ 平野　桃子 対面での授業は叶わずC-learningにて課題の提出が主でしたが、毎回丁寧なコメントを下さり授業へのモチ
ベーションを保つことができました。
また、発音練習をした音声を提出した際にいつもコメントで褒めて下さるのが嬉しくて練習した結果この一
年で発音が上手くなったと感じ、他の授業でも自信を持ってスピーキング出来る様になりました。
積極的に協働板を使い、授業を取っている他の生徒の方とコミュニケーションを取れる機会なども作ってく
ださり、私たち生徒のことをよく考えて授業をしてくださってるのだなと感じました。
後は、毎回C-learningから個人的に連絡をする際に素早くレスポンスを下さりとても助かりました。

英語ⅠＡｂ 木村　晶子 シャドウイングやディクテーションなどを毎週やり、その答え合わせも行っていただけるので、英語の「話
す」「聞く」の分野の力をつけることができると思ったからです。

英語ⅡＢａ 落合　真裕 設問の回答根拠を説明しながらのやり方が良い

英語ⅠＡａ 髙橋　比路史 オンライン授業で他の人と顔を合わせることが少ない中、Zoomを使って先生・生徒の顔を見ながら、お互い
セッションしたり音読や英語での発表を積極的にすることができました。教科書だけでなく、インターネッ
ト上の様々なコンテンツを利用しての授業・課題もとても効果的でした。

髙橋　比路史 クラスの人と話す機会をたくさんもうけてくれた。

髙橋　比路史 講義が楽しいと感じるから。

英語ⅠＢｂ 髙橋　比路史 zoomをうまく活用してるので対面じゅぎょうに近いものがある。さらに少人数に絞っているのでコミュニ
ケーションが取れるようになっている。

髙橋　比路史 教科書だけでなく幅広い分野の英語に触れられるから

髙橋　比路史 人柄とても素敵で、元気が出ます。生徒一人一人のことを、ちゃんと理解してくださって嬉しい気持ちにな
ります。

髙橋　比路史 zoom機能を有効に使い、学生が主体的に取り組める授業内容であった。また、課題も現実的なものであり、
オンライン英語授業の見本のようなものだと感じた。

髙橋　比路史 授業の回し方がうまいと感じたから

髙橋　比路史 オンライン授業ですが、課題だけでなくzoomでの授業を行ってくださり、そこが他の授業との違いだと思い
ます。

髙橋　比路史 オンラインでの授業が楽しい。

髙橋　比路史 コロナ渦で学校に通って授業が受けれない中でも、クラスの人とコミュニケーションがとれるような楽しい
授業でよかったです。

髙橋　比路史 オンラインでの授業の中で、グループワーク、発表、課題等がスムーズに進んでいき、受講していてとても
良かったと感じています。また、教科書の内容だけでなく、その時の世界、日本の時事問題や、おすすめの
書籍、映画のセリフや歌詞そして、writing指導など、学ぶことが多く、英語を学びながら楽しく授業を受け
ることが出来ました。

英語ⅠＢａ

英語ⅡＡａ

英語ⅡＡｂ

英語ⅡＢａ



髙橋　比路史 まず、問題を間違えたとしても否定せずに肯定から会話を始めてくれるので、やる気が出ます。また、教材
として、有名な音楽や映画を取り込んでくれるので、とても楽しく充実した授業を受けることができまし
た。

髙橋　比路史 とても優しく、生徒目線で考えてくれる。授業を受けていて心から楽しいと思える先生です。

髙橋　比路史 授業中のプレゼンによって少しスキルが伸びたように感じたからである。

ドイツ語ⅠＢａ 下薗　りさ ドイツ語が全く分からない状態だったので不安もありましたが、説明が丁寧で、教科書だけでは分かりにく
かったところもきちんと理解することができました。また、毎回ドイツの映画や史跡を紹介してくださり、
ドイツという国をもっと知りたい、訪れてみたいという気持ちが大きくなりました。

吉中　俊貴 ラジオ式での授業で耳で聞く力がついた。より詳しい解説で分かりやすかった。

吉中　俊貴 ラジオ方式で授業をしてくれているのですが、すごくわかりやすい説明をしてくれるからです。

吉中　俊貴 生徒の学びを第一に考える授業方針で授業内でテスト対策までしてくださるから。

ドイツ語ⅠＡｂ 吉中　俊貴 先生が分かりやすく説明してくれてドイツ語が初めてでも丁寧で分かりやすい。また授業中に休憩時間を設
けてドイツにまつわることを教えてくれて興味がわいた。

吉中　俊貴 他の先生がzoomやオンデマンド型の授業形態をする中で、ラジオ式という音声だけの授業だったこと。
この形態にした理由として、長い間パソコンと向き合うのは疲れること、そしてパソコンや携帯の環境が
整っていない人じゅ、例えば、通信制限までに使えるGBがすくないこと。にも負担がとても少なく安心して
授業を受けられるようになった。
これは言語をするうえで、音声なので視覚情報ではなく、聴覚、すなわちリスニングがとても鍛えられてと
てもいい。
これほど安心に受けられて授業を受けられる授業はないと思いました。

吉中　俊貴 授業の受講前段階から、学生の負担をできるかぎり排除している。他の授業では多く課されるメール・
CLearning・Yestudyなどで掲示される確認しなければならない情報量、および通信量にも配慮されているた
め、受講に際しては授業そのものに集中しやすい。授業はプリント1枚の配布と音声のみのラジオ形式で進行
されるが、ドイツ語の文法・語彙・リスニングなど一技能に偏ることなく学習できる。そのうえで、生徒か
らの質問・指摘にも真摯に回答し、ドイツ語の背景にある文化や実際のコミュニケーションで用いられる会
話の例なども紹介するため学生も幅広い興味をもって受講することができる。

吉中　俊貴 ラジオ形式が新しかったから。

外国語科目　ドイツ語
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吉中　俊貴 初めてのオンライン授業となった今年は、多くの授業でより良い形へと改良するために授業方式が変わるこ
とが多々ありました。
慣れないオンライン授業で混乱した生徒は多いと思いますが、この授業では前期から後期まで一貫して、少
ない教材から多くを学ぶ
というスタイルが私にはとてもあっていました。
学生に対してもとても真摯に向き合ってくれていると感じました。

吉中　俊貴 授業は要点に絞って分かりやすく説明をしてくださる。この授業は、短い文章で様々なことを学べるので集
中力が続くのと、先生はドイツについて熱く語ってくれるためより授業に入り込める。

畠山　寛 とにかく楽しい

畠山　寛 授業内での説明が面白く、理解しやすい。また、毎回授業内で文法の復習をしてくださるのがとてもありが
たい。

畠山　寛 zoomの使用を通して楽しく授業を受けられたこと

畠山　寛 何度も音読を繰り返したり、授業中分からなかったり忘れてしまったことがあった時は、分かるまで待って
くれたり優しく教えてくれるところ。指名された人の番が終わった後、褒めてくれるという点もやる気に繋
がってとてもいいと思います。

畠山　寛 zoomを使ったオンライン授業だけど、映りたくないときや声を出せないときは申告すれば気軽に受け入れて
くれたり、質問されてわからないときや間違えたときには優しくフォローしたりしてくれるから。また、途
中で授業に関した楽しい話をしてくれることがあるから。土曜日にも同じ授業があるが、そちらは課題あり
のオンデマンドにしてくれて、気分的にも楽になった。

畠山　寛 前回の復習をしつつ新しいところに進んで、確認しながら発音したり、問題を解いたりできたので効果的だ
と感じました。

畠山　寛 授業90分学費相応の授業内容だと感じたことや、生徒を考慮してくださり間に数分の休憩時間を設けていた
だいてること、真面目さと面白さを半々で取り入れているような授業であるというところです。

畠山　寛 この状況にあって学生のことをよく考えて少しでも学生側が楽しめるように授業をして下さった。また授業
の内容においてもまず必要なる基礎的なことを文法も何もなしに叩き込むことで後の内容が覚えやすくなる
など非常に効率よく学習出来た。

畠山　寛 しっかりとグーグルミートを使って授業をおこなったうえ、分かりやすくドイツ語について解説してくれ
た。なにかあってもしっかりとサポートしてくれるなど融通もきかせてくれる。さらに、復習を授業のなか
でおこなってくれるため、授業の進みが早くてもついていきやすい。

畠山　寛 zoomとgoogleドライブの授業を使い分けていて復習や発音などをよく理解できた。

畠山　寛 学生を積極的に指名し、発言の機会を与えてくれる。話しやすい雰囲気を作ってくださるため、質問や相談
がとてもしやすい。

ドイツ語スキルアップｂ

ドイツ語ＩＡａ

ドイツ語ⅠＡｂ



畠山　寛 学生を第一に考えた授業となっており、復習などを取り入れることによって効果的に学習ができているた
め。楽しく学べる授業となっているため。

畠山　寛 オンラインだけどすごく楽しかった。授業後に生徒同士で話す時間を設けてくれたり、毎回の授業でブレイ
クアウトセッションをやってくれて、友達もできた。授業のススメ方も楽しかった。

畠山　寛 他の授業では先生が一方的に資料を出して解説なしに小テストを行うのに対して、この授業はzoomを使って
の授業のため、先生の言葉で教わることができる。わかりやすい。

畠山　寛 発音などを何度も繰り返し行い気が付けば、ドイツ語が定着する。また、純粋に授業が面白くドイツ語を学
ぶ意欲が増す。

ドイツ語ⅠＢｂ 畠山　寛 楽しいから。

畠山　寛 ミヒャエル・エンデの『モモ』を通して、生徒の持つ様々な意見を課題やグループディスカッションなどで
発信できる機会が豊富にあります。先生だけでなく、生徒も積極的になり、そして自信を持って意見を発す
ることができます。生徒一人一人の質問にも丁寧に答えて下さいます。面白いだけでなく、着実にドイツ語
の読解力を身につけることの出来る授業です。

畠山　寛 オンラインの中、ディスカッションや小テストを盛り込んでいた。Zoom上の授業だったが、機能を充分に活
用し、非常に学習効果が高かったと感じた。常に改良され、楽しく受講できた。

畠山　寛 オンライン授業であっても対話性を重視し、さらに授業を重ねるごとにアップデートしていっていた。
問いを立ててそれに対するコメントを提出させ、それをふまえてカメラ・マイクをつけた状態で生徒同士で
行うディスカッション。出席代わりのコメント提出。文法確認小テストなど、ZoomとC-learningのみで運用
していた。

畠山　寛 ドイツの児童文学作家ミヒャエル・エンデの名作『モモ』を題材に、現代でも通用する問いを立てモモの物
語とリンクさせながら議論を展開する授業です。コロナ禍というイレギュラー中でも、受講者同士が積極的
に議論できるような環境づくりを熱心にしてくれいます。授業毎に出される課題は自分の意見を述べる自由
度が高く、またそれをもとに受講者同士で討論をするため、つねに深く考える思考力を養えていると感じ
る。また、『モモ』の原文を使ったドイツ語文法講座も非常にわかりやすく、受講者のドイツ語能力向上に
大きく役立っていると思います。また、連続性のある後期「名文で味わうドイツ語b」も受講しています。

畠山　寛 zoomで行うグループディスカッションが楽しかったです。また先生が画面上でも積極的にコミュニケーショ
ンを取ろうとしてくださり、授業がとても楽しいです。

畠山　寛 毎回授業が進化していくのもよかったし、どうしたらリモートでも生徒のためになるような、生徒の力にな
るような授業になるかを先生が考えてくださっているのがわかりました。
それから課題では今まで自分が考えたこともなかったようなことを、深く考える時間と機会を与えてくれ
て、とてもためになりました。
教え方もうまいし最高です。

ドイツ語ⅠＢａ

名文で味わうドイツ語ａ

名文で味わうドイツ語ｂ



畠山　寛 オンライン授業でも通常授業と同じように生徒をどのように楽しませるのか、工夫が伝わってきたから。こ
れらの準備の量は大変であると思うのに、すごいパワーが、あるから。

畠山　寛 ドイツの児童文学書『モモ』を扱い、本書そのものを楽しむと同時にドイツ語の文法及び発音を学ぶ講義で
す。先生の教え方が丁寧でユーモアもあり、毎週受けるのが楽しみな講義です。オンラインでもディスカッ
ションを取り入れることで対面授業のような感覚が味わえます。

畠山　寛 哲学的な興味深いテーマを積極的に討論できる貴重な体験をすることができたため

畠山　寛 オンライン授業でもほかの先生とは違い授業のやり方を改善するなど工夫をして、とてもたのしい授業だか
らです。

畠山　寛 協働版での学習効果が私個人的に高い

ドイツ語ⅠＢａ（選）、ド
イツ語ⅠＢａ

森　公成 今年は異例の年であり、Zoomを利用してのオンライン授業や毎週プリントのみの授業もある中で、森先生は
音声のみの授業をシーラーニングに2週間限定配信を行っています。

森先生の授業の良いところは3つあります。
一つ目は、回線が途切れないことです。Zoomだと大人数の場合サーバーが重くなってしまったり、Wi-Fiの
状況によって先生の声が聞こえない事態が発生してしまいます。しかし、森先生はいつでも好きな時間に授
業を何度でも聴くことが出来るシステムなので、スムーズに学習することが出来ますし、聞き逃した場合、
再度再生することができます。

二つ目は、2週間限定配信という点です。いつでも聴くことが可能の場合、生徒によってはテスト前に全部を
聞く可能性があります。
しかし、限定配信を行うことで定期的に学習をすることができますし、意欲のある生徒とない生徒の差が分
かります。

三つ目は、音声のみなのに分かりやすいことです。森先生の授業は音声と教科書を使った授業で文法や間違
えやすい部分を指摘してくださり、初めてドイツ語を学んだ私でも非常に理解しやすかったです。そして雑
談もないため非常に効率的な学習ができます。顔の見えない相手でも話し方や説明の仕方で人柄が分かるよ
うな良い授業です。

最後に質問に対する、返答が分かりやすく丁寧で親切なことです。小テストの間違えたところに関しても一
人一人に合わせたアドバイスをいただけるのでとても理解がしやすいです。
以上により森先生は ト チ グと言えます外国語科目　フランス語



小黒　昌文 教え方が丁寧であり、授業の理解度を確認するために毎回一人一回は指名され、問題に答えたりしていた。

小黒　昌文 ・講義内で時間配分がされている点。
「その日の講義内容に関する説明・問題・解説」といった様に分けられているため、一講義の中で学習・実
践・復習を一連の流れとして行えた。また、そのやり方を1年間の講義のベースにしていただけたので、予
習・復習が行いやすかった。
・オンラインでの講義という制約がある状況でしたが、その分双方向にやり取りができる環境を作っていた
だけたため。
・個人的な理由とはなりますが、疑問を感じた点を講義後に質問できるようにしていただけた点。(meetの教
場に先生が最後まで残っていて下さったため、講義後すぐに質問が出来た。)

小黒　昌文 フランス語の授業だけでなく、フランスの国そのものに興味が湧くような、授業であったこと。

フランス語ⅡＡａ、フラン
ス語ⅡＢａ

小黒　昌文 質問に対して真摯に答えてくださる。
個別指導に熱を入れてくださり、どこが良くてどこがダメかはっきり分かる。

フランス語ⅡＢｂ 小黒　昌文 オンライン授業を有効的に使用している

フランス語スキルアップａ 小黒　昌文 分かり易かった。

フランス語スキルアップｂ 小黒　昌文 フランス語の文法を学びながら、作文をするのでフランス語を自分から発信する力が付く。
また、先生は細かい質問に対しても真摯に答えてくださるので、自分が納得するまで答えを追求できる。
授業始めに、学生に近況を聞いたり、先生のおすすめの本やイベントを紹介してくださるので「授業だ!」と
気を張ることがなく、楽しみながら授業を受ける準備ができる。さらに、その先生が紹介した本やイベント
は私にとって興味深いものが多い。

フランス語ⅠＡｂ 東　辰之介 C-Learningの「ニュース」や、毎回の授業の指示が的確で受講しやすかった。
テキストを先生の解説文を読みながら学習し、練習問題を自力で解いてから解説動画を見て、課題を提出す
るという授業形態が効果的だと思った。
先生の説明資料が、対面授業であれば口頭で伝える説明を、簡潔に要点がまとめてあり、とても読みやす
く、わかりやすかった。

外国文化ｂ 東　辰之介 レポートのような自分で文章をまとめる課題だけではなく、クイズ形式での課題がある。
そのため、文章要約能力と思考能力の両方を養えるので効果的だと感じた。
 また、PDF資料がフランス文化の様々な側面を取り上げてくれている。そのため毎回の授業資料が充実した
内容になっているので、世界史が好きな人には良い授業だと感じた。

フランス語ⅠＡｂ（選）、
フランス語ⅠＡｂ

後藤　はるか 始めて学ぶフランス語をわかり易く丁寧に指導してくださってると思います。

フランス語ⅠＢｂ



現代を読むフランス語ａ 後藤　はるか 教科書に沿った内容の資料を授業内で多く取り扱ってくださいます。文学や音楽や映画などです。
様々な観点からフランス、世界の様々な文化に触れることができ、物の考え方、感受性が柔軟になったと思
います。
フランス語の学習に関しては文法や発音のご教授が丁寧で、初心者の私でも楽しんで学習ができておりま
す。
フランス語特有のリエゾンや鼻母音などの細かい部分を毎時間指導してくださいます。
技能は飛躍できたと感じますが、先生は新たな課題を提示してくださるため、
怠けることなく、継続的な勉強、努力が身につきました。

加倉井　仁 私はフランス語を一から大学で習い始めて、他の授業にもフランス語の文法を習うものがありますが、そこ
で理解できなかった部分をこのフランス語IAbで習った時に、わかりやすくより単純に説明していただき、小
テストでも良い点数が取れるようになった。また、フランス語やフランス文化への興味と関心が増えた。た
だ説明するのではなく、おもしろく語呂で説明したりもしてくれる。授業の雰囲気も良く、楽しく受け続け
ることができる。

加倉井　仁 加倉井先生はオンライン授業において教科書のスキャンやタブレットなどを駆使してわかりやすく、私が受
講している授業の中で一番オンライン授業の良い点を取り入れられていると思います。

フランス語ⅠＡａ 清水　さやか 内容・解説もわかりやすく、課題の量も適切だった。生徒からの質問も丁寧に対応していて、授業内の雰囲
気もとても良かったため。

清水　さやか 前期と変わり、リモートでもmeetを利用したリアルタイムの授業に移行したことで、発音の確認や疑問点の
解決をその場その時でできるようになり、学習の効果が変わったように思った。コロナ禍で少しでも授業を
いつものように届けたいと思ってくれているように感じた。事実、前期よりもフランス語への理解度が高
まったと実感している。また、meetで授業中も少人数なのもあるとは思うが、満遍なくすべての生徒に発言
する機会を与えてもらっているので授業に参加できているように感じ、やりやすい。

清水　さやか お互い不慣れだけど頑張ろう。という感じがよかった。教え方が丁寧で、教えてやってんだ、みたいな上か
ら目線な感じがなく、頑張ろうと思えた。

清水　さやか Meetで喋りながらの授業だったので分かりやすいなと思いました。

清水　さやか みんなとオンラインで話せる時間がたくさんあるから

谷川　かおる ・根気強く復習がなされる点
・生徒の回答を否定しない点

谷川　かおる 授業プリントの色が沢山分けてあり見やすかった。また、Zoomの授業では生徒同士でのフランス語の文を読
ませるなど対面に近い授業であった。

フランス語ⅡＢｂ 畑中　千晶 オンライン授業でも学生に発声させていて、こちらとしても言語を理解するのに助けになっているので、そ
こがわかりやすい点だった。

フランス語ⅠＡｂ

フランス語ⅠＡｂ

フランス語ⅠＢａ



中国ＩＡａ 塩旗　伸一郎 zoomをフルタイム使うのではなく、効率よくテストや前回の復習等をして頂けたので、全部を通して集中す
ることができました。

塩旗　伸一郎 生徒の疑問にしっかり対応してくれた

塩旗　伸一郎 難しいけど優しく教えてくれたから

塩旗　伸一郎 自習時間、ズームの時間、テストの時間など、授業の時間を細かく割り振っていて、オンラインでも効率よ
く授業が受けれたところがとてもよかった。また、毎回の教材もわかりやすく、予習復習がしやすかった。

塩旗　伸一郎 一つ一つ丁寧に教えてくださり、オンライン授業で不安だった語学学習だが、発音など細かいところも個別
に指導してくださったり、手厚いフォローを感じたので投票しました。

塩旗　伸一郎 zoomでの提示資料が大変分かりやすい。(色での発音識別,細かな解説など)

塩旗　伸一郎 理解を深めるためのプリントや教材の数が豊富。また、それらでは ” 鉄則① ” などの様に、学習の要点が一
目で分かるような配慮がされているため。

中国語ⅠＡａ 佐藤　普美子 授業時間がちょうどいい

中国語ⅠＡｂ 小川　隆 生徒にやる気を出させてくれる授業だと感じるから。また、発音練習をする場を毎週設けてくれるため中国
語がとても身に付くから。

中国語コミュニケーション
Ａａ

小川　隆 Google meetを使用した授業で、解説も分かりやすく、中国語に関する理解が深まったと思うから。

中国語ⅡＡａ 岩崎　皇 授業説明がわかりやすい

中国語ⅠＢｂ 岩崎　皇 全体で一番授業が楽しみで学生側のオンライン授業の難しい点をしっかり理解してくれていたので不具合な
どがあっても親切に対応してくれた点。

中国語ｌＢａ 下出　宣子 優しくわかりやすい、寄り添ってくれる

中国語ＩＢａ 伊原　大策 基本オンデマンド授業なのに先生もリアルタイムで受講してるのを見ててくれるからしっかりやらないとい
けないなって思えた
大学に入って初めて中国語に触れたけど説明の教材が分かりやすい
授業のあとに少し課題があるけどそれも定着するしそれほど負担にもならないから良い

中国語ⅠＡｂ（選）、中国
語ⅠＡｂ

宮本　厚子 一人ひとり生徒に質問するので全員が授業に参加でき、できない生徒には丁寧に発音などを教えていて、何
よりわかりやすかった

中国語ⅠＡｂ 橋本　幸枝 c-learningで小テストして、答え合わせを授業で行った。

中国語ⅠＡｂ 根岸　政子 オンラインでたくさん練習が出来た

外国語科目　中国語

中国語ⅠＡａ

中国語ⅠＡｂ



三田村　圭子 meetを使ったオンライン授業で、一人ずつ順番に当てていって発音しながら授業を進めていく。実際で対面
で授業を行なっているような感覚でとても良い。また、すごく丁寧で親切なので、とても助かる。提出する
課題なども様々な方法を駆使して行なっているので、一番いい取り組みを行えているように感じる。

三田村　圭子 オンライン授業の質とは思えないほど分かりやすく、中国語を大学生になってから始めた私でも理解出来て
きており、また、授業が楽しいと感じられるからです。

三田村　圭子 とても私たち生徒に寄り添って授業を進めてくださるので選ばさせていただきました。

三田村　圭子 中国語を学ぶ初めての機会だったのですが、語学授業ということで不便な点も多々ありますがそれを感じさ
せないオンライン授業の方法で三田村先生の講義ではストレス無く知識をつけられました。

中国語ⅠＡｂ 小栗山　恵 授業の始めと終わりに必ず小テストがあり、そこで中国語がどれだけ身についているか確認することができ
た。また後期には、不定期ではあるがzoomを使った発音チェックの時間が設けられ、そこで先生と直接顔を
合わせて授業を受けることができた。

神谷　智幸 語学に関する文化を紹介するサイトを紹介してくれる点。

神谷　智幸 学生の理解度を踏まえ、進度を調整してくださる、また効率のいい動画学習と、実際に会話できるMeetを併
用することで高い学習効果が得られている。

中国語スキルアップｂ 神谷　智幸 目標に沿って適切なアドバイスを下さったり、オンライン上でもみんながわかりやすいように、中国語を楽
しめるようにと工夫してくださったりしたから。

大久保　明男 とても丁寧な教え方でした。

大久保　明男 初めて習う中国語なのでとても丁寧に教えてくださるところ、発音をしながら会話や単語を音読することで
わからないものを確認することができる。

大久保　洋子 ZOOMを利用したライブ授業で、先生の中国語の発音に倣って練習できます。また、テキストを利用して中
国語の文法を詳しく学習することができ、予習課題として先生自身が作成してくださった練習問題と中国語
会話の理解度チェックを行っていて、予習復習をしながら中国語をしっかり理解できると感じています。

大久保　洋子 zoomを利用した授業の中でも特に対面で受けているような感覚で学習できたため。

中国語ⅠＢｂ 大久保　洋子 私が疑問に思ったところへの質問も即座に返してくださり、また授業内でも受講生の疑問点を積極的に答え
ています。解説も丁寧な所もとても満足しています。

中国語ⅠＡｂ（選）、中国
語ⅠＡｂ

天神　裕子 機械トラブルで授業に参加できなかった時に、サポートをしてくれたところ。

天神　裕子 常に双方向授業ではなく、途中までオンデマンドで自分で学び、その後に少しみんなで集まる、という形式
が良かった

天神　裕子 わかりやすい

中国語ⅠＡａ 梅田　雅子 zoomで少人数でのブレイクアウトなど生徒だけでの話し合いがあり自分で考える機会がたくさん設けられて
いたのでとても授業内容が身につきました。

中国語ＩＢａ

中国語ⅠＢａ

中国語ⅠＢｂ

中国語ＩＢａ

中国語ⅠＢｂ

中国語ⅠＢｂ



中国語ＩＡａ 白　蓮杰 Meet授業 発音

中国語ⅡＡａ 迫田　博子 中国の歴史も含めて教えてくれて、楽しく授業が出来る。

中国語ⅠＢｂ 木谷　富士子 発音が聞き取りやすい

中国語ｌＢａ 木谷　富士子 個人的に学びが多かったから

中国語ⅠＢａ 齋藤　晴彦 質問の返答がとても分かりやすい

中国語ⅡＡｂ、中国語ⅡＢ
ｂ

齋藤　晴彦 とにかく丁寧だと感じた。再履修の授業で受けさせて頂いているのですが他の先生は分からないところがあ
ると何故分からないのか?というような事を言われる事がありますが齋藤先生はそのような事もなく音読も分
かりやすくゆっくり授業をして下さり良かったです。

スペイン語ＩＡａ 齊藤　明美 オンライン授業の中で、zoomを使いながら分かりやすく授業内容を教えてくれたからです。授業内に分から
ないことを気軽に聞けるし、何より授業を受ければ受けるほどこれからも齋藤先生にスペイン語を教えても
らいたいという気持ちが高まるからです。

スペイン語ⅠＢｂ 上野　勝広 説明がとても分かりやすい。オンライン授業の前後に小テストするので、自分の理解度が毎週分かる。

上野　勝広 オンライン授業を始める際、担当講師がスペイン語で「皆さん、お元気ですか。」など簡単なあいさつ程度
の内容を1分程話しており、教科書の問題をただ解くだけではなく、実際に使っているのを聞くことで、言語
を使うことに対してリアリティが生まれるのがとても良いと思う。また、質問や疑問点に関して、丁寧に解
説をしてくださる点がとても授業を受けやすい。

上野　勝広 講義を始める前の小テストで先週の振り返りを行い、講義終わりにはその講義の小テストを行う事でより確
実な復習を行えるから。講義内容も気楽な雰囲気で緊張状態が苦手な自分も集中しやすい。

スペイン語ⅡＡａ、スペイ
ン語ⅡＢａ

真下　祐一 とても分かりやすく、丁寧な説明で、苦手なスペイン語を理解することができた

齊藤　明美 1.前回の復習のため小テストを実施
2.meetを対面で使用し、きめ細かく不明点、注意事項など指導のほか発音などのチェックを実施。
3.文法動画にて文法、発音練習を繰り返し確認できる。
4.単語などその日の学習を24時間以内にドリルを実施。出来るまで繰り返せるので効果的。
5.レポート機能を利用し課題提出。

これを毎週繰り返し実施することで、効果的に学習できています。
齊藤　明美 課題やドリルが毎回出されることで復習に効果的だと思った。また答え合わせを授業中に丁寧にしてくれる

のがよかった。

外国語科目　スペイン語

スペイン語ⅠＡａ

スペイン語ⅡＡｂ



スペイン語ⅠＡｂ 齊藤　明美 Googlemeetを使った授業で分かりやすい説明や発音の仕方を聞くことができる。わからないことも聞きやす
く、同じ授業を受ける学生の顔も見ることができ、資料のみの授業よりも楽しく感じる。

スペイン語ＩＢａ 齊藤　明美 meet授業で解説してくれるので分かりやすい

スペイン語ⅡＡｂ 齊藤　明美 話の内容が分かりやすく、覚えやすい。

齊藤　明美 コロナ後の対応も早く、meet授業も分かりやすかったです。シーラーニングを使った小テストや教材共有も
早く、他の授業に比べて授業がスムーズに行われていたように感じました。

齊藤　明美 宿題、出席、課題用のビデオ、様々な分野に細分化されていて質問も返信がはやい。

現代を読むスペイン語ａ 齊藤　明美 映像とオンラインでの授業の進め方がとてもよかったです。

スペイン語ＩＡａ 笛田　千容 オンラインでの長時間の授業だと集中力が切れてしまいますがこの授業は短時間で内容をわかりやすく説明
してくださるので満足しています。また習った範囲をすぐ問題で練習できるようにしてくれているためより
理解が深まります。

スペイン語ⅡＡｂ コルメナロメロ、　Ｒ． スペイン語に関連したエピソードや似ている他言語を合わせて教えてくれるため、スペインに対する興味が
より深まりました。

ルイズティノコ、　Ｃ． 初めての言語で不安だったが、とても分かりやすく教えていただいたため、内容がすぐに理解できた。生徒
が授業中にわからなくて悩んでいるときも、その生徒を責めたりせずに優しく教えていたところにも好感を
持った。つたないスペイン語でも聞き取って理解してくれたこともうれしかった。

ルイズティノコ、　Ｃ． 初めてスペイン語に学ぶということで、不安が大きかったのですが、分からない問題が合っても丁寧に教え
てくれたり、正解だったら褒めてくれたので楽しくスペイン語を学ぶことができたので投票させていただき
ました。

スペイン語ⅠＡｂ ルイズティノコ、　Ｃ． チャットを併用しながらのLIVE授業が面白い。間違えてもわかりやすく説明し直してくれる。

栗林　ゆき絵 授業で学んだことを次の週までに問題として復習できるようなシステムになっているので、復習がしやすく
理解が深められる。

栗林　ゆき絵 ･ 毎回の授業の後の確認問題がとても効果的だと感じています。満点を取るまで何度も受験できるので必然
的に受ける回数が増えて学習時間も増えますし、定着も早いのでこのシステムが好きです。
･ 新しい単元の学習の時に、過去の範囲の復習も織り交ぜて下さるので、新たなことを学んだあとでも既習
事項を忘れにくいです。

栗林　ゆき絵 わかりやすき授業であり、生徒に寛大であるから。

栗林　ゆき絵 私はこの授業で初めてスペイン語に触れたのですが、1つ1つの重要な文法を丁寧に教えてくださり、スペイ
ン語に苦手意識を持つことなく学習することができました。

栗林　ゆき絵 zoomを使い、テキストの解説・練習問題・訳を行っていてわかりやすい授業であると思う。定期的な試験と
毎回のYesterday上の小テストがあることで知識の定着度が確認でき授業がやりっぱなしとなることが防げて
いると思う。

スペイン語スキルアップａ

スペイン語ⅠＡａ

スペイン語ｌＢａ

スペイン語ⅠＢｂ



栗林　ゆき絵 授業がわかりやすく、それぞれの学生の状況を理解しながら講義を行っていると感じたから。

栗林　ゆき絵 YeStudyでの自主課題がいいなと思います。何度でも挑戦でき、最高評点が成績につながるところが実力
アップにつながっているからです。

ロシア語ⅠＡａ 三好　俊介 Googleミートによるリアルタイム授業と、わかりやすい解説映像資料を併用した方法が理解に大変役立っ
た。
また、リアルタイム授業の時には実際に先生が撮ってきたロシア の写真を見せてくれて、意欲を掻き立てて
くれる。

三好　俊介 グーグルミートの際にロシアで撮った写真を見ることが出来、語学以外のロシアのことを知ることが出来る
ので、よりロシア語を学ぼうという気が起ってくるから。

三好　俊介 ロシアについてあまり詳しくなかったが、そんな我々に対して自身の経験などを踏まえて接しやすくしてく
れた。おかげでロシア語に対して効率的な学習ができていると思う。

外国文化ａ 三好　俊介 正直、当初は少しロシア文化に興味があるくらいで課題が出されても書くことに困らないので自分にとって
負担になる授業ではないだろうくらいにしか思っていなかったのですがオンラインでもほかの受講者の方々
が作成したアイデア満載のプレゼンテーションであったり、先生の知識の乏しい私にもピンポイントでわか
りやすくありつつも、ユニークな解説であったりと水曜日の二限が有意義な時間になりました。ありがとう
ございました。

ロシア語ⅠＢａ（選）、ロ
シア語ⅠＢａ

木村　英明 ロシアのサブカルチャーから伝統的なものまで幅広い文化の紹介や、ポップミュージックを用いてロシア語
に興味を持たせてくださったから。短い間でしたがとても楽しく授業に参加出来ました。ありがとうござい
ました。

ロシア語ⅠＢａ（選）、ロ
シア語ⅠＢａ

木村　英明 ロシア語という馴染みのない生徒が多い科目で、初学者がくじけないようなっ授業スピードや、ロシア語に
興味を持てるような授業が良かったです。

ロシア語ⅡＡａ 木村　英明 オンラインという限られた環境の中でも対応した授業方針や、多すぎない量の内容が要約されたプリント配
布など、細かいところまで気を配られているところがいいと思いました。

朝鮮語ⅠＡａ（選） 宋　美玲 毎週の学習内容をきちんと準備してくれる。大量な知識を収穫できると感じた。

宋　美玲 Zoomを使用して授業を受けています。発音を丁寧に確認してもらったり、文法を正確に教えてくださいま
す。韓国語は難しいですが、毎回の授業が楽しいので頑張れています。

宋　美玲 受けている授業のなかで一番ちゃんとした授業をしてくれていると思った。わかりやすいし、知識が身につ
いている。

外国語科目　ロシア語

外国語科目　朝鮮語

ロシア語ⅠＡｂ

朝鮮語ⅠＡｂ（選）



宋　美玲 私は韓国語の習得を目的にこの授業を履修しているので、他の生徒さんにもそういう人が多く、それに対し
て先生も真摯に向き合って下さるからです。

宋　美玲 スケジュール通りに授業を進んでいます。さらに、説明の仕方がとても分かりやすくて、韓国語に興味をさ
らに深くなりました。

宋　美玲 課題を提出した際にフィードバック、オンデマンド授業の出席確認、連絡がちゃんとできている先生のため

朝鮮語Ⅱｂ（選） 宋　美玲 教え方が丁寧。韓国のバラエティ番組や、ニュース番組などの動画を用いて効果的な授業を行っている。

白　寅英 記述とプレゼンの頻度のバランスがちょうど良い。動画に工夫が沢山ある。

白　寅英 ただ授業をするだけでなくzoomで実際に読み合わせをしたり、ドラマを例に内容の説明をしてくださるから
とても分かりやすく、興味がわきやすい。

白　寅英 オンデマンド授業で基本的なことを学び、オンライン配信で発音や細かいところまで確認できるのがとても
効率良く学習できると思った。

朝鮮語ⅠＢｂ（選） 白　寅英 YouTubeでの資料提示が良い

日本事情Ⅴ、日本事情Ⅴ 土田　久美子 様々な日本社会の変化と魅力を教えてくださった。

日本事情Ⅸ、日本事情Ⅸ 吉田　健太郎 一年生の時いろいろな実業家と交流できます。早めに将来の職業を決められるし、就職するために何をすれ
ばいいかも理解できます。

日本事情ⅩⅡ 杉森　建太郎 色々な国と地域の文化を勉強して、留学生一人ずつの考え方も尋ねました。

日本語Ⅰａ、日本語Ⅰａ 長崎　清美 毎回の宿題をきちんと解説してくれて、小テストを通して授業の内容だけではなくて、色んな日本語知識を
教えてくれました。この方法は効果的だと思います。

日本語Ⅰｂ、日本語Ⅰｂ 長崎　清美 日本語の勉強に効果がよくあります。コミュニケーション能力も鍛えます。授業の内容と先生の解釈は分か
りやすいと思います。

日本語Ⅱｂ、日本語Ⅱｂ 長崎　清美 たくさん勉強になりました。

日本語Ⅴｂ、日本語Ⅴｂ 長崎　清美 授業方法は効果的だと思います。

教育実習指導 遠藤　司 生徒の質問や相談に対して真摯に向き合ってくださる
優しい口調で毎回オンラインのGooglemeetを使用した授業を行い、理解が深まるのて。
レジュメがわかりやすい。Googlemeetなどを使って生徒の意見を聞くことがあるが、その際に否定せず多様
な見方をしてくれる。
先生がスプレッドシートを使って授業してくれるので、他の生徒の意見を知ることができるし、自分にな
かった考えも共有できるため、オンライン授業でも授業に参加しているという実感がもてる授業であるか
ら。

教育相談、教育臨床 遠藤　司

課程講座科目

日本語・日本事情科目

朝鮮語ⅠＢａ（選）

朝鮮語Ⅱａ（選）



わかりやすい
物腰が柔らかで口調が優しく聞き取りやすいことと、オンライン授業でも周りと意見交換ができるように、
Googleドライブを活用して、参加者全員がリアルタイムで意見を書き込める文書を共有してくれていて、意
見交換という点では、むしろ対面授業よりも多くの人の意見を知ることができていると思います。
とても口調が穏やかで説明が分かりやすいからです。
また、話をよく聞いてくれ聞き上手だと思ったからです。
中野さんは何年かカウンセリングを受けていて、とても信頼の出来る方だと感じたからです。
来年の3月で出講は終わりということでとても寂しい気持ちですが、もし機会があれば又沢山相談を聞いて頂
きたいです。
とてもわかりやすく、丁寧に講義をしてくれるから。
課題提出が遅れた時、丁寧に優しく対応してくれた。
授業プリントに他の生徒のコメントがのせてあり、参考になった。毎回出される課題も適当で、自らの考え
を説明させるよなものでよかった。

・資料のまとめられ方、わかりやすさが素晴らしかった。
・基本的な知識から、実践的な内容やトレンドまで、幅広く講義の中で取り上げられていて、非常に有益な
講義だった。

教職実践演習（中・高） 山本　敏子 教育実習行く前の、準備などを丁寧に行えたから。

教育実習指導 萩原　建次郎 相談なども聞いてくれる先生だから
講義を行うことは勿論、C-learingのアンケート、レポート機能を利用した履修生同士の意見共有の時間をく
ださるので、オンライン授業の特性を生かした中身の濃い充実した授業を展開してくださいます。オンライ
ン形式という制限された環境下で、対面同等あるいはそれ以上の授業内容である、という点で良い評価をさ
せていただきました。
Google meetを使用したなかで、活発に学生同士の意見交換の機会を設けており、他者の意見に多く触れる
ことができて、深い学びができたと思う。
子供の居場所問題について学んでいるが、教職課程を受講していない学生も大人になるうえで必要な知識が
身につくから

教育実習Ａ、教育実習Ｂ 北村　三子 今年は、対面授業が難しかったため、教育実習に向けての模擬授業等の実践的なことができなかった。その
代わりに、教員になるために考えておくと良いことを先生が提示してくださり、それらの資料や論文をもと
に、自分ならこうするといったことを毎回の授業で考えた。現在の教育課題に対する自分の意見を持つこと
ができたのは良かったと感じる。

介護等体験指導、特別支援
教育

黒住　早紀子 ハンドアウトに穴埋め形式の授業で、福祉に関するサイトや動画などの参考文献も紹介してくださったた
め、言葉だけで覚えて考えるよりも実際にイメージを見て考えるほうが、理解しやすかったです。

　

生徒指導論（進路指導を含
む）

遠藤　司

教育制度・環境論 萩原　建次郎



学習・発達論 黒住　早紀子 課題にフィードバックがあり、自分の解釈が間違っているか把握することができたからです。
これはオンライン授業の利点を生かせていると思い、投票させて頂きました。
模擬授業の時、良い点と悪い点とを指摘してくださるのですが、特に良い点を重点的に言ってくださるのが
嬉しかったです。
フィールドワークなど実践的なことをやったのが楽しかったです。
オンライン授業で、メールの返信やレスポンスをしてくれる先生が少ない中、蚊野先生はしっかりレスポン
スをくれて評価をしてくださったため、安心して授業を受けることができた。また、個別の質問に対しても
細かくWordにまとめアドバイスをしてくださったため。
教職の授業なので、模擬授業をするのですが、どんな結果であれ、まず必ず良かった点を挙げて褒めてくだ
さり、その後、具体的な改善点を提示して下さいます。
ダメ出しばかりではなく、良かった所は惜しみなく褒めて下さるので改善点をすんなり受け入れることが出
来るという点、良かった点・改善点どちらも具体的に教えて頂けるので、自分の授業を客観的に知ることが
出来る点が凄く良いと感じています。
教育法という大切な授業をこの方にみて貰えて本当に良かったと思っています。

教職入門 笠谷　一夫 毎回資料の内容が、興味深く私たち学生のことを考えて作成していると感じたから。
google meetを取り入れた授業で、オンラインでも分かりやすい授業を考えてくださっているのが分かり、グ
ループワークも用いて実際に対面で受けているような感覚になれた授業だったから。
ただ課題を出すのとは異なり、毎回Googlemeetで行い、グループで話す時間や実際に演習する時間をとって
いてとても効果的であったから。

学習指導と学校図書館 山本　さゆり 個別にコメントを返してくれるところがとても良かったです。
オンラインだったが、資料がとても分かりやすく、また、課題に対して丁寧なコメントを毎回つけてくだ
さった。連絡もこまめに取り合うことができ、安心して授業を受けられた。
読書の重要さを教えるために、学生に読み聞かせを実際にやらせてみることや、自分の人生と読書を振り返
ることができるように、データをもとにして授業をしてくださったことが効果的だと思いました。また、1つ
1つのレポートに、先生が反応してくださることが嬉しかったです。そのなかでも、母を褒めてくださったコ
メントが嬉しかったです。

教育相談、教育臨床 川原　誠司 分かりやすい

健康・スポーツ実習 江口　淳一 とても楽しく、生徒が授業に真剣に取り組みやすい。課題も多すぎず適度でとてもいい

社会科教育法Ⅱ 蚊野　秀明

学習・発達論

保健体育科目

吉野　さやか

読書と豊かな人間性 山本　さゆり



健康・スポーツ論１ 江口　淳一 ・パワーポイントが見やすい
・丁寧に教えてくださったことで熱心さが伝わってきた
・提出したレポートに絶対コメントしてくださっ為、web上でもコミュニケーションが取れたこと
・コメントに感想を書いてくださった為、自分の理解が合っているのか、どれだけ理解できているのかを再
確認することができた

とても良かったです。履修して良かったと思える授業に出会えて良かったです。ありがとう江口先生。あり
がとう駒澤大学。

健康・スポーツ実習 秋田　浩一 運動の方法だけでなく、その運動についての歴史や効果なども紹介しており、運動も動画を添付して詳しく
やり方を説明しているので非常に効果的な授業だと感じた。
自分の部活が体を動かす系なのでストレッチなど為になる授業が行われているからである。
分かりやすく説明されている。
PowerPointや実際の映像を用いての講義が分かりやすいため。
提出した課題に対して毎回コメントを添えてくれる
様々な運動メニューを行うことができるから。

生涯スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ・Ⅳ（後期・基礎）

瀧本　誠 事前に作成されたpdfから動画や資料を読み取って、レポートを提出するのが無理がなく毎週続けられるから

余暇学 瀧本　誠 瀧本教授からのレポートに対するフィードバックが大きなモチベーションに繋がったこと。

健康・スポーツ実習 末次　美樹 リモートで実際にスポーツをすることはできないが、毎回違った内容で私たちにリモートでもできる運動を
教えてくださるため。

健康・スポーツ論２ 末次　美樹 オンライン授業では正直レジュメを配信して課題をやらせるだけで良いと思っている講師が多かった。
そんな中で健康・スポーツ論は一人一人の生徒の課題に対してコメントしたり、自作の動画を配信してくれ
たりなど、真摯に授業を作成してくれていた。

健康・スポーツ実習 出井　章雅 動画などを見て実際に行う講義なのだが、わかりやすいから。
楽しい授業を展開してくれる
分かりやすく、聞きやすいような話し方をしてくれるから。

歴史哲学 滝沢　正之 難しい内容にもかかわらず、音声の講義がとても分かりやすく、しっかり理解する事ができたから。

随意科目

健康・スポーツ実習 岩本　哲也

健康・スポーツ実習 瀧本　誠

健康・スポーツ論２ 出井　章雅
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