
自由記述部分（地域学科）についてのまとめ  

学生の自由記述による意見では、個別の授業に対して内容が分かりやすい、配 布

資料が分かりやすいといった評価の声がある一方で、専門用語の説明が分か りにく

い、板書がきたないといった指摘がなされています。学部全体への要望 としては、授

業中の私語が多い、学生の授業への参加を増やしてほしいといっ たものが挙げられ

ており、今後の取り組みが必要でしょう。  

【教員からのコメント】  

 93 名の皆さん、自由記述アンケートに答えていただき有難うございました。内 

容をまとめますと、38 名の方が「授業での説明がわかりやすい」と記していま 

す。17 名の方が「スライドやプリントがわかりやすい」と記しています。「授 業

のスピードが速い」という人が 5名いましたが、「進度がちょうどいい」とい う人

も 6名いました。このアンケートの結果はもう少し詳しく春学期の『ミクロ 経済

学 II』の最初の時間にお話するつもりです。ということで、『ミクロ経済 学 II』も

よろしく。(『ミクロ経済学 I』) 

 指摘事項についてできるだけ改善し対応します。(『アジアの都市と交通』) 

 教科書で予習をし、授業中ノートを取って欲しい。更に関連情報を調べる学生 

になって欲しい。(『地域産業論』)  

o 将来就職のための専門的なことをもっとやってほしい。 

o 重要な講義を同じ曜日や同じ時限に詰め込みすぎる。 

o 観光に関わる資料の取得への環境をもっと整えてほしい。 

o 各講義によってクラスサイズが適当でない教室がある。(『人文地理学

II』) 

 この講義が、イスラーム圏の国々、そこで暮らす人々に関心をもつきっかけに 

なったと思います。さらに詳しく知りたい人は、研究室に来てください。お勧 め

の講義や本、ＤＶＤ等を紹介します。(『宗教と社会』) 

 中・高6年間英語を勉強してきたことにもっと自信と誇りを持ってください。 「基

礎力がない」「文法がわからない」とわだかまるのではなく、楽しく続け られる

勉強方法を見つけて前進してください。(『英文読解 II』) 

 「国際開発援助論」は２００８年度より新たに「国際協力論」として秋学期に 実

施されます。今回のアンケート調査において提出された意見（よい点、改善 

すべき点）を踏まえてさらに充実した講義にしていきたいと思います。(『国際 

開発援助論』) 

 この講義では毎回提出していただくミニレポートを学生全員とのコミュニケー 

ションのツールとしてきました。ミニレポートに多くのコメントが書いてある と講



義の手応えを感じます。なお合わせてミニレポートに書いてある学生の質 問

事項や改善点にはできるだけ丁寧に対応して行きたいと思っています。(『環 

境管理適正技術論』) 

o 意欲的に受講してほしい。 

o 大使や講師への質問を積極的に行ってほしい。 

o 物事に関し自分の頭で考えてほしい、ほんとにそうだろうかと疑問を持

ち聞いてくれ。 

o 特に難しそうな場面では、みなさんの様子を見ながらこちらも気合を入

れて説明していますので、一語たりとも逃がさない意気込みで聴いてく

ださい。そう することでだんだん分かってきます。  

自由記述部分（観光学科）についてのまとめ  

全体では、クラスサイズに関する記述が多く、現在のクラスサイズでは履修者 数が

多すぎると感じている学生や少人数の授業を望んでいる学生が多いことが 分かった。

特に履修者数が 100 名を超える授業では、出席の取り方や授業中の私 語に関する

不満や意見が多く寄せられた。  

また、時間割に関して、同じ時間に多くの授業が重なっており履修しにくいと いう意

見やコースによっては授業科目の種類や教員数が足りない、といった意 見が複数寄

せられた。  

【教員からのコメント】  

 サービス企業は，顧客の満足を得ることで，成長・発展しています。そして， こ

の顧客満足は，顧客に接遇する従業員が獲得しているといえます。しかし， 

従業員の努力や接客技術の高さだけでは，顧客満足を維持できません。  

近年，わが国では食品偽装事件が頻発しています。老舗料亭や有名食品メー

カー が商品の賞味期限を改ざんしたり，売れ残り商品を再利用したりして，

社会問 題になりました。そして，このような偽装事件を起こしたいくつかの会

社は， 倒産に追い込まれています。  

つまり，サービス企業が生き残るためには，接客従業員だけではなく，在庫管 

理や売上予測など，企業経営を支える科学的な思考が不可欠なのです。そこ

で， 私は，学生の皆さんには，この科学的な思考力を身につけてほしいと思

ってい ます。(『サービス･マネジメント』)  



 「レジャー論」については、240 名近い履修者で大教室のため、授業中の私語

の 多さを指摘した学生が複数いました。私も今後は厳重に注意を促していき

ます ので、履修する皆さんもお互いに高い意識を持って参加してください。

(『レ ジャー論』) 

 Doing only class readings will not greatly increase reading speed and 

comprehension for important tests like TOEIC. Better speed and 

comprehension can be helped by pleasure reading in English outside of class. 

Many great easy English story books are available from the library and from 

teachers' rooms. You must find English - It doesn't come to you.(『観光書講

読』)  

 We had a wonderful year together. Even though our class met first thing in the 

morning twice a week, the students made a great effort to attend the class and 

always came prepared to work. The many characters of the students were 

revealed through group assignments. The way the class came together and 

worked together was a special feeling. In addition to becoming classmates 

many of the students became friends. I hope students continue to help each 

other through the difficult times in your final two years of university and 

beyond. Learning to be sociable and make friends as well as helping each other 

to succeed is as important as anything you will learn in any college textbook. 

Know that I am always available to you should you need any help or advice with 

any challenges that life brings forth in the coming years.(『応用 英語』) 

 アンケートでは授業進度は速くて良かったという意見と、速すぎてついていけ 

なかったという意見が半分に分かれました。全員が理解できるよう懇切丁寧な 

授業・実習を今後とも心がけます。評価が高かった 5分間途中休憩は、集中

度を 高めるためにも続けます。また、タイピング速度が向上する工夫も続け

ます。  

 

 

 

 

 



自由記述部分(非常勤)についてのまとめ  

受講者の人数に関する要望や、受講者に対する教室の大きさへの要望（大人数 な

のに狭い、逆に、少人数なのに広すぎる）が多い。私語については、多かっ たという

学生や講師の意見もある一方で、少ない方だという評価もあり、学科 による違いや、

講義による違い（受講生の人数や教員サイドの対応の違い）な ど、さらに検討や対

応が必要な点もみられた。  

【教員からのコメント】  

 観光業は代表的な先行投資産業の一つである。観光事業には観光施設建設

が不 可欠であり、その先行投資に見合う収支計画が観光事業の根幹となる。

従って、 観光の企画開発計画と事業収支計画は、共に表裏一体で学ぶこと

が重要となる。 私の「観光施設計画論」では、この趣旨に沿った講義を行ない

ます。(『観光施 設計画論』) 

 語学を学ぶ楽しみはやはり異文化を理解し、読めて書けて、話してみること。 

参加しなければ得るものはない。(『ハングル』) 

 学生の希望に応じて教材を選び、さらに楽しく充実した授業にしたい。(『タイ

語』)  

 受講期間に学生諸君に伝達できればよかったのだが（講義の際に何回か話

をし たのではないかと思うが），学生諸君は，講義に関連する書物や論文を

読み， それを踏まえて質問をする受講生がほぼ皆無であったが，この点は極

めて残念 である．  

また，教員が授業中に質問しても，ほとんどの学生諸君は，下を向き，黙った 

ままであったことは残念であった．自分の見解や意見を主張することが重要で 

あると考える．私が米国のある大学で講義を聴講していたときには，教員が質 

問すると，大多数の学生諸君がいっせいに挙手し，自分の意見を述べていた 

（たとえ誤りであっても）ことと対照的である．自分の考えを他者に理解して も

らうことが必要であり，どのように話すと理解してもらえるかを考えるため にも，

講義中の質問に対し，積極的に発言することが必要だと考える．それは， 講

義に対する関心度ないし講義内容の理解へもつながるのではないであろうか．  

受講生の数が多かったにもかかわらず，私語がなかったわけではないが，私 

語がそれほど気にならずに講義ができたことは学生諸君の大半に講義を聞く

態 度ができていたためであると考えるが，この点は受講生諸君に感謝したい．

来 年度の講義では、さらに私語が減少することを期待したい．(『観光経済

学』)  


