
アクティブ・ラーニング事例集の公開について 

 

 近年、学習者が能動的、主体的な学習体験を積み重ねることで生涯にわたって学び続ける力を身につ

けるための教育の必要性が指摘されており、教育方法の質的変換を目指したアクティブ・ラーニングが

小・中・高等学校の教育現場で導入されています。大学教育においても自立した主体的思考力をもつ社

会人を養成することが求められ、アクティブ・ラーニングによる授業が各大学で展開されています。摂

南大学においても、2015 年に有志が集まって摂南大学アクティブ・ラーニング研究会（SAL）が結成さ

れ、授業法の開発、実態調査等の活動が行われてきました。 

 

 前記のような動向をうけて、摂南大学ＦＤ委員会では、昨年度 SAL と協力してアクティブ・ラーニン

グ事例集を作成することとなりました。2016 年度の授業科目を対象にアクティブ・ラーニングによる授

業事例を募集、2017 年３月末までに、21 件（講義 12 件、演習９件）の事例を収集し、この度本学 FD 活

動 HP に公開する運びとなりました。 

 

この事例集は、「アクティブ・ラーニングに興味はあるがどうすればよいかわからない」、「アクティブ・

ラーニングを取り入れることにしたが、どういう点に注意すべきか」等、アクティブ・ラーニングを始

めようとお考えの方に、これまで実施してきたアクティブ・ラーニングによる授業の効果や課題を分か

りやすく提示するために、各科目を①授業の具体的な流れ、②授業上の工夫、③評価方法、④授業の成

果（好評点・改善点）の４項目に整理して掲載しております。 

 

教員の皆様におかれましては、是非この事例集をご高覧いただき、学習内容の深い理解につなげる深

い学びや、自らの考えを広げ深める対話的な学び、さらに自らの学習活動を振り返って次につなげる主

体的な学びの実現に向け、今後の授業へのご活用をお願いいたします。 

 

 最後に、事例をご提供いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

2017 年 8 月 2 日 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

摂南大学アクティブ・ラーニング事例集 

 

【講義科目】 
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【事例 1】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 経済キャリア入門（経済学部） 担当者名 経済学部経済学科 野村佳子 

学年 1 年 必修 形態 講義 受講者数 130 人 

■具体的な流れ （コマ数：2/15 コマ） 

授業が一段落した段階で、それまでの授業を参考に、社会で求められる人材について、4～5

人のグループでディスカッションを行い、グループの意見をまとめてレポートとして提出さ

せている。 

■工夫した点 

授業は講義が中心であるが、ビデオ視聴や先輩の体験談など、学生が興味を持てるように工

夫をしている。それらによってインプットしたものを基本に、グループでディスカッション

を行い、アウトプットとしてのレポートを提出させることによって、主体的にキャリアを考

えるきっかけとしている。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

ディスカッション時の参加態度とレポート評価 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

こちらでグループを指定するため、知らない学生と話をして、結論をまとめることの難しさ

を感じるという意見が多いが、コミュニケーション能力が高まった、他人の意見を聞くこと

の重要性がわかったという好意的な意見が多い。 

 

〔改善を要する点〕 

全員に積極的にディスカッションに取り組ませることが課題である。教室を回って、あまり

議論が活発でないグループには、質問を投げかけたり、アドバイスをしたりしているが、それ

でも積極的に参加しない学生がいるため、同じグループのやる気のある学生が戸惑っている

場面も見受けられる。 
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【事例 2】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 経営倫理Ⅱ（経営学部） 担当者名 経営学部経営学科 大田住吉 

学年 3 年次 選択 形態 講義 受講者数 36 人 

■具体的な流れ （コマ数：14/15コマ(初回を除く) ） 

(1) 全 15回の授業のうち、初回を除く計 14回の授業で、ビジネススクール形式のケースメソ

ッド授業（少人数グループ討議、プレゼン、質疑応答等)を実施。  

(2) 実在企業の事例をベースとしたオリジナルのビジネスストーリー教材テキスト 3 編を準

備。1編につき、4～5回の授業で、様々なテーマに関するグループワークを実施した。 

(3) 具体的な授業の流れは、以下のとおり。 

①復習テスト(冒頭 5 分、140 字記述式)→②復習講義(約 5 分)→③本日のテーマ説明・役

割分担決め(約 3 分)→④個人作業およびグループ討議(20 分)→⑤各班のプレゼン(約 25

分)→⑥学生同士の質疑応答(約 15分)→⑦総括・補足講義(約 10分) 

(4) 各グループのメンバーは、毎回交替。班長、発表者、質問者、回答者等の役割分担も毎回

交替し、初対面のメンバーであってもすぐにコミュニケーションできる能力を養う。 

■工夫した点 

(1) 上記授業の到達目標は、実社会で「戦力」として通用するビジネス人材を養成すること。

科目としての高度な専門性を保ちつつ、より応用的・実践的な内容となる様に工夫した。 

(2) 3 回生対象の授業であり、授業中は真剣かつ熱い議論が交わされる。学生の個々の主張は

極力引き出しながら、学修到達目標に沿ったファシリテーションを心がけた。  

(3) なお、この手法は社会人ビジネススクールの手法であり、本学の他の担当科目や過去の勤

務大学でもほぼ同様の内容で実施し、一定の評価を得ている。ただし、本科目のケース教

材は、本学の DP・CPおよび受講学生の学力・資質等に合わせ、新たに 2編を作成した。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

(1) パフォーマンス評価。内訳は、グループ討議への貢献度(40％)、プレゼン内容(15％)、プ

レゼン力(15％、質疑応答対応力を含む)、復習テスト(20％)、定期試験(5～10％)。 

(2) 毎回の授業終了後、すぐに全員のパフォーマンス成績を 4段階評価し、入力する。したが

って、定期試験前に成績評価はほぼ終了。復習テストは、後日、フィードバックする。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

・ 「こんな授業は受けたことがない」、「実社会で必ず役に立つ」、「様々な価値観を持った学生

同士での意見交換はとても楽しい」など、いつも受講生から多くの声が寄せられる。 

〔改善を要する点〕 

・ ケースメソッド授業には、多くのメリットがある反面、①多人数だと効果が低減する、②教

員がケース教材を準備する必要がある、③教員のファシリテーション能力が授業成功のカギ

を握る、④机レイアウト変更など授業の事前準備に時間を要する、等の弱点もある。 

・ しかし、こうした課題を克服すべく工夫するのは楽しみでもあり、教員の使命でもある。 
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【事例 3】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 経営情報システムⅠ（経営学部） 担当者名 経営学部経営情報学科 久保貞也 

学年 2 形態 講義 受講者数 100 人 

■具体的な流れ （コマ数：3/15 コマ） 

経営情報システムの事例を調べてきて（予習を含む）、利点や仕組みを学び（講義）、活用方法

や課題を考える（ディスカッションを含む）流れで毎回を構成する。および、事前にテーマを

与えてディベートやディスカッションを行っている。 

■工夫した点 

講義期間の早い時点で授業中に発言することの重要性と、発言が否定されないということを

教える。ディベートについては事前に準備方法を伝え、当日にはディベートの立場を変えて

ディベートの方法自体を学ぶようにしている。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

相互評価と自己評価を実施 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

定期試験の際の事例紹介に関する記述のレベルが上がっている（教員意見）。 

みんなと話しながらできるのが面白かった（学生意見） 

グループで意見をいうのは楽（学生意見） 

 

〔改善を要する点〕 

一人で授業を受けたい学生（前に座っている）が戸惑う場合が多い。 

授業中に寝られないから疲れる（学生意見） 
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【事例 4】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 経営学Ⅱ（経営学部） 担当者名 経営学部経営情報学科 畠山俊宏 

学年 1 年 必修 形態 講義 受講者数 185 人（D 科）、123 人（S 科） 

■具体的な流れ （コマ数：1/15 コマ） 

1.競争戦略論をテーマに講義を行い、事前に知識を習得させる。 

2.事前に課題を提示したうえで、新事業へ進出する企業の事例に関するビデオを視聴し、6人

程度のグループでディスカッションを行う。 

3.講義の内容を踏まえた上で、事例の企業がどのような競争戦略をとっているかについて学

生同士に議論して考えさせ、各グループの結論を発表する。 

4.学生の発表の後は、教員による回答例を示す。 

■工夫した点 

学生にもわかりやすい事業を行っている企業を事例に選択し、経営学を学ぶ面白さを知って

もらうことに努めた。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

授業内容の理解を促すことが目的であり、アクティブ・ラーニングのみの評価は行っていな

い。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

教科書や配布資料を見返しながら主体的に考えている学生が多く見られた。 

 

〔改善を要する点〕 

ディスカッションに積極的に参加しない学生もいるため、参加を促すことが課題。 
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【事例 5】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 消費者心理（経営学部） 担当者名 経営学部経営情報学科 牧野幸志 

学年 2 年 選択 形態 講義 受講者数 80 人 

■具体的な流れ （コマ数：13/15 コマ） 

毎回のテーマごとに 

いくつかの課題を出す→その後、説明を行う。 

→課題、問題を出し、しばらくグループワークを行ったあと、小テストを行う。 

→毎回のまとめを行う →最後にまた小テストを行う。 

 

 学生が飽きないように途中で課題、問題を出し、考えさせる。また、説明の後理解している

かをみるため、小テストを行う。 

■工夫した点 

授業内で問題について、グループで考える時間を取るようにする。 

理解度を測るため、途中で何度か小テストをする。 

遅刻、私語は厳重に注意する。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

ディスカッションを取り入れる、パフォーマンス評価を取り入れる。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

授業に集中できる、眠くならない、公平である 

 

〔改善を要する点〕 

 (学生から)毎回出席が大変だ 
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【事例 6】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 鉄筋コンクリート構造Ⅰ（理工学部） 担当者名 理工学部建築学科 柳沢学 

学年 2 年 必修 形態 講義 受講者数 
92 人（ただし期末試

験受験者は 85） 

■具体的な流れ （コマ数：12/15 コマ） 

Ⅰ 反転授業の手順 

 １ 音声付（.pptx）の作成⇒ファイル・エクスポート・ビデオ（.WMV）の作成 

 ２ 作って教材教員編から、①教材作成、②教材登録、③視聴時間の設定、を行い、受講履

歴を excファイルで確認する。 

 Ⅱ 授業の進め方 

 １ 第１回は授業の進め方を説明し、第２回目以降事前に音声付 pptxを視聴して来てもら

い、授業では関連する演習課題を行った。教室は 841で、試験座りに座席指定し、前後左右の

４人が１グループとした。演習課題は、①答えが１つでないものをグループで考えて、結論を

出して発表しながら内容を深めるものや、ポスターにして視覚的に理解度を高められるよう

にしたり、②答えが１つになるものを個人で解答しグループ内で共有させることなどを行っ

た。各グループには、個人用の用紙とグループ用の用紙をクリヤーファイルに入れて渡し、演

習後に回収し、すべてに評価（○，△，×）を与えた。こういった内容を１５回まで続けた。

８回目には中間試験を行った。 

■工夫した点 

毎回の到達目標を３点挙げ、出来栄えを自己評価（できた orできなかった）させた。 

反転授業により授業中の時間を多く取れるようにした。TA を１人つけて授業中の活動状況を

調査したり、時には授業への参加を促したりした。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

受講態度（20％）、演習等（30％）、中間および期末試験（50％）で評価した。受講態度には、

視聴状況を反映させた。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

授業中の演習時間が多く取れた。昨年は演習課題をすべてポスターにさせていたが、後半の

計算問題は個人に成果が戻るように一人ひとりが解答するようにしたため（？）、中間の平均

点は 4.3ポイント上昇した。また期末試験については 8.2ポイント上昇した。 

〔改善を要する点〕 

事前の音声付 pptxのノートをとるように指示したが、提出は最終で良いとしたため、毎回丁

寧にとったか確認できなかった。ノートは第 14回に回収（回収率は 93％、期末試験受験者 85

人に対して）し、最終回に返却した。第 14 回に回収する旨は第 13 回にアナウンスした。そ

のため 1週間で努力した学生も見られた。よって毎回ノートの回収をするのが良いと感じた。

ただし、相当な労度が必要である。 
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【事例 7】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 北河内を知る 担当者名 
理工学部都市環境工学科 

石田裕子 

学年 １年 副専攻の必修 形態 講義 受講者数 150 人 

■具体的な流れ （コマ数：1/1コマ（オムニバス形式のため、担当は 1コマ） ） 

前半に講義をした後（30分）、後半にグループに分かれて与えられたテーマについてディスカ

ッションをおこなった。模造紙に意見を書き出し、最終的にグループとしての意見をまとめ

た。 

■工夫した点 

1 コマ（90 分）では時間が足りないため、事前にテーマについて調べてくることを宿題とし

ていた。意見出しにはポストイット（付箋）を用いて、さまざまな意見が見えるようにした。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

成果物（模造紙への意見のまとめ）を用いて評価した。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

座学だけでは寝てしまう学生も、作業に参加する。 

 

〔改善を要する点〕 

受講生が多かった（150名）ため、見回りをしていても、個別の質問に対応するのが大変だっ

た。1コマの授業のため、学生の発表時間が取れなかったのも残念だった。 
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【事例 8】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 電気回路 II-Y（理工学部） 担当者名 
理工学部電気電子工学科 

高瀬冬人 

学年 2 年 必修 形態 講義 受講者数 40 人 

■具体的な流れ （コマ数：15/15コマ。1コマ中、30～45分程度） 

先週のレポートを返却 -> 正解を配布して解説 -> 今日の内容を解説 ->演習問題を配布 -> 

学生の取り組み状況を見ながら、ヒントを説明。ほぼ全員ができた問題は、その場で正解を解

説。講義時間終了時点で演習問題の解答が完成しなければ、レポートとして提出させる。 

■工夫した点 

 本科目は、電気回路 I(必修)に引き続く科目であり、回路 Iの知識の上に、進んだ内容を講

義する科目である。先修科目指定のため、受講者全員が回路 Iの単位を取得している。また、

習熟度別の 2クラスで開講しており、本クラスは下位クラスである。 

 電気回路の習得には、学生が自分で手を動かし、必要な公式を組み合わせて計算を進める

ことが必須である。回路 IIでは、回路 Iで学んだ各種公式を基礎として組み合わせながら、

その先の事項を学ぶことになる。このため、本講義では 15週のうち初めの 3週を、基礎とな

る回路 Iの復習にあて、回路 Iの要点を復習してから、回路 IIの内容に入る。 

 しかし、特に下位クラスであるため、回路 I の単位は取れたものの、回路 I の内容を十分

には使えない学生が多く混じっている。そこで、「高度な回路 II に進む」ことより、回路 II

を題材として「基礎的な回路 Iを復習し使えるようになる」ことに比重を移している。 

 毎回の講義の進め方として、まず、その回で必要な回路 Iの公式や数学的手法を復習する。

続いて、回路 IIとして進むべき内容を説明して、演習問題を配布する。 

演習問題の構成として、必要な回路 I の公式を思い出す(あるいは教科書から書き出す)-> 

その知識を組み合わせて、当日の回路 IIの内容にたどり着く計算を行う。の構成としている。 

 後半で演習問題を配ったのち、机間巡視を行う。演習問題実施中は、学生同士の相談を許し

ている。一部の学生は教え合い・ディスカッションをしており、協同学習(グループワーク)の

要素を含む。手が止まっている学生には、教科書の必要ページ、計算の方法などのヒントを出

す。必要なら、黒板で全体に対してヒントを説明する。この部分で、各学生はアクティブに教

科書のページをめくって公式を調べ、それらを組み合わせた計算を自分の手で行うことにな

る。 

 早い学生は、授業終了時刻には演習の解答が完成するので、提出して終わりとする。授業終

了時点で未完成となった学生には、数日後を締切としたレポートとして提出させる。 

 なお、演習問題実施中は、学生がどこでつまづき、何が分からないために解答できないか、

を教員が把握するように努力している。多くの学生がつまづいている点は、次週の授業で解

説を行う。あるいは来年の進め方に反映させる。 

  

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

演習問題の計算結果、回路図や数式の変形で評価する。 
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■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

手を動かして、公式を調べ、計算する習慣をつけることができる。回路 I、IIの内容を定着

させることができる。 

〔改善を要する点〕 

下位クラスでは、合格率が約 50%である。ていねいに授業と演習をしているつもりだが、自

宅学習の時間が十分取れていないのかもしれない。 

  さらに、電圧と電流の区別があいまいなど、回路 I の内容以前の段階でつまづいている学

生が一部にいる。回路 Iの入門編として、中学校理科第一分野レベルから復習する「回路 0」

を開講する必要があるかもしれない。 

  また、演習中は教員 1人で約 40名の学生を見ることになり、進度が遅い学生だけに十分な

時間をさけない。TAなどの補助教員を配置すると、教育効率が上がるかもしれない。 
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【事例 9】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 電機設計製図（理工学部） 担当者名 
理工学部電気電子工学科 

高瀬冬人 

学年 3 年 選択 形態 講義 受講者数 80 人 

■具体的な流れ （コマ数：4～5/15コマ） 

電気機器および電気設備の設計と製図を扱う。前半の機器設計では主に設計計算、後半の設

備設計では主に図面を扱う。図面を描く場面で、小演習の形でアクティブ・ラーニングを取り

入れる。正投影図(三面図)、屋内配線図、シーケンス展開図、高圧受電設備図面を題材とする

回では、投影図面あるいは回路図(配線図や単線結線図)を読んだり、描いたりが目的となる。

図の記号などの約束、描き方を説明し、いくつかの例題を黒板で説明する。小演習問題を配布

し、簡単な図面を描かせる。 

■工夫した点 

図面の描き方を説明した後、小演習問題を配布し、各自で図面を描かせる。教員は机間巡視

し、手が止まっている学生にヒントを出す。また、共通した間違いがある場合は、ポイントを

全体に説明する。演習中は学生同士で情報交換することを許しており、一部の学生は相談し

合っているため、グループワークの要素を持つ。授業時間中に図面が描ききれない場合は、小

レポートの形で数日内に提出させる。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

正しい射影図、正しく機能する回路である場合を満点とし、誤りの程度に応じて減点する。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

学生自身が手を動かして図面を描く機会を与える。全学生ではないにせよ、描いた図面に対

して、教員が直ちにチェックしてアドバイスできる。 

 

〔改善を要する点〕 

前半の計算主体の部分と、後半の図面主体の部分では、後半の方が学生に活気がある。なお、

学生が描いた図面の中には、電源短絡して危険な回路など、重大なミスを含むことがある。回

路図を読む力(回路図を見てその動きを理解する力)が十分でないので、一コマ程度、回路図

の読み方を解説する予定。 
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【事例 10】反転授業 

  

科目名称 薬理学総論（薬学部） 担当者名 薬学部薬学科 荻田喜代一 

学年 
2 年 Ａ選択（2015

年度まで開講） 
形態 講義 受講者数 100 人/クラス、2 クラス 

■具体的な流れ （コマ数：11/13コマ） 

１．授業ごとの学修範囲（教科書・プリント）を学生に一括で提示する 

２．毎回の授業に先立って、授業時間外（土曜日や放課後）に学修範囲の解説講義を行う（事

前講義） 

３．学生は事前の解説講義のあとで授業時間外に自己学習を行う（事前学習）。 

４．毎回の授業において、学生はその学修範囲の演習問題をグループ（１グループ、５人）単

位で解答する。その後、教員から演習問題の解説を行う（授業）。 

５．３回の授業ごとに個人を対象として小テストを実施する（授業）。 

 

■工夫した点 

毎回の授業中の演習問題はグループワークで回答するため、知識の活用により解答が導かれ

る内容とした。また、個人小テストは比較的知識を問う問題とした。なお、グループ分けは個

人小テストの成績順で行った。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

グループ演習問題正解率２０％、個人小テスト３０％、学期末定期試験５０％で評価し、得点

６０％以上で合格とする。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

成績の平均者以上には高い評価をつけたが、成績下位の学生の授業評価は低かった。定期試

験の点数は従来の講義だけの場合よりも２０～３０％アップした。特に、成績上位層の伸び

が著しかった。 

 

〔改善を要する点〕 

事前学修のコンテンツをＩＣＴを使って配信できるようにしなければならない。今回は事前

講義として土曜日に講義を実施したが、その出席率があまり高くなかったことが問題点であ

った。しかし、すべての事前講義をすべては出席していない学生でも高い成績をとっている

ことから、個人の自己学習の効果は高いと考えられる。学生からは毎週の自己学習の負担が

大きいとの意見があった。 
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【事例 11】その他（授業まとめノートの作成） 

  

科目名称 精神神経疾患治療学（薬学部） 担当者名 薬学部薬学科 荻田喜代一 

学年 3 年 Ａ選択 形態 講義 受講者数 100 人/クラス、2 クラス 

■具体的な流れ （コマ数：11/13） 

１．授業１回目にグループ分け（1グループ 4～6人、学生が自由にグループをつくる） 

２．学生は、毎回の授業の内容について、教科書、板書、参考資料等を参考として授業まとめ

ノートを次回の授業までに個々で作成する。その場合、授業中に求めた課題についても調べ

て作成する。 

３．学生は、個々の学生が作成したノートをグループで共有して、グループメンバーが最も優

れたノートと判断したもののみを教員に提出する。 

４．教員は提出されたノートについて評価する（20点満点）。ノート共有時にいない学生（欠

席者）あるいはノート作成をしていない学生については 0 点とする。このノート評価を毎回

行うことで学生の自己学習の評価とする。 

５．3回の授業の範囲について、小テストを行う（30点満点） 

■工夫した点 

授業外自己学習として授業ノートの作成を課することとした。そのノートをグループで共有

することによりより良いノートの作成法を共有することを狙っている。授業中には教科書等

で自己学習できるところは課題とすることで、自己学習を促進した。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

提出されたノートの評価をルーブリックで評価した。ノート課題２０％、小テスト３０％、定

期試験５０％とすることで、普段からの学習が促進された。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

普段からの学習が促進された。定期試験（本試験）合格者が以前は３０％程度であったが、７

０％程度となった。 

 

〔改善を要する点〕 

ノート作成を行わない学生（一部）については最後まで学習意欲がわかない。学習負担が大き

いとの学生の声もあるが、その分学修効果が上がると思われる。 
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【事例 12】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 健康科学 担当者名 スポーツ振興センター 藤林真美 

学年 全 選択 形態 講義 受講者数 77 人 

■具体的な流れ （コマ数：13/15 コマ） 

前週に課題提示 

↓ 

グループワーク：課題をグループ内で発表、ディスカッションし、まとめる。 

↓ 

各グループの代表者が全員の前でプレゼン。（全グループが、各グループの発表内容、態度な

どを評価） 

↓ 

教員が解説、補足説明。 

次週の課題提示。 

■工夫した点 

教養科目であること、また文・理系の学生が混在していることを踏まえ、全ての学生に興味を

持って取り組んでもらうために、「健康」のなかでも一般生活と密接に関連し、実生活に応用

できそうな課題設定をした。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

グループワーク、ピア評価 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

◎学生からの意見 

【グループワークについて】 

もともと人見知りをする性格なので辛かったが、回数を重ねるごとに慣れ、知り合いもでき

たのでこの講義を受けてよかった。 

他学部の人と友達になることが出来て良かった。 

コミュニケーション能力、プレゼン力がすごく勉強できた。 

最初は嫌だったが、だんだん他学部の人の考え方など、普段聞けないようなことが聞けて、

色々な考え方があるのだと感じました。 

C科が一人もいない中、毎授業がグループワークのおかげで、実践的なディスカッションの練

習ができました。とても緊張したが、楽しんだ。 

〔改善を要する点〕 

◎学生からの意見 

【グループワークについて】 

相手が年上の場合、他のメンバーが全員敬語になり、発表頻度が減っている気がした。 

知らない人と毎回グループワークをするのは新鮮だけど、しんどかった。 

毎回課題があるのでしんどかった。 

◎評価について更に検討していきたい。 

 


