
資料２

授業アンケートによるエクセレント・ティーチャーズ(平成 23 年度)

本学では平成 15 年度から，学生による授業アンケートの評価平均点が上位となった授業

を担当した専任教員の氏名，科目名，授業構成の工夫等を「学生による授業アンケート結

果」の一部として公表してきた。平成 17 年度からは，この授業担当者を「授業アンケート

によるエクセレント・ティーチャーズ」（英文名称： 200x Hokkaido University

Commendation for excellent teaching）と位置づけ，その上位者から，授業への取組・工

夫等の報告を得て，紹介している。

エクセレント・ティーチャー選定基準

１．前年度後期授業及び今年度前期授業の学生による授業アンケートの平均値（総合評価）

を対象とする。ただし，アンケート提出者が９名以下の少人数授業は対象としない。

２．教員をその所属部局により文系・理系に分け，また，アンケート提出者数別に，１０

～２４名・２５～４９名・５０名以上，の３つのクラスサイズに分け，総計６グループ

の中で 1.の総合点が１０位までとなる授業の担当者をエクセレント・ティーチャーズと

呼ぶ。

３．各グループのエクセレント・ティーチャーズの上位３名から，授業の目的・内容，実

行上の取組・工夫等についての報告を得て，紹介する。ただし，過去３年間に紹介した

教員は除く。

４．一人の教員が複数の授業で上位３名に入った場合は，すべての授業について報告を掲

載する。ただし，対象者からの希望によって，一つの授業についてのみ報告を掲載する

ことも可とする。

５．3. 4.や退職等で報告のない授業がある場合は，次点の授業担当者とする。

教員から報告された授業への取組・工夫等については，授業アンケートに協力してくれ

た学生へのフィードバックを当初の目的として公表してきた。しかし，この資料は同時に

教員のＦＤや教員相互の授業参照資料として，他に例を見ない本学の貴重な教育資産とな

っている。すでにこれまで，評価平均点上位者を講師として部局のＦＤが開催されるなど，

学内的に活用されただけでなく，読売新聞（北海道版）がこれら公表された資料にもとづ

いて，本学の教育活動の様々な取組を連載紹介しており，広く社会に知られるところとな

った。

公表に至る検討の経緯や公表方法に関する考え方等は，平成１５年度年次報告書（第１

部第２章『学生による「授業アンケート」について』）や同別冊「学生による授業アンケー

ト結果」(PDF)を参照願いたい。

なお，授業アンケートは学生の視点からの評価であり，この指標のみが授業の質や教員

の教育能力を示すものではないことを付言しておきたい。





平成23年度エクセレント・ティーチャーズ

選出区分 平均
値

部局名 職名 氏名漢字 授業
形態

全学
専門

必修
選択

授業科目名 提出
枚数

文10～24名 4.79 法学研究科 教授 曽野　裕夫 演習 専門 選択 演習Ⅲ（ムート・ゼミ） 10
文10～24名 4.78 経済学研究科 教授 吉見　宏 演習 専門 必修 演習 10
文10～24名 4.75 法学研究科 特任教授 安藤　和宏 演習 専門 選択 演習Ⅲ 15
文10～24名 4.74 経済学研究科 准教授 櫻田　譲 演習 専門 必修 演習Ⅰ 10
文10～24名 4.69 文学研究科 准教授 小田　博志 演習 専門 選択 文化人類学演習 13
文10～24名 4.68 高等教育推進機構 准教授 三上　直之 演習 全学 選択 聞く力・話す力のトレーニング 19
文10～24名 4.67 教育学研究院 准教授 大沼　義彦 演習 全学 選択 体育学Ａ（テニス） 13
文10～24名 4.65 法学研究科 教授 瀨川　信久 演習 専門 選択 演習（民法） 11
文10～24名 4.61 メディア・コミュニケーション研究院 助教 金　銀珠 演習 全学 選択 韓国語演習 19
文10～24名 4.59 文学研究科 教授 宮内　泰介 講義 全学 選択 社会の認識（講義名：議論で学ぶ「社会」） 17
文10～24名 4.59 教育学研究院 准教授 柚木　孝敬 演習 全学 選択 ソフトテニス（体育学Ａ） 16
文25～49名 4.85 教育学研究院 助教 厚東　芳樹 演習 全学 選択 体育学Ａ（スノーケリングリーダーの基礎） 32
文25～49名 4.67 教育学研究院 助教 厚東　芳樹 演習 全学 選択 体育学Ａ 42
文25～49名 4.63 法学研究科 准教授 吉田　広志 演習 専門 選択 演習Ⅲ 29
文25～49名 4.61 メディア・コミュニケーション研究院 准教授 河合　剛 演習 全学 必修 英語演習中級Ⅰ 29
文25～49名 4.55 文学研究科 教授 宮内　泰介 講義 専門 選択 比較地域社会学 26
文25～49名 4.5 メディア・コミュニケーション研究院 准教授 青山　和佳 講義 全学 必修 英語Ⅰ 33
文25～49名 4.5 国際本部 教授 柳町　智治 講義 全学 選択 外国人に日本語を教える 46
文25～49名 4.47 文学研究科 教授 宮内　泰介 演習 専門 選択 地域科学演習 28
文25～49名 4.46 メディア・コミュニケーション研究院 教授 寺田　龍男 講義 全学 必修 ドイツ語Ⅱ（文独１組） 27
文25～49名 4.45 教育学研究院 助教 石岡　丈昇 演習 全学 選択 体育学Ａ（卓球） 45
文50名以上 4.42 文学研究科 准教授 村田　勝幸 講義 専門 必修 歴史文化論 83
文50名以上 4.39 文学研究科 教授 橋本　雄一 講義 全学 必修 社会の認識「都市地理学入門」 116
文50名以上 4.38 経済学研究科 教授 平本　健太 講義 全学 必修 社会科学の基礎　経済・経営入門２ 97
文50名以上 4.37 教育学研究院 教授 松本　伊智朗 講義 専門 選択 児童福祉論 57
文50名以上 4.35 文学研究科 准教授 結城　雅樹 講義 専門 必修 文化心理学 103
文50名以上 4.28 法学研究科 准教授 根本　尚徳 講義 専門 必修 民法Ⅲ 62
文50名以上 4.28 経済学研究科 教授 吉見　宏 講義 専門 選択 会計学Ⅲ 126
文50名以上 4.26 文学研究科 准教授 小田　博志 講義 専門 選択 文化人類学 52
文50名以上 4.25 高等教育推進機構 准教授 亀野　淳 講義 全学 選択 特別講義「大学と社会」 150
文50名以上 4.25 経済学研究科 教授 平本　健太 講義 専門 必修 経営管理Ⅰ 301
理10～24名 4.73 保健科学研究院 教授 河原田　まり子 演習 専門 選択 在宅看護論演習 20
理10～24名 4.73 保健科学研究院 助教 高山　望 講義 専門 選択 セルフケアリハビリテーション看護 16
理10～24名 4.71 北方生物圏フィールド科学センター 助教 加藤　克 演習 専門 選択 博物館実習 14
理10～24名 4.7 触媒化学研究センター 教授 高橋　保 演習 全学 選択 有機合成触媒化学　体験コース 10
理10～24名 4.7 薬学研究院 講師 南保　明日香 演習 全学 選択 ウイルス学入門 23
理10～24名 4.64 保健科学研究院 教授 佐川　正 演習 全学 必修 一般教育演習「女性とホルモン」 15
理10～24名 4.64 遺伝子病制御研究所 教授 清野　研一郎 演習 全学 選択 最先端生命科学研究に触れよう 19
理10～24名 4.62 農学研究院 准教授 川村　周三 演習 全学 選択 食べ物が食卓に届くまで 23
理10～24名 4.62 低温科学研究所 講師 杉山　慎 演習 全学 選択 南極学入門 21
理10～24名 4.6 農学研究院 准教授 愛甲　哲也 講義 専門 選択 公共緑地学 11
理10～24名 4.6 保健科学研究院 准教授 山内　太郎 講義 専門 選択 地域調査法 20
理25～49名 4.58 保健科学研究院 准教授 加藤　千恵次 講義 専門 必修 医用工学概論 35
理25～49名 4.55 農学研究院 特任教授 幸田　泰則 講義 専門 必修 作物形態学 33
理25～49名 4.55 農学研究院 教授 小林　泰男 講義 専門 必修 家畜栄養生理学 25
理25～49名 4.53 情報科学研究科 教授 小川　恭孝 講義 専門 必修 通信システム 30
理25～49名 4.53 工学研究院 准教授 佐藤　靖彦 講義 専門 選択 構造力学Ⅱ 25
理25～49名 4.5 保健科学研究院 准教授 加藤　千恵次 講義 専門 必修 医療情報科学 35
理25～49名 4.49 情報科学研究科 准教授 野中　秀俊 講義 専門 必修 人工知能 28
理25～49名 4.47 量子集積エレクトロニクス研究センター 教授 橋詰　保 講義 専門 必修 半導体デバイス工学 38
理25～49名 4.45 工学研究院 准教授 原田　周作 講義 専門 必修 流体工学 28
理25～49名 4.44 工学研究院 准教授 伊藤　真由美 演習 専門 必修 物理化学演習 25
理25～49名 4.44 理学研究院 准教授 坂井　哲 講義 全学 必修 線形代数学Ⅰ 49
理50名以上 4.51 保健科学研究院 准教授 矢野　理香 演習 専門 必修 生活援助看護技術Ⅱ 65
理50名以上 4.5 保健科学研究院 准教授 矢野　理香 演習 専門 必修 診療と看護技術Ⅰ 70
理50名以上 4.49 歯学研究科・歯学部 教授 八若　保孝 講義 専門 必修 小児・障害者歯科 54
理50名以上 4.45 保健科学研究院 講師 青柳　道子 講義 専門 必修 ターミナルケア 68
理50名以上 4.43 工学研究院 教授 蟹江　俊仁 講義 専門 必修 構造力学Ⅰ 64
理50名以上 4.42 理学研究院 准教授 坂井　哲 講義 全学 必修 線形代数学Ⅰ（３２．３４） 63
理50名以上 4.4 薬学研究院 講師 米田　宏 講義 専門 必修 微生物学 58
理50名以上 4.38 保健科学研究院 教授 傳田　健三 講義 専門 必修 精神健康障害論 57
理50名以上 4.38 工学研究院 教授 長谷川　靖哉 講義 専門 必修 基礎分析化学 87
理50名以上 4.37 農学研究院 教授 秋元　信一 講義 専門 必修 環境昆虫学概論 64
理50名以上 4.37 理学研究院 准教授 坂井　哲 講義 全学 必修 線形代数学Ⅰ（４０、４１） 51
理50名以上 4.37 保健科学研究院 講師 溝部　佳代 講義 専門 必修 成人看護学援助論Ⅱ 51
区分毎のアンケート実施者数： 文10～24名(110名），文25～49名(115名)，文50名以上(61名)

理10～24名(158名)，理25～49名(395名)，理50名以上(214名)

今年度の「授業内容・工夫等」執筆者





演習Ⅲ（ムート・ゼミ） 法学研究科 教授 曽野 裕夫

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

世界各国から学生が参加する「Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot（ヴィス

模擬国際商事仲裁大会）」（2011 年 4 月，香港及びウィーンで開催）及び日本の国内大会である「模擬仲

裁日本大会」（2011 年 2 月，京都で開催）への参加を通して，世界のなかにおける自分たちの位置をは

かりながら，以下の到達目標を達成すること。

なお，これらの大会においては，わが国も締約国となって間もない「国際物品売買契約に関する国際

連合条約」（ウィーン売買条約，CISG）を適用するが，その基本を習得することは，民法（債権法）の基

本の理解にもつながる。

到達目標 Course Goals

・ウィーン売買条約（CISG）の基本を理解すること。

・国際商取引をめぐる紛争解決における法律家の役割を理解すること。

・物怖じすることなく，英語で説得的な法律論を展開できるようにすること。

授業計画 Course Schedule

上記の３大会は，参加者が仮想の国際取引紛争を素材として，「国際物品売買契約に関する国際連合条

約」（ウィーン売買条約，CISG）を適用する模擬仲裁を行うものであり，これらへの参加とそれに向けた

準備がこの授業の中心となる（香港とウィーンについては，一方のみに参加するか，それとも両方に参

加するかは，受講者と相談のうえ決める。京都大会は参加する。）。これらの大会では，参加校は準備書

面（申立人側，被申立人側の２通）を予め作成し，口頭弁論に臨むことになる。

これらの３大会は，共通の仮想事例を用いるが，その仮想事例は 10 月初旬に公表される。したがって，

この演習では前期を「基礎編」，後期を「実践編」として位置づけ，次のような内容で行う。

〔前期〕

①ウィーン売買条約の内容を民法と比較しつつ理解すること，②国際商取引における紛争解決のし

くみ（主に仲裁）の基本を理解すること，③過去の事例問題を用いて模擬仲裁の練習（準備書面の書

き方，口頭弁論の行い方を練習する）を行うことに重点を置く。

〔後期〕

事例問題の公表を待って，１月中旬までは受講者が協力して準備書面の作成に重点を置き，それ以

降は口頭弁論の練習に重点を置く。参考までに，例年のスケジュールは次のとおりである。

10 月初め 問題公表

12 月上旬 申立人側準備書面の締切り

1月中旬 被申立人側準備書面の締切り

2月下旬 京都大会，4月上旬 香港大会，4月中旬 ウィーン大会

なお，大会の開催時期は学期終了後であり，特に香港及びウィーンの大会は，年度をまたがること

になる。詳細は参加者と相談して決めることにする。

（参考）香港大会の HP http://www.cisgmoot.org/

ウィーン大会の HP http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html

成績評価の基準と方法 Grading System

ゼミにおける議論や準備書面の作成等への建設的貢献を主たる基準として，平常点により評価する。

■授業の取組・工夫等について

１ 授業の目的・内容

この授業は，Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot とよばれる模擬国際商

事仲裁大会への参加を目的・内容として，2010 年度に通年で開講した演習である。この大

会は，架空の国際取引から生ずる紛争をめぐって，原告（申立人）と被告（被申立人）に

分かれた参加大学が，仲裁人役をつとめる法律家の面前で法律論を弁論する大会である（使

用言語は英語）。1994 年以来，毎年 3 月又は４月にウィーンと香港で開催されており，この

授業で参加した 2011 年春の大会は，例えばウィーンでの大会には 63 の国と地域から 254

大学の参加があった。このような模擬裁判・模擬仲裁の大会は他にもいくつもあり，世界

http://www.cisgmoot.org/
http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html


的には標準的な法学教育の方法となっている。

問題が公表されるのは例年 10 月初めなので，前期の授業は「基礎編」として位置づけ，

学部生がまだ学習していない国際取引法についてのレクチャー，過去の大会の問題を用い

た練習や，他大学との合同練習（具体的には同志社大学）の機会を設けた。そうして，後

期の「実践編」では，10 月から 1 月にかけて準備書面の作成・提出を行い，2 月の定期試

験終了後に，口頭弁論の練習を行い，4 月上旬に香港，4 月中旬にウィーンでそれぞれ約 1

週間にわたって口頭弁論に臨んだ。なお，日本からは他に早稲田大学，同志社大学，神戸

大学が参加しているが，これらの大学を主たる対象とした国内での合同練習試合が 3 月上

旬に京都で開催され，それにも参加した。

２ 工夫（？）

以上のとおり，香港やウィーンでの大会は正規の授業期間終了後に行われる（2011 年の

大会は，翌年度の前期にまで食い込んだ）。学生がこの授業に費やすエネルギーは膨大で，

単位取得だけを目的としているのでは，決して割が合うものではない。だから，授業とし

ては，本当は問題があるのかもしれない。また，2010 年後期には旅費の補助について理解

を大学から得ることができなかったので，経済的な負担も大きかった。それにもかかわら

ず，この授業では，終始，教員が学生たちの熱気に気圧されているといってもよい。この

授業は 2009 年度から毎年開講しており，現在 2011 年度の授業参加者が，大会に向けた準備

をしているところであるが，状況は変わらない（なお，2009 年と 2011 年はありがたいこと

に大学から旅費の補助をいただけた。）。

この授業に魅力を感じる学生は，大会に向けて能動的な授業参加が求められること，他

の学生との濃密な共同作業が必要になることに新鮮味を感じているのではないかと思う。

また，特に，口頭弁論では，教員に頼ることなく，自分たちで問題を解決しなければなら

ないという責任感・緊張感も，学生たちの充実感のもとになっているであろう。さらに，

実際に海外に行き，国内外の同世代の海外の学生との交流を通じて，世界のなかでの自分

たちの立ち位置を知るというのも貴重な経験になっていると思われる。

だから，教員がしていることは，大会に参加するという明確な目標を示すこと，大会参

加の機会を提供することと，学生たちの議論や弁論の練習にとことん付き合ってやること

――といっても答えは与えない――に尽きているといってもよい。

３ 今後の課題

以上のとおり，参加する学生の負担の大きな授業なので，大会に参加するのに必要な学

生数が集まるかどうかが毎年不安の種である。幸い，これまではこの授業の参加経験者が，

翌年も友人を連れて再び参加するというサイクルがうまく回っていた。これを回し続ける

ことができるかどうかが最大の課題である。

（今回，エクセレント・ティーチャーに選出されたとのことですが，少人数の授業ですの

で，学生１人がアンケートの回答を変えるだけで結果は大きく変動します。ですから，こ

の結果には，統計としては大きな意味がないだろうと思うのですが，せっかくの機会です

から，授業について紹介をさせていただきました。）

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・前期の同志社大との合同ゼミがとてもよかったです。後期のメモランダムを書くまで非常に役に立ちま

した。

・この授業を通して，法律について深く考えられる機会を得られた。外国法に対する理解も深まった。

・いろいろ思い出せて，勉強になれると思う。

・にぎやかなゼミで活力があると感じている。皆さんからすてきな刺激を受けている。



演習 経済学研究科 教授 吉見 宏

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

会計学を通して広く経済と社会を見る眼を養う。

到達目標 Course Goals

自ら考え，議論する力の育成。

授業計画 Course Schedule

テキスト（通常，年間で２冊程度）の輪読と，参加者相互の討論。この演習では，特に討論への参加

を重視する。テーマを設定したディベート，企業見学等も適宜織り交ぜる。

成績評価の基準と方法 Grading System

平素の参加状況（出席のみならず，報告および討論参加）による。およその成績評価割合は，報告 50％，

自主的な討論参加 50％。

■授業の取組・工夫等について

演習（ゼミナール）は、経済学部において３、４年次学生の必修科目であり、４年次学

生にとっては単に一授業の履修というのみならず卒業論文執筆にあたって実質的な指導の

場ともなる。すなわち、学生の「専門」を決めているともいえる科目である。

本授業においては、基本的にはテキストの「輪読」を中心に行う。テキストは原則とし

て前、後期に１冊ずつ計２冊を読むこととしている。

シラバスには、「ゼミ生の自主的な運営」をポリシーとする旨記載している。これはテキ

ストの輪読の際にもあらわれる。すなわち、報告者のほかに毎回司会者を置き、その司会

者がゼミを進行する。報告者の報告が終わったあと、参加者によるディスカッションが行

われるが、実のところこの時間がゼミの時間の大部分を占める。ここで学生同士の活発な

議論が展開されて、教員が全く口をはさむ必要がないことが理想的だと考えているが、実

際にはほとんどの場合そうはいかない。議論が関係のない方向に脱線したり、誤った前提

や仮定に基づいていたり、極端な場合には専門用語の誤解から議論が展開されたりするか

らである。この際には教員が介入し、議論を修正するようにしている。ただし、あくまで

「正解」を与えるような介入はしないようにしている。

教員からの説明に際しては、抽象的な議論はできるだけ具体例に則して、逆に具体的な

議論は一般化して説明するように心がけている。学生同士の議論では、どうしても具体は

具体のまま、抽象は抽象のままに議論してしまい、理解が進まない傾向があるからである。

また、基本的に学生は「正解」を求める傾向がある。しかし、社会科学の対象である社

会現象には、「正解」がないことが多い。むしろそれにどう対処するかという、思考能力の

涵養が重要だと考えている。ゼミは学生の専門を決めるが、その専門が直接に活かせる職

業に就くとは限らない。会計学の知識を詰め込むよりも、その思考過程を学び、論理的に

自分で考える習慣を体得することが重要であり、それがゼミの役割であると思っている。

その故の「自主運営」である。

とはいえ、課題も多い。たとえば、前出の司会についてもそのやり方に個人差が大きく、

そもそも何をすればよいかわからない、という学生の意見もある。教員としての私の立場

からは、すべきことをあまり細かく決めることは避けたい。そのような中で、学生から、

司会は単に取り仕切るだけではなく、議論の展開を逐次黒板にまとめることにしよう、と

言う提案が出て、現在はそのような形になっている。そのような学生からのアイディアが

自主的に出てくることはよいことであるし、結果として参加感を高めるのではないかと思

う。また、授業以外の懇親会、合宿、企業訪問等の行事も、基本的には学生からの発案で



行うことにしているが、学年によってその発案の多寡が異なる傾向があることも課題であ

る。この点は、折に触れて促進のための意見を出すことはあるが、無理にやらせる、とい

うことのないようにと考えている。

そのほか、ゼミの OB・OG とのつながりが比較的あることから、OB・OG のゼミへの訪

問、講話も多く、これは現役のゼミ生からは高く評価されているようである。教員と卒業

生とのつながりはそれぞれにあるものであるが、それが現役のゼミ生とその授業に連携す

る例は意外に少ないのかもしれない。しかし同じ教員に指導された経験は、世代を隔てて

もすぐに共感できる要素となる。社会へのつながりとその拡大、という意味でも、いい機

会が与えられているのではないか、と考えている。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・先生の人柄のよさが一番良かった点だと思います。本当に先生のおかげですばらしいゼミ生が集まり，

楽しく，濃いゼミになるのだと思います。

・教授の話す内容が関心の高いものであり，毎回おもしろかった。学年を問わず交流できる為，全体（教

授も含めた）の統一感が強い。

・為になる話が多かった。学生の自主性に任せてくれたのが良かった。

・自分で積極的に勉強するようになった。また，先生の話が毎回わかりやすく，楽しかった。

・３冊目の教科書でいろんな会計学者の立場から会計を見れてよかった。

・他のゼミに所属したことはないが，このゼミが１番だと思う。すごく楽しかったし，勉強にもなった。

やめるのが寂しい。

・会計学に興味を持てた。先生の話が非常におもしろかった。ゼミの良い雰囲気を先生をはじめとして作

って下さったので，２年間ほんとうに楽しめました。

・先生のお話がとてもおもしろく，知識が深まり興味のそそられる話がたくさん聞けて良かったです。



演習Ⅰ 経済学研究科 准教授 櫻田 譲

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

演習ではアカウンティングスクール（会計専門職大学院）の税務会計論Ⅰ，Ⅱ＆Ⅲの講義内容を基礎

にして，各自が租税法や会計領域の課題を探し，報告をします。

到達目標 Course Goals

３年 … 自分の興味にあった卒論テーマを見つけましょう。

４年 … 卒論を完成させます。

「入ゼミ後のゼミ学習を円滑に行うため」と「先輩と仲良くなってもらうため」に，ゼミ所属が決定

する２年生の後期から，任意でプレゼミに参加してもらいます。

授業計画 Course Schedule

３年次 … 税法の基礎知識をもとに，各自興味のあるテーマについて発表。実証分析も可。

４年次 … 卒論の作成過程を毎週発表。

なお，この演習は会計科目ですので，簿記が不得手な学生の履修は困難です。また夏休みと春休みに

は税務会計能力検定試験合格という宿題が出ます。

成績評価の基準と方法 Grading System

授業への参加態度による。

■授業の取組・工夫等について

① 授業の目的・内容

講義の目的は、卒業論文完成のための予備的学習（＝プレゼミ・サブゼミの開催と卒論

テーマの絞り込み）と実証分析手法・卒論執筆作法の習得にある。講義の内容は、3 年次生

による卒論テーマの検討と、4 年次生による卒論作成における経過報告が中心となる。3 年

次段階では自身の卒論テーマ選びを解説する過程で、エクセルやパワーポイントの操作能

力・表現能力の獲得を目的とする。また 4 年次段階では論理的思考力や実証分析力、文章

能力を磨き、卒論を完成させる。

なお、ゼミにおける予備的学習として、TA によるプレゼミとサブゼミを行っている。具

体的にはゼミへの正式配属前の 2 年次後期において、所得税法能力検定試験*1（旧称：税

務会計能力検定試験 所得税法）1 級の合格を目標とするプレゼミを開催する。特に所得税

法の学習の結果、基本的な個人事業主の確定申告を自分自身で完成させることができる程

度となる。また 3 年次～4 年次にはサブゼミで法人税法能力検定試験 1 級と消費税法能力検

定試験 1 級の合格を目指す。検定試験合格は学習の動機付けや向学心の刺激に程良い作用

が期待でき、就職活動上の自己アピールにも効果的と考えている。

② 授業実施上の取組・工夫

学ぶことの厳しさ・難しさを経験し、苦難の末に晴れて卒論を書き上げ、仲間や指導教

員への感謝の気持ちを胸に、この学びの場を清々しく巣立ってゆく…というのが、私がイ

メージする理想のゼミ生である。この最後の充実感を味わってもらうために、ゼミ生に困

難な課題を与え、共に考えることが楽しくなるように工夫している。具体的には前述のプ

レゼミ・サブゼミでは、会計専門職大学院で採用されている租税法テキスト*2 を採用し、

税額算定までの基礎的な構造を徹底的に理解してもらう。またわがゼミにおける学びの最

初の段階（=3 年次春）で、懸賞論文受賞クラスの研究論文*3 を熟読させ、理解させる。時

には指導教員の研究論文を教材とし、指導教員が研究に向き合う姿勢について手本を示す

ことで、彼らの学びを刺激し、卒業論文の水準を向上させる。このように観てくると大学

教育と研究は表裏一体といえ、ゼミ生の学びが研究水準にあることを自覚させることで、



彼らの自尊心を高め、自信をつけさせる取組としている*4。

なお、わがゼミでは実証会計学を中心とした卒論テーマを選択する学生が多いため、税

法はもとより会計学・統計学・ファイナンス・計量経済等の基礎的学習をもゼミ内で行う。

卒論作成に際し、広範囲の学習領域に接点を有することで、これまで学生が学んだ知識を、

ゼミの場でも生かせるように工夫している。また基本的過ぎることであるが、ゼミは卒論

を完成させる場なので、学生の書く未完成・難解な文章から逃げず、本気で読むよう取り

組んでいる。もちろんその後のダメ出しを効果的に行う工夫が、なによりも重要である。

最後に些細なことであるが、ゼミ生にはゼミでの学習を十分に楽しんでもらうために、

会計士試験受験者が大量に入ゼミしないように、選考段階で検討・調整している。また演

習と大学院講義に限定するが、全員に対して例外なく「さん」付けで呼ぶのは、私が彼ら

に対して示す敬意と尊重を伝えるためであり、男子学生であっても「君」付けで呼ぶこと

はない。

③ 今後の課題と雑感

厳しい課題を与え続けたにもかかわらず、今回は向学心旺盛で優秀な学生に恵まれ、彼

らから演習における大変良好な評価をもらった。しかし状況変わって 200 人規模の講義で

エクセレントになるには全く異なるテクニックが求められる。したがって学生を満足させ

る手法は必ずしも１つではないと痛感するが、教育≒研究であることを自覚し、学ぶこと

の厳しさを今まで通り、そしてこれからも伝え、私らしい講義をしてゆきたい。振り返れ

ば私の講義はマニア向け（で一般ウケしない）かも知れないし、その点が今後の課題とし

て残るが、ともあれこのような評価に慢心することなく、学生の知的好奇心に私自身が最

大限応えられるよう学生と共に学んでゆくつもりである。

*1 検定試験の詳細については http://www.zenkei.or.jp/license/tax.html を参照のこと。ま

た直近の合格実績のほんの一例を示すと、平成 24 年２月５日実施の第 87 回検定試験所得税法１

級では、ゼミ生７名が受験し、全員が合格している。

*2 『ベーシック税務会計＜企業課税編＞』・『ベーシック税務会計＜個人課税編＞』中島茂幸ほ

か編著 創成社 2011 年．

*3 ゼミで使用する教材例として，

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/47740 や

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/44424 を掲げておく。参照されたし。

*4 わがゼミにおける卒論作成に関する取組の結果、平成 23 年度卒業生が作成した卒業論文が、

経済学部教授会によって選考される同年度特選論文に選出された。該当受賞学生の努力はもと

より、多数の有益な助言を与え、支え合った仲間の貢献が少なくない。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・授業内容が役立つ・雰囲気がよい。

・指導が熱心で有難いです。

・パワーポイントの扱いが上手くなった。

・自分で考え，発言する機会が増えたこと。

・様々な発表で新知見が数多く得られた点。

http://www.zenkei.or.jp/license/tax.html
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/47740
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/44424


英語Ⅰ メディア・コミュニケーション研究院 准教授 青山 和佳

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

英語による発信能力の基礎を養い，2学期以降に行われる応用・発展授業への準備を行う。

到達目標 Course Goals

英語を外国語として捉えた上で，まず受信能力の磐石な基礎を築き，発信能力の発揮につなげていく。

具体的には，比較的平易な英文について，(1)英語特有の論理を捉えながら正確に読み解ける，(2)英語

特有の音声に慣れながら音読できる，(3)口頭でその内容を簡潔に伝えることができる。その上で(4)入

門レベルのパラグラフ・ライティングを身につけ，(5)草稿を見ながら口頭発表できるようになる。以上

を通じ，(6)大学生が学術英語を学ぶ上で有用な自己学習方法を獲得すること。

授業計画 Course Schedule

平易な英文を繰り返し用いてリスニング，オーラル・リーディング，パラグラフ分析，内容に関する

クイック・レスポンスを行い，最終的にスピーチを作成し発表する授業を行う。授業を進める上で，ペ

アワーク，グループワーク，その他のアクティビティを取り入れる。

第１週目 オリエンテーション (The Last Lecture 35: Starting by Sitting Together)

第２週目 The Last Lecture 6: Getting to Zero G(1)

第３週目 The Last Lecture 6: Getting to Zero G(2)

第４週目 The Last Lecture 6: Getting to Zero G(3)

第５週目 Preparations for Presentation 1: Brainstorming

第６週目 The Last Lecture 7: I Never Made It to the NFL(1)

第７週目 The Last Lecture 7: I Never Made It to the NFL(2)

第８週目 The Last Lecture 7: I Never Made It to the NFL(3)

第９週目 Preparations for Presentation 2: Paragraph Writing

第 10 週目 The Last Lecture 41: The Lost-Art of Thank-You Notes(1)

第 11 週目 The Last Lecture 41: The Lost-Art of Thank-You Notes(2)

第 12 週目 The Last Lecture 41: The Lost-Art of Thank-You Notes(3)

第 13 週目 Preparations for Presentation 3: Writing Up Speech Notes

第 14 週目 期末試験(Presentation)(1)

第 15 週目 期末試験(Presentation)(2)

成績評価の基準と方法 Grading System

授業への参加度合いを含む平常点（60％），口答発表を含む期末試験（40％）。

■授業の取組・工夫等について

①授業の目的・内容

1. 目的

英語Ⅰは，全学教育科目（外国語科目）の必修科目のひとつである。発信能力の基礎を

養うことを目的とした授業であり，授業への積極的参加が重視される。これに加え，入学

後間もない 1 年生 1 学期に「受験英語」と「実践英語（大学での研究生活に用いる学術英

語）」との橋渡しをするとともに，変化の激しい時代に適応していけるような自律的学習者

の養成を心がけている。

2. 内容

教材として，若くして亡くなった米国人研究者のランディ・パウシュ氏による The Last
Lecture (Hodder & Stoughton, 2008)を用い，教室では，大きくわけて，(1)オーラル・リ

ーディング，(2)パラグラフ・ライティング，(3)オーラル・プレゼンテーションの 3 つを組

み合わせて 1 クールとし，合計 3 クール行う。授業を通じ，日本語と英語の差異を強調し

ている。タスクでは，ペアワーク，グループによる作品制作など，個を生かした形での相

互参照や協力を促す。最終的には，各自のパーソナリティを反映したプレゼンテーション

を仕上げる。



②授業実施上の取組・工夫

1. 動機付け

この授業では，つぎのような理由から動機付けを重視している。すなわち，(1)学生に直

接質問すると，入試合格により英語学習の動機を見失い，不安になっている様子が見てと

れること，(2)『一年生調査 2009』（高等教育推進機構）によれば，入学から半年の間に英

語能力が大きく向上したと感じる学生は少ないこと。このような状況は，ひとつには，受

験偏差値や点数に代わる「評価基準」がないと学生が感じていることの反映ではないかと

考え，外部評価に頼りすぎず，個々の知的好奇心に応じて英語学習に臨めるような動機付

けを試みた。

2. 工夫

動機付けのため，オリエンテーションで「なぜまだ英語を学ぶのか」と学生に問いかけ

る。答えはひとつではなく，1 人ひとり異なる動機があってよい。北大は研究志向であり，

英語教員も何らかの専門をもつ研究者であることなど，中等教育までの学習環境との違い

も説明する。具体的なリファレンスとして自分（文系）の経験を語るとともに，このクラ

スは理系であったため，実験調査，論文投稿，学会発表などで英語を使うことをインター

ネット上にあるオープンソースを利用しながら示した。また，教材として登場するパウシ

ュ氏も研究者であり，大学が創造的な活動を行う場であることを伝える上で役立っている。

③その他

英文学や語学教育以外を専門とする研究者として，全学教育科目の英語を担当させて頂

くことには不安があり，赴任前に私塾（えいごや，神奈川県）で授業制作の研修（私費）

を受けた。現在も年 2 回ほど通い，シラバスから日々の教材まで含むパッケージを学期開

始前に全コース分準備している。学期開始後はライブとして学生の反応を見ながら微調整

するだけで授業を行えるので，研究活動にも体力を残すことが可能になっている。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・先生が気さくで，授業が楽しかった。グループ学習だったので，グループの人どうしで，相談したりで

きて，とてもいい授業だった。

・英２よりも本場の英語に触れたと思う。英語が受験勉強でないものだとわかった。

・今期は目標を達成できたのではないでしょうか。

・楽しかったです。

・英語に興味を持たせようとするのではなく，英語で何かに興味を持たせようとしているのが感じられま

した。

・将来に役立つ内容だった所。熱意がすごく伝わってきた。受けていて楽しかった。

・課題の量も多すぎず少なすぎず，身につけるべきスキルもはっきりしていて，分かりやすい授業でした。

・１番楽しかった。全ての授業の中で。

・質問対応が丁寧で良かった。

・高校までの英語の授業とは違い，自律的な学習を促す授業で，新鮮で面白かった。毎日楽しく授業を受

けられて良かった。

・スピーチで自らの考えを伝えるようにしていること。実際に英語を話すときに役立つ読み方が分かった。

・課題の量が適切だった。わかりやすい授業だった。

・英語を速く読む練習をすることによって発音もなめらかになった気がします。

・楽しく英語が学べて知的好奇心が刺激された。

・楽しく英語を学べて知的好奇心が刺激された。自信がついた。

・誰かと英語で話すことが少なくなっていたので，このような機会があってうれしかった。とても自分の

力につながっていると思う。

・おもしろかった点。

・クラスの雰囲気がよかった。先生だけでなくクラスの人達も仲が良く，積極的だった。・日本人の先生な

のに，本格的なネイティブの考え方，意志などをしっかり感じ取ることが出来てよかった。

・楽しい授業でした。

・英語の力だけでなく，ランディの動画を通して人生の教訓も学べた事。

・スピーチの重要さがわかった。



ドイツ語Ⅱ メディア・コミュニケーション研究院 教授 寺田 龍男

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

１年次第１学期の学習を踏まえ，ドイツ語を「コミュニケーションのための手段」，並びに「ドイツ語

圏・中欧への扉を開く鍵」と位置づけ，「聞く・話す・読む・書く」の４技能のしっかりした基礎を身に

つけることを目指します。またドイツ語によるコミュニケーションの文化的要素についての学習も行い

ます。

到達目標 Course Goals

ごく基本的な個人的情報や家族情報，買い物，近所，仕事などの領域に関する，よく使われる文や表

現が理解できるようにします。簡単で日常的な範囲なら，身近で具体的な事柄についての情報交換に応

じたり，簡単な言葉で説明することができるようにします。

授業計画 Course Schedule

毎回の授業で，多様な練習を通じて，ドイツ語の発音，文法，語彙，聴解力，読解力，書く能力を体

系的に身につけます。受講者の出席は当然の前提で，主体的かつ積極的な授業への参加，そして定期的

な予習と復習が要求されます。

また，授業中に随時ドイツ語圏の事情や文化についても学びます。

なお，２コマのうち１コマ分は CALL 授業となりますが，その詳細についてはドイツ語Ⅰの授業時およ

びドイツ語Ⅱの対面授業時に説明します。また，視覚・聴覚障がい，移動障がい等のためサポート・配

慮が必要な学生は，２学期が始まる前にドイツ語系学科委員（掲示を参照）にその旨連絡し，相談して

ください。

成績評価の基準と方法 Grading System

評価は絶対評価です。対面授業および CALL 授業への参加度（講義への取り組み・小テスト・課題提出・

発表等を含む平常点）33.3％，達成度を測る各種試験 66.7％（統一試験 33.3％，その他の試験 33.3％）

を目安に評価します。

原則として総合点が 90 点以上の受講者を秀，80 点以上を優，70 点以上を良，60 点以上を可とします

が，この基準については，その都度必要な修正を加え，最終的な評価において，成績に極端な偏りが生

じないよう十分配慮します。

■授業の取組・工夫等について

授業の目的・内容

必修科目としてのドイツ語Ⅱは、統一シラバスにも記載されているように「聞く・話す・

読む・書く」４技能の基礎力を習得させることが目的です。教科書も統一されているので、

基本的にはどの先生のどのクラスでも大きな違いはありません。私自身も常にシラバスに

則った授業をしています。

枠組みの中での工夫

①授業の最初にドイツ語を話す時間を設ける。

はじめに「習熟度チェック」（小テスト）の返却と教材の配布をする際にドイツ語の決ま

り文句を用いること、そして既習の例文によるペアワーク・グループワークをすることで

知識の定着をはかります。この間のやりとりは原則としてドイツ語です。自分の過去と現

在の比較しかできませんが、以前、私が音読して全員に反復させた「体育会メソッド」よ

りは効果があると考えています。また重要な練習が授業の最初に行われるので、遅刻や欠

席の防止にも効果があると期待しています。

②復習を中心にする。

教科書では文法の説明のあとにかならず練習問題がありますが、原則としてヒントを与

えるだけで宿題にし、正解の確認は次の回に行います。以前は予習を課していましたが、

私の場合はうまくいきませんでした。ただ、中には予習をする方が性に合っているという



受講者も少なくないので、そうした希望を妨げることはありません。

③「習熟度チェック」（小テスト）の実施。

これは最後の 15 分ほどで配布・回答・正解の解説・自己採点・回収まで行う小規模なも

のですが、毎回実施することで日々の学習を促すことにつながると考えています。とくに

後期は CALL 授業と連動させています。CALL の教材は作業チームが考え抜いた設問が揃

っており、受講者は繰り返し練習することで着実な学力向上が期待できます。また「次回

の習熟度チェックは CALL の○課」と予告することで、学習の動機をさらに高められると

考えます。かつては、小テストを次の回に返却しても受講者がすでに無関心になっている、

という経験を何度もしましたが、すぐに自己採点をすることで、自分の長所と短所をその

場で知ることができるメリットがあると考えています。ただ自己採点では誤ること・迷う

ことが少なくないので回収後必ず細かく目を通し、必要な修正やコメントを施しています。

また感想欄で質問や意見を自由に記述してもらっていますが、そこで得られるものは多く、

自分の説明がまったく異なる解釈をされていたと気づくことも少なくありません。こうし

た指摘に答え、誤りの多かった事項を再度解説することが、次回の教材の重要な部分を占

めることになります。

前後期（ドイツ語Ⅰ・Ⅱ）とも私が担当する場合はこのように進めますが、カリキュラ

ムの都合で後期（ドイツ語Ⅱ）のみを担当する場合は、受講者の混乱を避けるため、前期

に担当された先生と相談します。その他、例えば冬の朝１講目と３講目では所与の環境や

条件が異なるので、受講者の様子を見ながら声を大きくする・教卓を離れる回数を増やす

などしています。

その他

特定のクラスと相性が悪いと感じたことは一度もありませんが、どのクラスにもそれぞ

れの「個性」があります。正確には「そう見える」ということですが、それは当然、クラ

スにより私の方法に対する評価が異なることにつながります。2010 年度ドイツ語Ⅱ文独１

組のみなさんから高い評価をいただけたことには感謝しています。ただ教員としてはすべ

ての学習者の学力を向上させることが第一の目標なので、授業アンケートの結果のうち｢良

かったと思う点｣を今後の励みとしつつ、「改善した方が良いと思う点」の建設的な批判も

真摯に受け止め、どのクラスでもより充実した授業を行うことを目指したいと思います。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・わかりやすかった。復習も授業の中で行なってくれたため身につきやすかった。

・毎回授業の最後に小テストがあるので自分の習熟度や得手，不得手が把握できた点。要点をまとめたプ

リントや章ごとのポイントをまとめたプリントを配付してくれた点。小テストに授業への要望・意見欄

を設けている点。

・質問に答えるのが非常に丁寧。・ペアワークの程度が非常に良い。・独語だけでなく，ドイツの歴史も語

ってくれたりする所。

・会話練習が多いのが，とても良かった。同じ表現を繰り返し確認してくれるので，声に出して確実に頭

に入れることが出来たし，退屈しなかった。ドイツでの話を時々してくれ，教科書の内容に現実味が出

て，とても興味が沸いた。習熟度チェックの質問欄は，ささいな質問にもきちんと答えてくれた。

・授業の合間に話すドイツの話が面白かったです。

・講師の実体験やネイティブの風習なども交えて展開してくれ，全く飽きなかった。ますます興味がわい

た。毎回の小テストのおかげで適度に復習ができた。

・とても丁寧な説明だったので，理解できない所も，理解できるようになった。

・CALL のテストを講義の中でやってくれるのが嬉しかった。（復習になるしその場で質問できるので）

・先生が生徒の質問に答えてくれるコーナーみたいのがあったこと。

・質問等に対する教員の対応がとても，丁寧かつわかりやすかった点。

・・毎回の習熟度チェックが効果的だったと思います。・プリントの内容がよくまとまっていて，復習しや

すかった。

・定期的に復習できるので習熟度チェック。

・丁寧で面白い授業でした。感謝します。



・同じことを繰り返し学習することで知識を定着させることができた点。

・先生の説明が分かりやすく，プリントなどの補助教材もだしてくださったため，授業内容の理解が深ま

りました。また，先生は生徒に親しみを持って接してくださいました。

・授業の中で丁寧に解説して下さったので，とてもわかりやすかったです。また，ドイツでのお話や，通

貨やシュトーレンなどの実物を見せてもらうこともでき，ドイツ文化に触れることができたのも良かっ

たと思いました。

・先生のドイツでの体験談が楽しかった。

・所々でしてくれたドイツの話が興味深かったし，面白かったです。大切な文章は毎週のようにくり返す

ことで自然と覚えられたと思います。

・文章の説明などがわかりやすかった。また，ドイツでの体験談なども聞いていてためになった。

・教員の指導が丁寧であり，授業についていきやすく，理解もしやすかった。文法事項も繰り返しやって

もらえたので，とてもよかった。

・自分にとっては進むテンポが非常に合っていて慣れやすかった。

・授業内における進行のペースが一定の速さであり，かつ無理なスピードではなかったという点。

・チェックも自分で丸付けをする方が，その場でどう間違えたのか気付きやすくてよかった。

・あまり勉強しなくても習熟度チェックで高得点がとれること。





体育学 A（卓球） 教育学研究院 助教 石岡 丈昇

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

卓球の基本技能（フォアハンド，バックハンド，スマッシュ）の習得と同時に，審判法や技術の指導

法にまで踏み込んだ授業をおこない，受講者はそれらをトータルに学習することが望まれる。

練習では，卓球台を２つに離してテニスのように長距離で打ち合ったり，ボールを２球使ったラリー

をおこなったりして，卓球が非常に「眼の動き」を要求する競技であることを確認する。そして「眼の

動き」が要求されるのは卓球だけに限られるものではなく，スポーツ全般に通ずるものであることを理

解する。

到達目標 Course Goals

１. 卓球の基本技能を習得する

２. 審判法，及び卓球の指導法を理解し実践できるようにする

授業計画 Course Schedule

１. ボール突き，壁打ち

２. フォアハンドとバックハンド

３. ボール二球のラリー

４. スマッシュ

５. サーブレシーブ，ツッツキ

６. ダブルスのゲーム

７. シングルスのゲーム

８. 卓球技術の指導法と審判法

成績評価の基準と方法 Grading System

授業への参加度合い，学習内容の理解度および技術技能の習得度合いを総合して，秀，優，良，可，

不可の５段階で評価する。

ガイダンスを含め，４回以上欠席の場合は不可とする。

■授業の取組・工夫等について

１．授業の目的・内容

「卓球の技術を習得し，またその特性を言語化できるようになること」。本授業の目的は

これである。そのため，技術に徹底的にこだわった授業をおこなった。

体育の授業では，「まずやってみる」ことが重要になる。しかし，「ただやってみる」だ

けでは技術の習得が非常に困難である。卓球の場合，まずフォアハンドを教えるが，ただ

打たせるだけでは，全 15 回の授業を完了しても，ラリーができない学生が数多く存在する

ことになる。

そのため，本授業では「やっていることを言語化する」点を学生に課すことにした。具

体的には，ラリーの続かない学生に教員から注意点を指示すると同時に，学生の方からも

現在の打球感に関するコメントを発してもらうようにした。そうすることで，「自分のどこ

に感覚的問題があるのか」を学生自身に探り当ててもらうようにした。

このような言語的反省をおこなうことで，学生は――わずかではあるが――自らの身体

感覚および卓球の技術の核心がどこにあるのかを説明できるようになったと思う。体育実

技は，運動神経の良し悪しに還元してしまえるものではなく，技術習得のコツを押さえる

ことが非常に重要になることを，学生には伝えられたと感じている。

２．授業実施上の工夫

本授業では以下の二点に注意した。

①技術特性を説明できるようになること。

②「教員－集団－個々の学生」という三層構造の教授モデルの徹底化



①については，すでに述べたとおり，受講学生に技術の特性を言語化してもらうよう，

様々な授業局面で働きかけた。特に，上手にラリーをおこなうことのできる学生を指名し，

何がコツなのかを全員の前で話させたりした。これは，受講生に好評だった。

②については，練習のパートナーの組み方を注意した点に表れている。通常，実技演習

の授業では，「教員―個々の学生」という関係性の下に，上手にラリーの出来ない学生に教

員が個別にアドバイスをおこなうという形式を取ることが多い。しかし，本授業では，こ

うした個別指導だけではなく，「集団」に技術特性を働きかける局面を数多く作った。

たとえば，「経験者/未経験者」，「男性/女性」という属性に受講生を分けて，卓球経験や

性別の異なる学生が，ひとつの共通した技術課題の練習をおこなうようにした。そして，

教員は細かい指示ではなく，大局的なポイントを数点のみ指示した。そうすると，各ペア

のうちの，経験者なり男子学生なりが，未経験者や女子学生にアドバイスをするような場

面が生じるようになり，結果的に技術レベルは向上した。

実技演習の授業では，どのようなペア（規模，性別割合など）を組ませるかという点こ

そが，実は非常に重要であるが，この点に配慮することで，本授業では，目的である技術

の習得がスムーズにおこなえたように思う。

３．その他

質の高い授業を展開するためには，十分な準備と試行錯誤が必要になる。そのため，あ

まりにも多くの授業を抱えると，質の高い授業はできなくなる（当然である）。

私は職階としては助教であるが，一昨年（2009 年度）などは年間 30 単位分以上の授業

を担当した（全学教育で年間 8 コマ＋オムニバス講義 1 コマ，それに加えて学部での講義・

演習・卒論指導，大学院での講義・演習・修論指導，博士論文の執筆補助指導など）。

助教で 30 単位分以上の授業を担当しているのは，国公立大学すべてをみても本学ぐらい

だと思うが，細かいＦＤなどを繰り返すよりも，担当コマ数をめぐるシステムそのものを

改善した方が，質の高い授業が増えることは間違いないと思う。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・わきあいあいとしていたとこ。

・理論じゃなくて実践がメインでよかった。体育はこうあるべきだ。

・すべて！

・具体的に練習方法が明示されていたこと。実際に打つ機会が多かったこと。

・基礎を学んだあとは試合が中心の自由な授業だったこと。

・とても楽しく，しかも技術的にもとてもレベルアップできた点。

・段階を踏んで，卓球に取り組むという授業がよかったのではないか。

・何より楽しい授業だった。

・先生の説明がすごくわかりやすかった。

・基礎からしっかりとやっていたので初心者には非常にうれしいものとなりました。

・授業を通じて，卓球がまともにうてるようになった。

・最初に基本を教えてくれたので，初心者でも充分に楽しむことができた。

・いろんな人と打ち合いができた点。

・基礎から細かくやっていった点。

・楽しかった点。

・プレイの方法などを詳しく解説してくれた点。様々な人と試合をできたこと。

・団体が男女混合だったところ。

・最高でした。

・卓球の技術が向上したこと。

・楽しい雰囲気で行えたこと。

・楽しかったところ。

・試合中心だった点。

・分かりやすい指導だった。シングルでは差がでるがダブルスにより実力が平均となってより楽しかった。



・最初の方で技術をしっかり練習したことで，試合がおもしろくなった。

・楽しくできたし，上達もできて良かった。

・いろんな人と打ったのでその人たちと楽しく接せたこと。団体戦たのしかったです。

・団体戦など。

・たっきゅうがたのしくできました。

・授業の仕方が好きです。

・おもしろい所。

・フォアラリー，バックラリーのきそからやって，全体的に上手くなったこと。

・卓球が前よりも楽しく感じるようになり，これからも卓球をしたいと思えるようになった。

・卓球がすきになった，先生よかった！





歴史文化論 文学研究科 准教授 村田 勝幸

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

本年も昨年度に引き続き，アメリカ社会文化史という切り口からアメリカ合衆国の社会・文化・歴史

について批判的に考えたい。われわれの周りにはさまざまな「アメリカ」イメージがある。自由の女神，

映画，大量消費社会，ヒップ・ホップ，「アメリカ的正義」等々。しかしながら，「アメリカ」的と一括

りにされるもののなかには，特定の地域に根ざした特性が刻印されているものが案外多い。たとえば，

自由の女神が大西洋を渡ってやって来たヨーロッパ系の移民を本来象徴し，映画がハリウッドと分かち

がたく結びついていることは周知のことである。本講義では，アメリカ西部の歴史に注目することで，

一般的なアメリカ通史と違う歴史像を提示することを目標としている。

到達目標 Course Goals

本講義の最大のねらいは，歴史を単なる断片的な情報の集積としてではなく，空間的イメージを備え

た一連の因果関係のなかでおさえることである。アメリカ西部の歴史を一般的なアメリカ通史とは異な

った時間軸・空間軸で理解することを試みたい。

授業計画 Course Schedule

本講義では，アメリカ西部の歴史を幾つかの時期に区分したうえで，それぞれの時期を特徴的に示す

事柄に特に注目する。週毎の具体的な講義内容に関しては，開講時に配布するシラバスを参照されたい。

映像資料も積極的に活用したい。

成績評価の基準と方法 Grading System

レポート（40 パーセント）及び学期末試験（60 パーセント）。

■授業の取組・工夫等について

講義科目である「歴史文化論」は，文学部で提供されている９つの履修コースのうち５

つで「選択必修科目」として設定されています。ここ数年は百人以上が履修しており，多

様な興味関心を持つ学生に対し，少数の者だけに照準することなく幅広く知的刺激を与え

るにはどのような授業運営を行えばよいのか，という点が私にとっての大きな課題です。

授業全体の設計にあたっては，①授業の狙いを明確化し，専門・非専門を問わず知的関心

を喚起するよう努める，②最大限の双方向性（interactivity）確保を目指す，③評定は可能

な限り公平でバランスがとれたものにする，の３点を意識しています。

まず最初の点に関して。この講義はアメリカ史を扱っていますが，「歴史学的」なアプロ

ーチは敢えて前面に出さないようにしています。「歴史学的」とは，時代や対象を限定した

うえで一次資料にあたって分析するという手法や姿勢を指します。私の場合，「歴史学的」

なアプローチは履修者が比較的少人数である演習のほうで行い，「歴史文化論」では，歴史

学を専門としない人たちも念頭において，「歴史的発想」や「歴史的想像力」とは何で，そ

れが現在や未来を生きるうえでどのように有用か，という点を実感してもらえるよう心掛

けています。歴史を扱う授業はどうしても情報量が増えてきますので，板書は極力減らし，

配付資料（通常，毎週Ａ３で２枚ほど）を使って説明することにしています。加えて，事

前に資料を読み込んで授業に臨むという「演習型」のスタイルではなく，この講義では予

習よりも復習が重視されることを，シラバスでも開講時の口頭説明でも強調しています。

また，毎回授業の冒頭で前回の講義の要点を簡単に振り返っていますが，これによりスム

ーズに授業に入りやすくなるとともに，学生の復習作業を補完することが可能になります。

次に二番めの点に関してです。歴史系の講義を展開するうえでの最大の泣き所は，どう

しても一方的な説明や情報提供になりやすい，という点です。それでも今日，双方向的な

授業設計は，いかなる種類の授業であれ避けることのできない課題と言えます。本講義は，

大教室での授業ではありますが，できるだけ質問をしやすい雰囲気を作るように気をつけ

ていますし，授業終了後に個別に来る質問者に対しても積極的に門戸を開いています。も



ちろん，こうした対応だけでは充分ではありません。そこで「歴史文化論」では，授業の

進度にあわせて中間レポートを課し，提出されたものに対してはすべてコメントを付して

返却するようにしています。開講時に具体的な課題内容を伝えてしまいますと，授業での

議論とは無関係にレポートを書き上げ，早々に提出してしまう学生が多くなってしまいま

すので，レポート課題と関係する箇所が終了してから，学生に対してレポート課題の詳細

を伝達するようにしています。おそらく，これでも「双方向性」は不充分に達成されたに

過ぎませんが，講義の内容と執筆するレポートの内容を絡めようという動機付けにはなる

でしょう。さらには，レポートに付したコメントを踏まえて，以後の授業や期末試験への

取り組み姿勢を見なそうという学生も少なからずいます。学生アンケートの自由意見など

を見ましても，アンケートにフィードバックを行うという行為は，教員の想像を遙かに越

えて効果が大きいようです。しかしながら，多くの学生に対し細かなコメントを一つひと

つ書きおくるという作業は多大な時間的・労力的負担を要しますので，実施するかどうか

については注意（ないし覚悟）が必要かもしれません。

最後に，評定に関してです。本講義では中間レポート（40％）と期末試験（60％）の２

つを基に成績を決定しています。期末試験では，（歴史的事項の）暗記力ではなく，歴史の

流れ（つまり縦軸）と社会の構造や関係（つまり横軸）を論理的・説得的に関わらせて論

じる力を測るように問題を設定しています。（具体的には，各小論述問題には語群を与えて，

そこから幾つかの語を用いて論述せよという形式を採っています。）

総じて言いますと，授業アンケートの各設問のすべてに配慮して授業を設計することは，

不可能に近いだろうと思います。また，授業の性格や，拠って立つ学問的な方法論の違い

によっても，何が重視され，あるいは逆に何がそれほど重視されないか，は異なってくる

でしょう。授業の提供者本人が，明確な目的意識に基づいて優先順位を決めたうえで，最

大効果を目指すことが重要なのではないでしょうか。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・詳細なプリント。映像資料。

・普段の生活で耳にするアメリカの情報は，表面的でしかないが，授業では，現在のアメリカの実態や，

歴史などを先生のわかりやすい説明を聞きながら学ぶことが出来た点。また，映像資料を授業に用いて

いた点も，良かったと思います。特に 30DAYS は考えさせられる内容でした。

・説明などもわかりやすくてとても理解しやすく良かったと思います。映像資料の使い方もとても適切だ

と思いました。

・先生の話が聞きとりやすく，わかりやすかった。映像資料を見ることで，より問題の概要が伝わってき

た。現実の問題として興味を持つことができた。

・１月 13 日の非合法移民に関するドキュメンタリーが面白かったし，問題の背景がわかりやすかった。

・たまに映像資料が使われていました。視覚に訴えられるとインパクトがありますのでより深い理解につ

ながるので良いと思います。

・“30days”がとても面白かったです。

・現在起きている事柄も，歴史的文脈の内で考えるという考え方にはじめて触れました。今自分のまわり

で起きていることも深く考えたいです。レポートに全部コメントがついていて感動しました！

・細かい知識というより大きな流れの理解を目標としているのが良いと思いました。説明もていねいでわ

かりやすかったです。

・レポートのコメントを書いて返してくれたのでとても嬉しかったです。授業の内容は難しかったのです

が，先生がわかりやすく解説してくれたので，理解しようという気持ちになりました。ありがとうござ

いました。

・「歴史文化論」の講義にふさわしく，映像や文学など，多彩な資料が用いられていた。課題も，自ら映像

を見て，分析することが求められていた。また，教員は強調点を常に明快に示して授業をしていたため

に，聞き取りやすく，整理もしやすかった。

・映像資料を交えて解説することにより，理解と関心を引き良かったと思う。

・レジュメが大変わかりやすく，先生がおっしゃっている内容を記述するよゆうが十分あった。今まで受

けた授業形式と若干異っていて，面白かった。

・１つ１つの説明が詳しくてわかりやすかった。

・レジュメがあったので，先生の話を集中して聞くことができた。映像を使った回は理解しやすかった。



・事象としてはかなり細かい部分のお話をされていたのだと思いますが説明が丁寧に為されていて非常に

分かり易く，興味を持てました。

・色々な映像を見ることが出来て良かったです。

・映像資料がよく使われていた。課題がユニークだった。

・わかりやすくて，楽しい。レポートを返却してくれるのは，やる気が出る。

・時々映像や映画を指定して見せる授業や課題があった点。しっかりプリントが配布された点。

・一貫したテーマがあるので明快であった。先生の情熱が伝わってきた。

・プリントの内容がしっかりしていた。

・説明の分かりやすさ。（なじみのない分野だがよく理解できた）

・初回からの授業の流れが，最終回のまとめに説得力を持って，直結していたので，よかったと思います。

・先生の説明やプリントの内容が丁寧でとてもわかりやすかった。映像資料が，興味を持ちやすくて良か

った。

・レジメに沿ってきちんと丁寧に説明してくれたので授業の理解を速めることができた。映像も随時使用

し，とても効果的だった。

・映像資料があってわかりやすかった。・毎回授業の冒頭で，前回の授業の復習の話があって良かった。

・先生の説明がとてもわかりやすかった。

・レジメが適切だったと思う。複雑な内容だったが整理されていてわかりやすかった。中間レポートのフ

ィードバックがあったのもよかった。

・先生の説明もレジュメもわかりやすくて良かった。

・映像資料の使われ方が効果的だった。レジュメがわかりやすかった。授業の計画がはっきりしていて，

予習がしやすかった。

・先生の話がわかりやすかったです。映像資料もおもしろかったです。

・毎回の授業がしっかり完結していて，とても聞いていて楽しかったです。

・レジュメの完成度が高く，また，説明が分かりやすい授業であった。ときおり，映像が用いられ，よか

ったと思う。

・レジュメが詳細で，授業もそれに沿って行なわれていたので判り易かった。

・レジュメをくばってくれるところ。

・映像を見たことで，よりイメージがわいた。先生の説明がわかりやすかったし，おもしろかった。

・映像資料を用いており，興味を持たせる授業内容だった。

・こまかい内容から普遍的なテーマを引き出すという感じでおもしろかった。

・説明が論理的かつ的を得ていたので，とてもわかりやすかった。・歴史を考える上で先生の考える重要な

ポイントを強調して下さったので，歴史への理解や認識が深まった。

・先生が好き。課題レポートのコメントがよかった。

・村田先生の話し方が，すごく聞きとりやすいテンポで授業中ちっとも眠くならなかった。ビデオ教材の

使い方が上手！素敵です！

・解説と DVD を見るバランスが良かった。そのおかげで，理解度が高まった。中間レポートを書く作業を

行うことで，授業内容を深め，考えをまとめることができた。様々な立場（主にマイノリティの視点）

から物事・事件を見ると，全までとは全く異なく世界が見えてくると感じました。

・レジュメだけでなく，様々な資料を使っていたので分かりやすかった。

・映画やドキュメンタリーなどの映像教材で，座学だけでは理解し得ない，当事者たちの状況を知れたこ

とです。

・先生が重要な点を強調して説明してくれ，また詳細な事件や歴史も挿入的にお話して下さり，西部の歴

史について大まかに理解することができました。

・資料や映像が効果的に用いられていて，より分かりやすく伝える工夫がされていました。授業内容や先

生ご自身の人柄，分かりやすさなど，数ある授業の中で１番でした。

・何より教員の説明がわかりやすく，カルフォルニアやロサンゼルスなどアメリカ西部を理解するうえで

理解しやすくなる説明だった。また映画を様々して紹介していたところもよかった。

・アメリカの社会状況とかくわしく知れておもしろかったです。レポート課題が映画を用いるものだった

のがおもしろくて楽しくレポートを書けたのでよかった。レポートを添削？してくれたのもよかったで

す。

・授業でとり扱う内容や，先生の説明など，総合的に生徒に興味を持たせるのがとても上手でした。内容

も濃くてあきませんでした。

・レジュメが丁寧で，それに沿って説明してくれたのでゴールが見えて，授業が非常にわかりやすかった

です。

・教授の熱意や勉学への思いやりが伝わってきました。レポート課題のフィードバックも一人一人に丁寧

にしてくれました。



・先生の話はいつも筋が通っていてとても分かりやすかった。いつも熱のこもった授業で，集中してきく

ことができました。この授業で扱った問題について，より関心をもつようになった。

・映像資料などを適宜用いて説明してくださったのでとてもわかりやすかったです。

・映像史料がおもしろいものが多いと思う。

・映画を授業資料に用いることで，効果的に学生の興味を刺激した点。

・説明がとても分かりやすくて，とても面白かったです。

・先生の説明が分かりやすかった。授業内で見た映像がおもしろかった。中間レポート課題もとりくみや

すくて興味深かった。

・比較的複雑で難しい内容が多い授業でしたが，それに対する説明・解説がわかりやすかったので，とて

も良かったです。レポート課題などもユニークでおもしろかったです。話し方にメリハリがあって，聞

きとりやすかったのも良かったです。

・「昔から」等を根拠にするところの，「昔」の定義について常日頃疑問に思っていたことの明確化ができ

た。すっきりした。少し。



社会の認識「都市地理学入門」 文学研究科 教授 橋本 雄一

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

１. 地理学的な立場から空間情報処理能力の向上を目指し，GIS の基本的機能や空間データなどにつ

いて学習する．

２. 都市地理学，人文地理学，経済地理学の基礎概念を理解する．

３. 地理学に関する地域分析の方法を，世界各国と都市を事例として理解する．

到達目標 Course Goals

１. 地理空間情報や GIS の基礎知識を身につけ，それらの社会的活用方法を理解する．

２. 地理学において有名な都市を対象とするマクロモデルおよびミクロモデルを理解し，都市地理学

の基本的な知識を身につける．

３. フィールドワークの方法や分析技術の概要を理解し，世界各国と都市を事例とした専門書や論文

を読んで理解することができるようになる．

授業計画 Course Schedule

世界各国の都市を対象として，内部構造や空間システムについて講義を行う．授業内容は以下の通り．

なお，講義では地理情報システム（GIS）の成果やコンピュータグラフィックスによる資料を多数用いる．

１. 地理学とデータ（空間データの種類と取得，地図測地系・座標系，レイヤ構造）

２. 都市内部構造モデルとデジタル地図

３. 都市内部交通システムに関するネットワーク分析

４. 都市の成長に関する空間データのシミュレーション

５. 大都市圏の構造変容（多重リングバッファによる人口・事業所の動態）

６. 都市のメンタルマップと空間データ構造，

７. 都市のヴァルネラビリティと防災（ボロノイ分割による空間的平等性の検討１）

８. 中心地理論と地域医療（ボロノイ分割による空間的平等性の検討２）

９. 経済のグローバル化と企業集積（空間データの統計処理１）

10. 企業集積と特許戦略（空間データの統計処理２）

11. 知的クラスターの形成（空間データのオーバーレイ分析１）

12. 都市と貧困の空間モデル（空間データのオーバーレイ分析２）

13. 都市における地理空間情報と GIS の活用１

14. 都市における地理空間情報と GIS の活用２

成績評価の基準と方法 Grading System

平常点とレポートにより評価する．なお，レポートの評価方法に関する詳細は授業中に説明する．

■授業の取組・工夫等について

1. 授業の目的・内容

この授業は，理系・文系を問わず全学の学生を対象として行っている人文地理学の講義

である．都市を中心として生起する社会経済的現象を，空間的視点をもって解説している．

授業の目的は，（１）地理学的な立場から空間情報処理能力の向上を目指し，GIS（地理情

報システム） の基本的機能や空間データなどについて学習すること，（２）都市地理学，

人文地理学，経済地理学の基礎概念を理解すること，（３）地理学に関する地域分析の方法

を世界各国と都市を事例として理解することの 3 点である．授業終了後には，各人が（１）

地理空間情報や GIS の基礎知識を身につけ，それらの社会的活用方法を理解していること，

（２）地理学において有名な都市を対象とするマクロモデルおよびミクロモデルを理解し，

都市地理学の基本的な知識を身につけていること，（３）フィールドワークの方法や分析技

術の概要を理解し，世界各国と都市を事例とした専門書や論文を読んで理解することがで

きるようになることを目指している．

授業では，世界各国の都市を事例として，内部構造や空間システムといった基礎知識を



話した後，日本の社会経済的問題と結びつけて講義を行っている．例えば，クリスタラー

やレッシュの中心地理論を解説し，都市と勢力圏の空間モデルについて講義をした後，北

海道における産科病院の不足を例にして，病院と通院圏の話などをしている．その際に，

学生たちがイメージしやすいように GIS の成果やコンピュータグラフィックスによる動画

資料を多数用いている．なお，授業は 1 回 1 テーマであり，連続して授業に参加しないと

内容がわからなくなるということが無いように注意している．

2．授業実施上の取り組み・工夫

（１）基本姿勢

まず，「大きな声で，自分が面白いと思っていることを，気持ちよく話す」ということを

心がけている．かつて学生時代に自分が受けた授業の中で，教員がつまらなそうに話し，

話し方も不明瞭で何を言っているのか聞き取れないものがあった．このような授業につい

ては，いつも非常に残念に感じていた．教員の態度は学生のやる気にも関わるので，自分

が教壇に立ったときには，このような授業はしないと誓い，現在それを実行しているとこ

ろである．最近の講義では，学生同士でディスカッションさせるなど先生方が様々な工夫

を取り入れているが，私の授業では，「教員が話し，学生が聞く」という古くからの授業方

法で，いかに学生の満足度を上げるかということを課題にしている．

次に，最終評価の方法などは，できる限り言葉で明確に伝えることにしている．レポー

トのタイトルや形式はもちろんだが，秀と優の違いは何か，可と不可の違いは何かなど，

具体的な内容に踏み込んで説明を行っている．例えば，都市内部のコンビニの立地展開に

ついてのレポートで，内容の類似したものが複数提出された場合，方法論や考察を記述し

ているかどうかで評価が 1 段階異なるというような説明を，内容を変えて，すべての回の

授業で行っている．毎回違う事例を取り上げて評価方法の説明をするので，学生たちは全

回出席すると，きわめて詳細な最終評価に関する情報を入手できる．この情報提供が，学

生の出席を良くする要因の 1 つになっていると考えている．また，このレポートの評価に

関する情報提供は，良い論文を書くための指導を兼ねるものとして行っている．

（２）教材

私が行っているのは地理学の授業なので，現実世界のイメージがないと授業を進めるの

が困難になる．そこで，映像資料，特にビデオなどの動画資料を数多く用いている．例え

ば，授業に出席している学生の中で，中学や高校でアメリカ合衆国のシリコンバレーとい

う地名を習った者は多いが，このシリコンバレーがどのような風景なのか，なぜその場所

で発展し，いまどのような企業があるのかなど場所の具体的な特性について説明できる者

は少ない．そこで，授業では，シリコンバレーの風景が収録されているビデオを用意し，

さらに，スタンフォード大学を中心としたベンチャービジネスの集積，ヒューレットパッ

カード社のようなアンカー企業の出現，グーグル社などによるサービス業への転換など，

できる限りビデオ教材で具体的な内容を示した上で講義を行っている．このビデオ教材は，

私が 30 年かけて集めた数千本のビデオ画像を逐次編集して作成するものであり，1 本が 5

分から 15 分程度の長さになっている．これを 1 回の授業で 2 本から 5 本程度流し，学生の

理解を深めるようにしている．さらに，授業では 15 分～30 分に 1 回，余談などを挟んで

小休止をするが，その際にも動画教材を使うことが多い．

さらに，学会発表の資料も教材として活用している．この授業は教養を身につけるため

のものであるが，地理学を専門としない大多数の学生たちにも当該分野の最先端の成果を

見せ，その社会的貢献について話をすることで，授業内容に厚みを持たせている．最近で

は，1 回の授業の内，60 分は基礎的内容を話し，残りの 30 分は最先端の成果を話す事が多

い．この最先端な内容を話す際には，学会の発表資料を動画にしたものを良く用いる．私

は，もともと学会発表を CG ムービーで行うことが多いため，これを数分ほどかけて手直

しすることで授業用教材を作成している．

以上のような独自の動画教材は，私の授業でしか見ることができない．そのため，これ



が授業の出席率を高める要因の１つになっていると思われる．

3．その他

日本には数多くの優れたアニメーション作品があり，その中には未来的なプレゼンテー

ションの風景が様々に描かれている．私は，それらの作品を見ながら，このようなプレゼ

ンテーションの場に自分も同席したいと何度も感じてきた．自分で授業を行うようになっ

てからは，数多くの高度な動画教材を駆使することで，かつてから憧れていたプレゼンテ

ーションの場を擬似的に再現できる可能性を感じ，これまで自分の望む授業の場を作るべ

く努力してきた．授業計画や個々の授業内容も大事であるが，90 分の講義の間，自分と学

生が共にいる場所を，いかに魅力あふれたものにするかということも授業では重要である

と思われるため，これからも工夫を重ねていきたい．

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・映像がおもしろい。

・毎回何らかの映像を見せて生徒を退屈にさせていない。授業内容そのものが面白く，説明も分かりやす

い。

・教授がアツかった。

・S２。

・映像を用いることでとてもわかりやすい授業となっていた。

・映像などが効果的に使われていて理解しやすい。

・映像がたくさん用いられていた点。

・映画を多く使っているところ。

・最終レポートの評価基準や悪い例を色々と示していた点。

・毎回，ビデオ視聴の時間があり，授業内容をより深く，わかりやすく理解できた。

・映像を効果的に使っていてよかったです。現実的な問題を取り扱っていたのもよかったです。

・文学部の認識が改まった。・地図情報の重要性が分かった。

・全て。

・映像を使うことによって，視覚からの刺激が強く集中して講義に取り組める工夫が為されていた点。

・映像を駆使していて分かりやすかったです。

・NHK スペシャルなどのビデオが大変おもしろかった。先生のはなしも大変おもしろく，満足度もたかか

った。

・ビデオを効果的に使っていた点。

・現実世界に根ざした，実用的な地学を学ぶことができた。ムービーがハイクォリティ。

・授業の構成がきちんとねられたものであった。

・地理学的なものの見方，考え方や，地理学の技術を社会にどう役立てるかなど，実用的な話が多かった。

板書でその日の授業のテーマを解説した後でドキュメンタリー等の映像を見るのもわかりやすくてよか

った。

・ムービーなどが充実していて面白かった。・板書がきれいで見やすかった。・興味の持てる内容が多かっ

た。

・知らない知識をたくさん聞くことが出来た。ビデオを見ることによって，より楽しさ・関心を持てた。

・今までの「覚えつなげる地理」から「考え・創る地理」へと学びのスタンスが変わったこと。進路を考

える指針になったこと。（他学部の紹介，説明も積極的に行っていた）

・毎回の授業で見せるビデオがたいへんおもしろかった。

・文章だけでなく，映像を多く取り入れることで授業にあきなかったし，理解度も深まった。

・ビデオがよかった。

・板書が非常に見やすく，また授業内容に関連したビデオを毎回放送するので，教授の伝えたい趣旨が講

義ごとに明確でわかりやすかったです。

・ビデオを使うことで，より分かりやすくなっている。

・教授の話がおもしろかったです。AV 機器などを頻繁に使用して授業を展開してたのが良かったと思いま

す。

・教授がとても気に入りました。もっと勉強したいと思うような授業内部を展開していました。

・自分が将来やりたいことに対し，より強い確信を得られたこと。

・文学部のイメージが変わった。高校生のときにこの授業を体験する機会があったら文系に進んでいたと

思う。



・教員の熱意が非常に良く伝わった。よく研究されていて授業内容が濃いものであった。

・都市地理学をとにかくわかりやすく説明してくれた。都市地理学に興味を持つことができた。

・レポートがどういうものかというのがよく分かった。

・ビデオの多用。学生が飽きない授業になった。

・板書が非常にわかりやすく，見返して十分復習になった。・毎回様々なテーマを取り上げて，授業が退屈

になることがなかった。・ビデオがおもしろかった。

・動画が多用されていてとてもとても楽しかったです。

・先生の話がたのしかったので，たのしく授業をうけられた。ビデオが効果的だった。

・わかりやすかったです。

・GIS など，いままで知らなかったことが多かったけれども，わかりやすく説明をしてもらえたので良く

理解できた。

・目的がはっきりしているところ。一番面白く，やりがいがある。

・楽しかった。聞きやすかった。

・評価のつけ方の基準などを教えてくれたので，どこが大切でどこを頑張ればよいかがよくわかった。

・GIS が社会に大いに役立っていることがわかり，視野が広がった。

・ビデオが分かりやすく良かったです。

・授業の目的が明確であった点。生徒が楽しめるように授業が工夫されていた点。

・話題がとてもおもしろかった。

・聴き手をひきつける話し方，内容がわかりやすく構成されていたこと。映像資料の選択。映像資料の制

作センス。

・ビデオの編集がよかった。

・効果的に映像が用いられていて，興味をもちやすかったし授業の理解度が増した。

・ビデオを多く使っているので，退屈せずに授業を受けることができた点。

・効果的に映像を用いている点。

・レポートが程良く時間と手間がかかる点。・説明が解り易い点。・時折小ネタがある点。

・先生の声が聞きとりやすかった。・映像をつかった授業であったため，頭にのこりやすかった。・取り扱

う内容が生徒の関心を引くようなものであった。

・板書・口頭による説明・ムービーなど，さまざな道具を使って，テーマに対する理解がしやすい授業に

なっていた点。

・聞きやすい授業でした。聴覚的にも，視覚的にも。

・映像を上手く利用している点。

・先生の話もおもしろく，映ぞうもわかやすかった。

・映像を使った授業だったので最後まで楽しみながら受講できた。

・映像を多く使うこの授業では，内容に興味が持てるし，あきずに最後まで参加できました。先生のお話

も楽しく聞かきせいただきました。

・映像教材が多くつかわれていて，その日の講義がよりいっそうわかりやすくなったり，集中して授業に

のぞむことができた点が良かったと思う点です。

・シリコンバレーについての動画などがとても興味深く，様々な分野について勉強したいという気持ちを

引き起こされた。

・ビデオや，オリジナルムービーなどで明快に解説していた点。授業と関係あるかはわからないが映像作

品を私も作りたくなった。

・ビデオで視覚的にわかりやすかったこと。

・ビデオ教材を使用しており，今現在の状況の把握ができる点。文字だけで解説されるよりも理解しやす

かった。

・完成度の高い映像を積極的に取り入れながら授業を行っていたので，楽しく容易に理解できた。

・映像おもしろかったです。

・授業半分，ビデオ半分くらいで毎回授業があるので，退屈しないし，よかった。

・要所要所で具体的な例示や映像の使用があり，面白く，そして分かりやすかった。

・ビデオ視聴の機会がたくさんあって面白かった。

・ビデオが面白かった。

・映像が毎回あってとても楽しかったです。毎回それが一つのたのしみでした。内容も身近なことからそ

うではないことまでたくさんカバーしてあっておもしろかったです。

・毎回ビデオ視聴があり，飽きることなく 90 分が過ぎていった。単純に，教授が好きです。黒板も見やす

く図もあり，ノートがまとめやすかった。

・先生がユーモアにあふれていて話が面白かった。また，地理学に関連づけて幅広い範囲のビデオを多用

しており，理解を深めることができた。



・毎回の授業をすべて板書の授業で終わらせるのではなく，興味深い映像なども取り入れてくれることで

とても楽しい授業であった。

・映像を使った授業でわかりやすかった点。

・私は大学で地理学を専攻したいと今の所考えているのですが，具体的にどのような研究をやっているの

か，また地理学が社会的にどのような貢献をしていくのかなど，実例を挙げながら説明していて，その

思いがますます強くなりました。授業で課されるレポートも目的が明確でいいと思います。

・映像が効果的に用いられ，視覚的に理論を理解することで全体像の把握が非常にしやすかった。最近の

事柄・身近な話題と関連づけることによって授業が親しみやすく取り組みやすくなっていた。





児童福祉論 教育学研究院 教授 松本 伊智朗

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

子どもや家族を取り巻く社会環境の変化，現代の子どもと家族が直面している諸困難について論じる。

特に子ども貧困，子ども虐待について考察する。

到達目標 Course Goals

・子どもと家族が直面している諸困難についてその背景をふまえながら理解する

・児童福祉の歴史的過程と現状について理解する

・困難を抱える子どもや家族に対する支援の現状について理解し，今後のあり方について考察する

授業計画 Course Schedule

・子どもと家庭を取り巻く社会の状況

・児童福祉の歴史的展開

・児童福祉の理念，子どもの権利

・児童福祉施策

・子どもの貧困の現状

・子ども虐待と貧困

成績評価の基準と方法 Grading System

授業への参加状況および試験またはレポートによる。

■授業の取組・工夫等について

（担当教員） 教育学研究院 教授 松本伊智朗・助教 鳥山まどか

１ 授業の目的・内容

（１）児童福祉の領域における実践活動の具体例を知ることを通して、社会的不利を負う

子ども・家族の現実と支援のあり方について考えること/考える材料を増やすことを目的

とした。

（２）講義の内容と構成は以下の通り。当初のシラバスから大きく変更されている。

①児童福祉制度の概要と実践活動

②保護と支援を必要とする子ども

少年院で保護された子ども/児童養護施設・自立援助ホームで暮らす子ども

③地域での相談と支援

児童相談所/保育所/学童保育所/学校ソーシャルワーク

④家族の支援と子ども

母子保健/母子生活支援施設

⑤子どもの貧困と児童福祉のこれから－まとめにかえて

２ 授業実施上の取組・工夫

（１）ほぼ毎回、子ども・家族の支援に携わる実践者をゲストに招き、①教員からの導入、

②実践者からの講義、③学生からの質疑と応答、④教員からのまとめのコメント、とい

う構成で授業を行った。この方法を取ることで授業が応答的になったと当時に、「実際に

起こっていること」と「研究されていること」の関係を短時間でコメントする力量が教

員に求められ、学生、教員、ゲストのそれぞれに刺激的であった。

（２）毎回の講義の「まとめ」の提出を求め、特に問題がなければ 1 回 10 点を基礎と採点

し、この合計点を評価点として成績評価を行った。「まとめ」は、①あなた（受講学生自

身）が考える当日の講義の要点、（250 字以上）②当日の講義内容に関連してあなたが考



えたこと/あなたにとって当日の講義で意味があったこと（250 字以上）を必ず含み、合

計 800 字以上 1200 字以内、①、②はそれぞれ小見出しを付けわけて書くこと、と内容を

指定した。この方法は、個々の学生には毎回の授業内容を自らの関心に引き付けて整理

し振り返る機会となった。これは学生の講義への参加の一形態と考えうる。また教員に

とっては毎回の講義の学生からの評価の意味を持ち、学生との応答的関係の構築の一助

となると同時に、講義内容を検討する上で非常に有効であった。

３ その他、他の教員の授業改善の参考となる事項

ゲスト講師を招くことは、学生に複眼的視点を提供すると同時に、教員の「しゃべりす

ぎ・教えすぎ」を防止する効果がある点が有効だと感じている。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・様々な児童福祉施設の話や現場の人の生の声を聞けた点。自分の見識が非常に広がった。

・先生の人柄や熱意がよく表れた授業で，向学心が刺激された。他学部の教授でも見習って欲しいと思う

程，学生視点の素晴らしい先生だと思いました。勇気を出して他学部履習をして良かったです。

・・福祉の現場で実際に働いている人の話を聞けた点。・毎週色んな人が来た点。・レポートで成積評価さ

れる点。（明確さ）

・様々な福祉の現場で働く方々から，お話をうかがえたことは自分で問題を考える機会になり，おもしろ

かった。

・毎週児童相談所，児童養護施設，保育園など，現場で実際に子どもと向き合っている方との対話ができ

たのは，考えるよいキッカケになったと思います。全体的に「受講してよかった」と思える講義で

した。

・様々な施設の方のお話を聞け，さらに，不利な状況におかれた子ども達のことを何パターンも聞けたこ

とがとても勉強になりました。今まであまり貧困や虐待といったことに，あえて目を向けようとしてい

なかった自分を変えてくれたと思っています。ありがとうございました。

・１講義 15 回というものですが，１回１回の授業どれもがとても命のあるもので，１回１回自分事として

考えられた。現場の先生のお話をきけることは，滅多にないし，また児童福祉施設について知る機会も

ほどんどないに等しい。そのような中で，この授業は自分にとって本当に意義のあるものになった。

・現場の方の意見を伺うことができた。福祉現場の現状を知ることができた。担当の先生方の雰囲気がよ

かった。

・様々な現場で働く人たちの話が聞けてよかった。

・毎回ゲストの貴重な話が聞けてよかったです。

・内容はおもしろかったです。

・生の声（現場で働いている人）をきけたことがとても大きかった。

・様々な現場の方のお話，問題に関わる人のお話を聞くことができたのはとてもいい経験になった。授業

という形でこんなにもいい経験ができるなんて学生はゼイタクだと思えるくらいいい経験になった。

・実際に現場で働く人たちの話を聞く機会は他の授業でもなかなかないので，貴重な時間だったと思いま

す。

・実際の声がきけたこと。まとめの提出によって，復習ができたこと。

・実際に現場で働いているという人の話を聞いて，そこから色々なことを学び，考えるきっかけとなった。

とても意義のある授業に感じられた。

・考える機会が得られた。

・外部講師がたくさん来て下さって刺激のある授業だった。

・現場の人々の声を聞き，本や文章だけでは学ぶことができないことを学び，感じ，考えることができて

とてもよかったです。

・毎時間色んな方々のお話が伺えたので，本当に幅広い経験や考え方にふれられたこと。

・毎回講師を招いて様々な現場で働く方々の話を聞けたので興味深かった。毎週レポートを提出させるこ

とで，効果的に話の内容の要約，理解を促していた。

・普段なかなか知る機会のない現場の問題を，きくことができて，現実の問題に対する考え方が深まった。

・沢山の人の話を聞けた。

・たくさんの人の話を聞けた。

・この授業を受けなければ知りえなかったことを知れて良かった。

・現場で働く人のお話を聞けたこと，リアリティがあったことが良かったです。

・現場の“生”の声を聞く事が出来た。



・現場の生の声がきけてよかったです。

・様々な分野の専門家が来て「生」の話を聞けたこと。

・いろいろな施設で働いている人のお話しが聞けてよかった。

・福祉に携わっている様々な人の生の話を聞くことができた点。

・色々な人の話が聞けて，面白かった。

・多くの現場の方の，生の声を聞けて，とても刺激になりました。

・毎回ゲストだったから，毎回しんけんにとりくめた。評価方法が明確だった。毎回のレポート提出形式

だった。現場の生の声がきけたこと。

・現場の人の声が聞けたこと。

・福祉の現場の話を聞けて，今まで知らなかったこともたくさん知ることができ，とてもためになった。

・福祉の現場ではたらく人の生の声をきくことができたので，リアルに想像できてよかった。週１でレポ

ートも大変だったけど，その分毎回きちんときいて自分なりに考える時間ができた。

・現場のリアルな話が本当にたくさん聞けたこと。





在宅看護論演習 保健科学研究院 教授 河原田 まり子

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

１. 在宅療養者とその家族を対象とする在宅看護を理解する。

２. 医療依存度の高い在宅療養者とその家族への看護を理解する。

３. 在宅看護における他職種および関連諸機関との連携の必要性を理解する。

４. 在宅ケアを支えるケアシステムについて理解する。

到達目標 Course Goals

１. 家庭にあるものを活用して在宅療養者への日常生活援助技術を展開できる。

２. 医療依存度の高い在宅療養者への看護技術を説明できる。

３. 在宅療養者およびその家族への療養指導が実施できる。

４. 訪問看護および訪問リハビリの具体的な展開方法を説明できる。

５. 在宅療養を支える関係職種や関係機関との連携の必要性を説明できる。

６. 在宅ケアを支えるケアシステムのあり方を考えることができる。

授業計画 Course Schedule

１. 在宅ケアシステムの現状と今後の課題‐日本と外国の比較

２. 在宅看護技術演習Ⅰ（在宅療養者への日常生活援助技術）

３. 訪問看護ステーションにおける看護の実際

４. 在宅理学療法の実際（在宅でのリハビリテーション、介護者にやさしいボディメカニクス）

５. 安心感を支える看護ケアの継続性

６．介護保険制度と在宅ケア用品の見学

７. 在宅看護技術演習Ⅱ（医療依存度の高い療養者および家族への支援技術）

成績評価の基準と方法 Grading System

レポート（60％），授業への積極的参加（40％）を総合して評価する。

■授業の取組・工夫等について

１.授業の目的・内容

本科目は，在宅で病気や障害を抱えながら生活する療養者とその家族の個別性に合わせ

た看護の実践能力を高め，在宅療養者および家族の安心感を支える在宅ケアシステムを学

ぶことを目的としています。

この授業は，臨床実習および地域看護実習を全て修了している看護学専攻４年次２学期に

開講する選択科目です。内容は，在宅での生活支援技術の展開，医療依存度の高い在宅療

養者への看護，訪問看護と在宅リハビリテーションの展開，在宅ケアを支えるケアシステ

ムの現状と課題などです。

２.授業実施上の取組・工夫

本科目は，学部の最終期であることと地域看護に関心を持っている学生が選択していると

いうレディネスを踏まえて，それまでの講義・演習・実習を通して学習した在宅看護の内

容を再確認し，発展させることができるような内容で構成しています。

１）小グループによる看護技術の応用

在宅での看護は，その家庭の生活に即した個別性の高い援助が必要になります。そこで，

在宅にある物品を活用して，模擬事例の清潔への援助を工夫するという課題を学生に与え

ています。各学生が洗髪用品を作成し，２～３人のグループでそれぞれ実践し，自己評価

します。TA に協力してもらい実践場面を写真にとり，授業の最後で映写しながら，全体で

自己評価を発表し，全体の学びを共有しています。

また，在宅リハビリテーションは理学療法の教員の協力を得て，介護者にやさしい布団



上でのボディメカニクスの実技を行っています。

２）体験学習を取り入れる

在宅療養を支える社会資源の一つとして，介護保険を中心とした在宅ケア用品を取り扱

う会社に見学に行っています。在宅療養者の方と日々接している福祉用具専門相談員の方

のお話を現場で聞き，実際に看護用品に触れて，使わせて頂く体験学習を取り入れていま

す。また，看護系の学術集会でも在宅看護が関係するテーマが多くなってきています。そ

こで，関連するテーマで開催されている看護学術集会に授業の一環として学生に参加して

もらうなど，学習の場の広がりを意識しています。

３）視野を広げ，問題意識を高める

国内外の在宅ケアシステムの現状と課題について，３～４名のグループでグループワー

クを行っています。在宅ケアシステムについて，実習などの体験を通して感じている問題

意識からテーマを絞って，調べて発表してもらっています。また，海外のケアシステムに

も目を向けるように教員からの助言や過去の学生の発表内容の紹介などを行ない，幅広い

テーマで演習に取組む動機付けを行っています。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・在宅でのケリーパットの演習はおもしろかったです。腰が痛くなったので，やり方は考えないといけな

い，と思いました。

・実際の現場の方の話を多く聞けたり見に行けたのがよかった。学会は今まで行ったことがなかったので

きっかけになってよかった。

・在宅というテーマのもとで，保健師に限らず，地域看護を勉強できてよかったです。

・授業ではふれなかった在宅の中身。マルベリーの見学。

・講義をただ聞くというものではなく，主体的に参加する形で実践的だったので楽しかったです。

・色々な分野の専門家に直接話をきけたのがよかった。

・講義だけではなく，様々なイベントがあったこと。人数が適切。

・先生と親しみを持って関れた。

・楽しく参加できました。

・実践的に取り組めて楽しかった。

・ほとんどの技術が終了している中で，場所を在宅にうつした視点で考えていくのは大変でしたが，とて

も役立ちました。



博物館実習 北方生物圏フィールド科学センター 助教 加藤 克

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

博物館において学芸員が担当する実務全般についてその概要を知り，実際に実務の一部を経験する。

到達目標 Course Goals

学芸員として博物館に勤務する際に必要な基本的姿勢・技術などを身につけるとともに，博物館や学

芸員に関する今日的課題を各自が考える。

授業計画 Course Schedule

(1) 博物館実習に関する事前指導と実習終了後に事後指導を行う。事前指導の中心として，札幌市内お

よび隣接地域の博物館において現場の学芸員の姿勢・考え方について解説を受けた上で，各自が学芸

員としての視点を持つことができるようにする。また，実務実習以外の館園における業務を学び，多

様な博物館活動に対応できることを目指す＜大学における事前事後指導：１単位＞。

(2) 札幌市内の博物館において，博物館業務に関する講義等を受け，実際に実務を経験する＜博物館に

おける実務実習：２単位＞

成績評価の基準と方法 Grading System

博物館における実務実習での評価，および事前事後指導における参加の姿勢，出欠遅刻，発表内容な

どを総合的に評価する。

■授業の取組・工夫等について

①授業の目的・内容

博物館実習は，博物館で行う館務実習と，事前・事後指導からなります。事前指導では，

実際の職場での実習に向けて，学生気分ではなく，学芸員としての姿勢を持たせることと，

実習先の運営・実務方法だけでなく多様な博物館が存在していることを認識してもらいま

す。

指導は，(1)開始時点での博物館・学芸員像を簡単にまとめる。(2)博物館見学：3 週を 1

クールとし，2 週を近郊の博物館の裏側，運営について学芸員の案内，解説を受けながら見

学します。3 週目は，数名の実習生を見学館の学芸員として指名し，残りの実習生からの質

問に答えるという形での討論を行います。ここでは，ディベートのように相手を論破する

ことよりも「学芸員」として，社会からの質問に適切にこたえるために何を知っておかな

ければならないか(予算や人事だけでなく，行政上の制約などを含む)を認識し，次の見学に

より意欲・意味を持たせるとともに，学生としての対応ではなく，社会人としての言動を

身に着けているかどうかをチェックする場としても位置付けています。(3)見学時に，紙片

を配布し，見学館をテーマとして一句詠ませます。事前指導では，資料の取り扱いなどの

スキルを習得することも求められますが，本学には実習施設が整備されていませんし，何

かを経験させたところで実習先がそのスキルを求めていることは稀です。私は，どこの博

物館でも必要とされる，適切かつ簡潔な表現能力を身に着けるための指導として，このツ

ールを利用しています。(4)実習後の事後指導では，討論と同じ要領で，館務実習先ごとに

実習内容を報告し，質疑の場とします。事前指導時とは異なり，博物館の裏側での経験を

得た実習生同士の討論には力がこもります。(5)実習生が詠んだ一句をまとめ配布します。

自分のイメージする博物館像だけが答えではなく，多様な感想に対応することも，実務と

して重要であることに気付かせます。(6)実習終了時点での博物館・学芸員像を再度まとめ，

自身の変化に着目させます。

②取組み・工夫など

“授業”ではなく，“仕事”に行くという意識を高めるために，単純な施設見学ではなく，

大学での討論トレーニングを重視しています。自分ができるようにならなければならない



が，自分は何も知らないという現実を直視させ，限られた時間の中での知識・経験の吸収

力を向上させます。もちろん，テキストや参考図書があるわけでもなく，社会経験も乏し

い実習生が最初から適切に対応できるわけもないので，指導する側のサポートが必要にな

りますが，最終的にはかなり上達します。また，学芸員として就職した OB からもこのト

レーニングは有意義だったというコメントが寄せられています。

一句詠ませるという方法は，NPO の指導員が利用していたツールを転用したものです。

見学―レポートという流れはどの授業でもあると思いますが，実習生の多くは卒論・修論

を抱えた学生であることもあり，レポート負担を軽減することで，実習に集中できるよう

にすること，コピーペーストの画一的なレポートではなく，関心の所在を明確にさせるう

えでも，効果的な存在になっています。実習先での教育プログラム提案でも，この一句詠

むという方法を採用したという実習生もいますし，レポートとともにこの一句集を見学館

に提出することで，毎年の見学や実習受け入れに当たっても良好な関係を維持するという

役割も担わせています。

その他

博物館実習という，大学での授業・講義とは異質な枠組みの中で実施しているため，改

善の参考になるかは不明ですが，実習生は単位としてではなく，「学芸員」という目線を持

つことで，意欲が向上します。演習などで，学生を研究者・教育者の立場，指導する立場

に立たせ，その困難さを理解させることで，より高いレベルで授業に向き合うことができ

るかもしれません。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・全てにおいて満足でした。

・多くの博物館を見れたことで視野が広くなった。

・実際に博物館に行くことが多く，様々な視点から博物館をながめることができた点。

・規模や取り扱う資料が異なる様々な博物館の表も裏も見学するという貴重な経験をすることができて良

かった。

・先生の熱意が伝わってきた。

・色々な博物館を見学できて楽しかった。それだけで終わらず，博物館の問題点等を討論し，考えを深め

ることができた。

・ただ訪問するだけでなく，学芸員と来館者の２つの視点を実習前に持てたのがよかった。

・博物館や学芸員の実態が知れて，文化活動の難しさや重要性を実感しました。とても色々なことを学ぶ

ことができました。

・実際に沢山の博物館に訪れ，その差異を肌身で感じる機会を得ることができた。

・博物館に限らず，物事を多角的にみる視点を養えたと思います。

・色々な博物館に行くことができて，また，討論を通して色々な人の意見を聞くことができて良かったで

す。

・実際に博物館に行って，内部の実情を良く知ることができた。また，理想ではなく現実と向き合った授

業を行ってくれた。

・先生からの話題提供や様々な情報がとても効果的になされていたと思う。知識欲が刺激されたいい授業

だった。



ウイルス学入門 薬学研究院 講師 南保 明日香

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

ウイルスと聞いて，みなさんは何をイメージするだろうか？

この地球上には，風邪を引き起こすウイルスや食中毒を引き起こすノロウイルスなどといった身近な

ウイルスから，現時点においても猛威をふるっている新型インフルエンザウイルス，癌を引き起こす肝

炎ウイルス，免疫不全症候群を引き起こす HIV，または致死率が 90％にも達するエボラウイルス等多種

多様なウイルスが存在する。性質や病原性は様々ではあるが，彼らは宿主に感染した後，宿主の有する

マシナリーを巧みにハイジャックし，効率良く子孫を増やして行くという普遍的な戦略を有する。本講

義においては，第一に，これらの様々なウイルスの基本的情報，関連疾患，宿主との相互作用について

学び，ウイルス感染について知識を深める。

また，汚染された血液製剤による薬害肝炎または薬害エイズ事件などに代表されるようにウイルス感

染は様々な社会問題とも関連するが，本講義においては，ウイルス感染と社会問題との関連についても

触れるなど，いろいろな側面から学習を行う予定である。

さらに，学内のウイルス研究者による最先端のウイルス研究に関する講義や，ウイルスに関連した国

際学会報告，または，ウイルス研究に関する学術論文にトライするなど，ウイルス研究に直接触れる機

会を作る。また課外講義として，北大内のウイルス研究者を訪問し，お話を聞くと共に研究室の雰囲気

を実体験してもらう機会を予定している。

本講義の最後には，受講者が各自選んだウイルスに関するテーマについて発表を行う予定であり，こ

の過程を通じて，プレゼンテーション法を学んでもらうと共に，質疑応答を通じて，ディスカッション

の楽しさを体感してもらう。さらに，レポート作成を通じて，学術的な文章の書き方を学んでもらう。

到達目標 Course Goals

１. ウイルスの基本的情報（構造，分類，生活環）について理解できる。

２. ウイルス感染が引き起こす疾患について理解できる。

３. ウイルスと宿主との相互作用について理解できる。

４. ウイルス感染と社会問題との関連性について理解できる。

５. ウイルス研究の最前線に触れ，理解できる。

６. プレゼンテーションおよび論文作成の基本を学ぶ。

授業計画 Course Schedule

１. 本講義の目的，学習内容，評価方法

２. ウイルスの基本構造，系統，生活環，分類について

３. ウイルス感染と疾患 （DNA ウイルスに焦点を当てて）

４. ウイルス感染と疾患 （RNA ウイルスに焦点を当てて）

５. ウイルス感染と社会問題

６. ウイルスと宿主との相互作用

７. ウイルスの起源，自然宿主

８. 国際学会報告

９. 学内のウイルス研究者による講義 １

10. 学内のウイルス研究者による講義 ２

11. 学内のウイルス研究者による講義 ３

12. 学生による講義 １

13. 学生による講義 ２

14. 学生による講義 ３

15. 学生による講義 ４

成績評価の基準と方法 Grading System

主に講義における受講者の積極性について重点的に評価する予定である。

学習態度 20％ 発表態度 30％ 討論への積極性 30％ レポート内容 20％



■授業の取組・工夫等について

１．授業の目的・内容

この地球上には多種多様なウイルスが存在します。これらのウイルスは性質や病原性は

様々ですが，感染後，宿主を巧みにハイジャックして効率良く子孫を増やして行くという

普遍的な戦略を有しています。本演習(ウイルス学入門)ではウイルスに関する基本的情報，

疾患，宿主との相互作用について講義を行い，ウイルス学の基礎について学ぶことに加え

て，各自が選んだテーマについて発表/討論を体験してもらうことを目的としました。

２．授業実施上の取組・工夫

大学生になったばかりの学生の立場だったらどのような講義に魅力を感じるだろうか，

ということを意識して講義内容を設計しました。

＜学習意欲増進＞

授業はすべて PowerPoint を用いて行い，各自が書き込めるようにスライドの内容は資料

として配布しました。講義では，ウイルスに関する基本的な知識を教えることに加えて，

ウイルス研究の最前線，感染症が社会に与える影響，学術論文に関する情報，科学者の倫

理等，様々な視点からウイルス学を捉え，変化に富んだ講義を行うことを心がけました。

特に，学内のウイルス研究者２名に講義をして頂き，様々なアプローチを用いてウイルス

の研究が行われていることを実感してもらいました。さらに，課外活動として，希望者に

は学内の複数の研究施設を見学する機会を与えて，研究室の雰囲気を体感してもらいまし

た。

＜授業内容理解＞

ウイルス学を理解するためには，基本的な生物学的知識を必要とします。受講生の中に

は高校で生物を選択していない学生も含まれていたため，初回に生物学オーバービューを

行いました。また，講義中は受講生がフォローできているかどうかを観察しながら講義を

行いました。さらに，講義の最後に，内容を理解できたかどうかのフォローアップを行う

よう心がけました。

＜学生参加促進＞

積極的に授業に参加してもらうことを促すために，以下の工夫を行いました。講義内容

から派生した質問を問いかけ，全ての学生に意見を述べさせました。特に「ウイルスは生

物であるか，非生物であるか」という問いかけは，本演習の中で３回行い，受講する前後

で自分の考えがどのように変化したかを実感させました。

また，各々の受講生が選んだテーマについて，PowerPoint を用いて全員の前で発表させ

ました。質疑応答時での積極性を評価の対象にして，学生の講義への参加を促すようにし

ました。

３．その他

個人的な話になりますが，私が学部 1 年生だった時に，臨時で担当されたにも関わらず

非常に感動的な講義をされた先生がいらっしゃいました。講義終了後，学生の間から自然

に拍手が生まれ，照れながら「前日夜遅くまで講義の準備をした甲斐があった」とおっし

ゃっていた先生の姿を 20 年以上経った今でも鮮明に記憶しています。教える側の熱意は学

生に伝導する，ということを身を以て体験した瞬間でした。今回の評価を励みに，あのよ

うな印象的な講義に少しでも近づけるよう今後とも努力して行きたいと思っています。



■学生の自由意見（良かったと思う点）
・生徒の発言を促すような授業で，又，非常にわかりやすくてよかった。

・様々なウイルスについて知ることができたこと。

・南保先生。

・全体的に楽しくていやされた。

・他の人のプレゼンを聞けたこと。ウイルスへの興味がわいた。

・ウイルスに親近感をもてるようになった。プレゼンというものを体験できた。

・色々なウイルスについて学べ，色々な講師の話が聞けプレゼンとレポートの書き方が学べた。

・ウイルス全般に関して幅広い知識を身につけられたこと。発表や研究訪問ができたこと。

・授業がすごく楽しくて，ウイルスに関することをたくさん学べたと思います。また，知識も多く身につ

いたと思います。授業の後半の自分たちでプレゼンをする学習は個々の個性が出て興味深く，楽しかっ

たです。本当に，この授業を選択することができて良かったと思うし，楽しい講義をしてくださった先

生に感謝してます！！ありがとうございました。

・先生がすごく良い先生でした。

・わかりやすかったです。いろんな人の講義を聞けたのもよかったです。生物とってなくてもついていけ

ました。

・学生と先生の距離が近く楽しい授業でした。

・授業全体の雰囲気がよく，大変リラックスして受講できた。又他の学生のプレゼンテーションを聞き，

刺激を受けられた。





医用工学概論 保健科学研究院 准教授 加藤 千恵次

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

医療の現場で使用されている医用機器の原理，医用機器を安全に正しく運用するために必要な医用工

学（ME）の基礎知識を習得する。

到達目標 Course Goals

１. オームの法則，キルヒホップの法則を用いてブリッジ回路の計算ができる。

２. 交流回路におけるインピーダンスの計算ができる。

３. CR 回路の動作を説明できる。

４. ダイオード，トランジスタ，FET 等の動作原理を説明できる。

５. 生体電気倍号計測増幅器に必要な仕様を説明できる。

６. 各種センサの測定原理を説明できる。

７. 感電防止策等の医用機器の安全対策を取ることができる。

授業計画 Course Schedule

国家試験の既出問題を参照しながら医用工学の概要を解説する。

講義ホームページ chtgkato.com

１. 臨床医学における医用工学の意義

２. 直流回路

３. 交流回路，受動素子

４. 電子バイパス

５. 生体計測用増幅器

６. フィルタ回路，発振回路

７. 電源回路，テレメータ

８. 生体計測用センサ

９. 臨床生理用計測機器

10. 医用安全

成績評価の基準と方法 Grading System

毎回の小テストと筆紀試験（受験資格は欠席４回以下）で成績評価を行う。

■授業の取組・工夫等について

① 授業の目的・内容

医用工学概論は医学部保健学科検査技術科学専攻の２年生を対象とする必修講義です。

将来，心電計や脳波計などを取り扱う臨床検査技師になる人たちに医用電子機器の仕組み

を教える授業があるのは当然と考えます。しかし検査技術科学専攻学生は入学試験科目に

物理学を選択していない場合が多く，電磁気学や電気回路学の基礎知識を持たない学生が

大多数を占めますが，医用工学は臨床検査技師国家試験の受験科目に入っています。

したがってこの授業の目的は，物理学を全く知らない学生にも電磁気学や電気回路学の

基礎知識を理解してもらい，最終的には心電計の回路図を理解し，臨床検査技師国家試験

に出題される医用工学の問題は難しくないと感じられる自信を持たせることです。

電磁気学と電気回路学を知らない学生に１５回の講義で医用工学をマスターさせるには

内容をかなり絞り込まなければなりません。つまり国家試験の正解を導くための知識の習

得を目的とした講義内容に徹しました。このような授業内容は本学の専門講義として如何

なものかと批判を覚悟で行ってきましたが，幸いなことに学生からは非常に評判が良く，

アカデミックな内容も適度に盛り込み単なる受験対策講義にならないよう心がけています。

② 授業実施上の取組・工夫

授業は毎回パワーポイントスライド４８枚に限定し，スライド資料は A3 紙２枚に裏表印



刷して毎回配布しました。出席カードには授業内容を理解すれば答えられる国家試験過去

問題を掲載し回答させる形式にしました。

授業の予定表，スライド内容はすべて講義用ホームページに載せました。半年間に何を

学ぶのかが把握できる利点があり，また４年生が国家試験受験勉強に利用できる利点も大

きいと思います（ chtgkato.com ）。私自身も授業を計画通りに遂行しやすくなります。

授業の段取りは，いきなり解答困難な国家試験過去問題を提示します。そしてその問題

に記述されている専門用語の意味の解説，正解を導くための物理知識を出来るだけ平易に

説明しました。つまり，山を見せてから，それを切り崩していく方法を順次提示していく

逆説的方式です。この方式によって，学生は２年後に受験する国家試験にどんな問題が出

るのか，それを解くためにこの物理公式が良く使われている，この電気回路は心電図のこ

こに利用されるからよく試験に出るのか，とかが判るので，そのためにこの知識を勉強し

ているのだなという目的意識が途切れないように工夫しました。１回の講義にこのような

国家試験過去問題を３~４題程度提示して逐次説明していく形式の授業になります。

また，授業の３分の１は実験を行います。３年生に行う医用工学実習の楽しいところを

部分的に授業の合間に挿入しました。座学だけでは電磁誘導の素晴らしさは理解できませ

ん。交流発振器とオシロスコープの取扱いに慣れると学生たちは２個のコイルの空間を電

磁波エネルギーが伝搬する現象に感嘆します。電磁波が空間の振動エネルギーであること

を実感してもらえます。これぞ電磁気学の醍醐味です。コンデンサと抵抗に流した交流電

圧の位相が９０度ずれるという知識も，それぞれにかかる電圧をオシロスコープで測定す

ると円を描く現象に学生たちは歓喜します。また私の自作した心電計で学生の心電図を描

出し，楽しんでもらいながら増幅回路や雑音除去回路の重要性を実感してもらいます。こ

のような現物による理解は物理学の授業にとって最も重要な作業と考えます。実習と講義

を少し混ぜることで理解力の向上効果が得られると考えています。

期末試験は国家試験過去問題７０問，記述試験１０問を試験前に提示し，それに新作問

題を何割か追加すると明言して実施します。出題範囲をこのように限定したように話すと，

決して少ない試験範囲ではないのですが，学生は皆かなり集中して試験勉強し，かなりの

高得点を挙げます。２年後の国家試験勉強の手始めとして適切な試験方式と考えています。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・レジュメが配布されるため，復習しやすい。国家試験の過去の問題があり，演習しやすい。

・機械を使っての実習は理解を深めるのに良かったと思います。

・先生の話しがおもしろかった。実習があり，理解が深められた。

・先生の説明がわかりやすく，難しいところは何度も丁寧に解説してくれた。

・進路の話などしてくれてよかった。

・授業内容が難しかったが，実習を何度かやってくれたので理解に役立った。

・説明だけでなく，実際に生徒が回路に触れる機会がもうけてあった点。

・プリント内に問題をのせて下さっていたので，大変勉強しやすかった。

・先生の説明が楽しかった。実際に機械を使って実習したりして，使い方は難しかったけど経験できてよ

かった。

・プリントに要点がまとまっていてわかりやすかったです。

・便利な資格の情報などを提供してくれた点。普段は触れる機会がないような機器を操作する実習を行っ

た点。



作物形態学 農学研究院 特任教授 幸田 泰則

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

未知の言語を学ぶ場合は，単語を覚えることが必須である。同様に植物の構造と機能を理解するため

には，植物体各部の名称の理解が必要となる。また構造と機能は表裏一体であり，構造を理解すること

は，機能の理解につながる。本授業では作物（一年生草本植物）を中心とした高等植物の，細胞，組織，

器官等の形態及び機能に関する基礎知識を与える。

到達目標 Course Goals

高等植物体の構造とその機能を理解し，各部の和名と英名を覚えることを目標とする。それにより植

物を総合的に知るための基礎的知識が得られる。また授業では，解説した用語の総索引を配布する。こ

れと各自が作成した講義ノートを組み合わせれば，講義修了時に作物形態学の参考書が完成することに

なる。

授業計画 Course Schedule

１. 外部形態の観察

植物園で様々な植物の外部形態を観察し，各部位の名称を修得する。

２. 基本構造

植物界の分類，植物の世代交番について復習すると共に，高等植物の基本構造について解説する。

３.細胞

細胞の内部構造と各小器官の機能について解説する。

４. 組織

植物特有の各組織について，構造と機能を解説する。

５. 器官

器官の構造と機能，及びその形態形成のメカニズムについて論ずる。

成績評価の基準と方法 Grading System

毎回，小テストを行い，期末テストとの総合で評価する。各テストは５段階評価とし，オール５を秀

とする。出席率７割以下（欠席５回以上）は不可。



■授業の取組・工夫等について

生物の形態は，長い年月をかけた進化の結果であり積分値であると言える。できあがっ

た構造には必然性があり，何らかの機能を伴っている。したがって植物の機能を知るため

には，その構造を知ることが必要になる。本授業の主目的は，高等植物（作物）を構成す

る細胞・組織・器官の各部の英名・和名を覚え，その構造と仕組みを理解することにある。

これは植物学の基礎知識となる。言語を学ぶ際には，文法と単語を覚えることが最初の一

歩であるが，それに似ている。高校の英語グラマーの授業では，知的興味に加えて大学進

学が大きなモチベーションになり，単調な授業も我慢できた。しかし大学の授業には，そ

のような強圧的モチベーションは無い。もしこの授業で大量の資料を配ったり，パワーポ

イントを用いて情報を一方的に流したりすると，間違いなく無味乾燥な読経講義（お経を

読むような授業）になってしまう。モチベーションを上げるための工夫と，緩急を付ける

ための工夫がいる。

モチベーションとして，授業の最終目標に「自分自身による作物形態学の教科書の作成」

を掲げた。「見て，聞いて，書くこと」により情報の流入速度は適度に遅くなり，理解しや

すくなる。実物を見せながら話すことが望ましいが，時間と手間の関係でこれは非現実的

である。そこで，とにかく，何でもかんでも板書することにした。講義１回でチョークを

最低３本使い，走り回って図まで書いていた。もたもた書き写していては間に合わないの

で，授業の終わりには「手が痛くなった。」の声があちこちで聞こえた。ある時学生に「せ

めて図くらいはプリントしたものをください。急いで移しても間違えだらけになっては，

何にもなりませんから」と指摘されてしまった。至極尤もである。そこで全授業分を纏め

た資料を配ることにした。しかしこの方法では，修了時に完成したノートと資料の対比が

容易ではなくなってしまう。そこでもう一工夫して，イラストレーターを駆使して小さな

図を作り，その項目の説明時に配ってノートに貼って貰うことにした。

所々に雑談を入れて，息抜きタイムにしている。私の趣味は畑作り，庭作り（たまに森

作り）であり，野菜を使った料理も日常的にこなしている。そのため植物に関するの雑学

にはかなりの蓄積があり，講義に関連する部分で適宜それらを披露している。各授業の最

後に，その日に説明した項目に関する小テストを行い，主に小テストの結果から成績を評

価している。

図は 2011 年度の受講生 西浦珠央君のノート（全 35 頁）の一部である。私の講義ノー

トよりはるかにきれいでなので，コピーさせて貰った。実線で囲った部分が資料として渡

したものであり，波線の部分は披露した雑学の一部である。このときは細胞壁の項を説明

している。細胞間接着物質であるペクチンは，実生活にも関係し，調理時のジャガイモの

煮くずれ易さにも影響することを話したものである。このときは煮くずれないジャガイモ

の入ったカレーの作り方や，香り高い美味しいジャムの作り方，またフルーチェが牛乳で

ゲル化する理由等も話した。またもっと脱線すれば，一見美味しそうでじつは不味いジャ

ガイモスフレの作り方も話す。

修了時までに高等植物の構造に関して，計 350 語ほどの用語を解説している。最後にこ

れらの和英・英和対照の総索引(11 頁)を配る。受講生のノートは未だに B5 が主流なので，

索引も B5 で作っている。修了時に，ノートに記された用語の頁番号を索引に書き入れ，ノ

ートと一緒に綴じれば立派な「マイテキスト」が完成する。



図



■学生の自由意見（良かったと思う点）
・黒板の使い方が良かった。系統だった分かりやすい授業でした。

・図を書いたり，プリントを配布してくれたこと。全ての用語が英語とセットで教えてくれたこと。

・毎回小テストがあるので授業に集中した。板書するスタイルが良かったです。

・ノートが参考書になること。

・講義としての内容だけでなく，料理の作り方や研究の話を聞けて，とても楽しい授業でした。

・板書してもらえるので書いているうちに覚えられた。

・板書の情報量が多く，いろいろな知識を得ることができた。

・板書形式である点。・前の話がおもしろいです。

・先生の話が面白かったです。１番楽しい授業でした。

・興味の持てる話が多かった。

・話が分かりやすく，質問に良く答えてくれる。

・教科書的ではなく，植物に関する様々な知識を得ることができた。

・プリントを配り，質問にも適切に答えてくれるのでわかりやすかった。

・最後の power point で研究っておもしろそうと思いました。

・わかりやすく，かつ情報量が多くてとてもよかったです。

・全部。

・内容が非常に面白かったです。



通信システム 情報科学研究科 教授 小川 恭孝

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

ごく身近な電話（有線）や携帯電話だけでなく，ラジオ・TV・光ファイバー通信・衛星通信などは，

すべて情報を遠くに伝送するための技術であり，これらを統一的に表すのが通信工学である．講義では

通信工学のソフトウェア的側面を学ぶために必要な変復調理論の基礎について体系的に学習する．

到達目標 Course Goals

音声，画像，文字などの情報を正しく，速く，安価に伝送するには，情報を定量化・符号化すること，

さらには変調，復調，多重化といった概念が必要になることを理解する．また，通信は雑音との闘いで

あることを知り，情報を担う信号の数学的取り扱いのみならず，雑音の問題もあわせて学習する．

授業計画 Course Schedule

１. 確定信号

ランダム過程ではない一義的に定まる信号を考え，この表現方法としてフーリエ変換の手法を学ぶ．

特に線形系における信号の変化がスペクトルによりわかりやすく表現できることを学ぶ．

２. ランダム過程

通信で問題となる雑音を取り扱うために，不規則に変動するランダム過程について学ぶ．特にラン

ダム過程の解析に必要な確率分布関数，確率密度関数や分散などの統計量について学ぶ．

３. アナログ変調方式

情報を遠くに伝送するための技術である変調という操作を理解するため，振幅変調方式，角度変調

方式と呼ばれるアナログ変調方式について学ぶ． 特に同期検波などの検波方式と，雑音に対する耐

性について学ぶ．

４. 標本化定理とディジタル変調方式

アナログ信号をディジタル信号に変換するための標本化，符号化について学ぶ．特に標本化定理に

ついて，その原理とサンプリング速度に関する制限について学ぶ．さらに，各種ディジタル変調方式

とそれらの誤り率特性について理解する．

成績評価の基準と方法 Grading System

各段階における理解度を見ながら講義を進める．期末試験の成績により達成度を評価する．出席率が

70％を下回る者は期末試験の受験資格を持たない.90 点以上：秀，80 点以上：優，70 点以上：良，60 点

以上：可とする．

■授業の取組・工夫等について

①授業の目的・内容

携帯電話や光ファイバ伝送などの通信技術は，私どもの生活になくてはならない社会イ

ンフラとなっています．「通信システム」は，この通信技術の基礎を理解することを目的と

した講義です．その内容は，フーリエ変換と確率過程という数学の基盤を理解した後，送

信機での処理（変調）と受信機での処理（復調）を学ぶものです．

②授業実施上の取組・工夫等

私が授業で取り入れている工夫は以下の通りです．

(1) 黒板を使う

私は講義の時はプロジェクタではなく黒板を使います．時代遅れのように感ずるかもし

れませんが，学生が授業内容を理解するには黒板の方が適しています．教員がチョークで

重要事項を板書するスピードは，学生が内容を理解する速さと同期しているようです．板

書する内容は事前に，私の講義ノートに書いておきます．板書内容を読み返すことによっ

て，その日の講義内容が浮かび上がるようにしております．これまでの学生アンケートで



も「黒板を使った講義が良かった」というものが相当数ありました．

(2) 小テストとアンケートを毎回実施

毎回，授業の最後の１０分間程度で小テストを実施します．その目的は，出欠を正確に

確認することと緊張感を持って授業を受けてもらうことです．その一例を資料として添付

しております．ご覧いただくと分かりますように，下の方が，その日の授業へのアンケー

トになっております．この部分は，小テストから切り離して無記名で提出してもらいます．

その授業での重要事項を理解できたか／できなかったか，その日の授業が学生から見て満

足のゆくものであったかどうかを５段階で評価してもらいます．また，質問事項や感想を

自由に書いて良いことにしております．無記名ですのでシャイな学生でも，自由に記載で

きます．

(3) 小テストとアンケートへの回答

小テストの解答とアンケート記載事項への回答は，手書きではありますが，次回の授業

の冒頭で配布します．これも参考までに資料として添付しております．このような小テス

トとアンケートを通じまして，学生と教員のコミュニケーションができるようにしており

ます．因みに，私が毎授業で実施したアンケートの５段階評価の平均値は 4.26 でした．





■学生の自由意見（良かったと思う点）
・授業の最後に質問できるようにしていたのでわからないことがすぐきけてよかった。

・板書，毎回の演習とアンケート，先生の話し方が聞き取り易い。

・毎回質問を受付けてくれた点。

・毎回授業で課題とその解答を配ることろ。板書形式もよかった。

・毎回アンケートをとって分からない所を答えた上で全員に還元してくれていたのがよかった。

・毎回の小テストおよび質問への回答が理解の助けとなりありがたかったです。

・黒板に板書してもらえるのでわかりやすかった。また，毎回レポートがあり質問を受け付けるらんがあ

るのでよかった。



微生物学 薬学研究院 講師 米田 宏

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

細菌やウイルスに代表される微生物の分類や特徴，各微生物が原因である感染症についての知識を習

得する．微生物と宿主（細胞，個体）の間には密な相互作用があり，その機序を免疫学，細胞生物学，

分子生物学の知識とも関連させながら分子レベルで理解することが，感染症とその治療に用いられる化

学療法剤の作用機序を理解する基礎となる．以上の観点から広義微生物学を概説する．

到達目標 Course Goals

１. グラム陽性菌の細菌学的特徴とそれが引き起こす代表的な疾患について概説できる．

２. グラム陰性菌の細菌学的特徴とそれが引き起こす代表的な疾患について概説できる．

３. 抗酸菌の細菌学的特徴とそれが引き起こす代表的な疾患について概説できる．

４. スピロヘータ，マイコプラズマ，リケッチア，クラミジアの微生物学的特徴とそれが引き起こす代

表的な疾患について概説できる．

５. 主な DNA ウイルスの特徴とそれが引き起こす代表的な疾患について概説できる．

６. 主な RNA ウイルスの特徴とそれが引き起こす代表的な疾患について概説できる．

７. 真菌の微生物学的特徴とそれが引き起こす代表的な疾患について概説できる．

８. 細菌の同定に用いる代表的な試験法，変異原性試験の原理を説明できる．

９. 化学療法剤の作用機序を説明できる．

10. 主な滅菌法，主な消毒薬を説明できる．

授業計画 Course Schedule

１. 微生物学と化学療法の歴史

２. 細菌の分類： 形態やグラム染色による分類

３. 細菌の生育： 細菌の増殖と培養法，好気性と嫌気性，発酵と呼吸

４. 細菌の遺伝： 細菌ゲノムと遺伝子伝達

５. 病原細菌と感染症

６. 病原細菌と細菌毒素

７. 抗菌薬と作用機序

８. 抗菌薬の作用と耐性

９. ウイルスの分類と増殖機構

10. 病原ウイルスとウイルス感染症

11. ウイルス感染症と抗ウイルス薬

12. 病原性真菌と抗真菌薬

13. 寄生虫症・原虫症と治療薬

14. 感染と消毒

15. 微生物が生産する医薬品

成績評価の基準と方法 Grading System

試験結果，レポート，授業への出席状況，授業への積極的な取り組み等を考慮し，総合的に判断する。

■授業の取組・工夫等について

授業の目的・内容

この授業は薬学部の２年生を対象としており，以下の三点について学ぶことを主な目的

としている。１．細菌，ウイルス，真菌などの微生物の生態や増殖機構についての知識，

２．感染症とその原因としての微生物についての知識，３．それらの知識に基づいた感染

症の化学療法の理解の三点である。この三つをきちんと理解するためには，幅広い知識が

融合して活かされる必要があるが，２年生前期という開講時期のため生化学や分子生物学

も並行して学んでいる状況でもあるので，下記のような点に気をつけながら授業を実施し

ている。



授業実施上の取組・工夫

他の教員の方が実施されていることを参考に，私もよく行われている下記の点を授業の

学習効果を上げるために取り入れている。

1. 他講義の進行具合の把握：知識を総合的に活用するためには他の科目の進み具合も重

要である。何をどこまで習っているかをできるだけ聞くようにして，講義ではその知

識が既習・未習であるかも考慮して説明するようにしている。

2. 課題の配布とその解答および質問の回収：毎回学生にその講義内容に関する課題を配

布し，その日の講義でポイントとなることが何なのかをあらかじめ意識させるように

している。また，その解答を最後に回収することで，講義を聞く動機づけにもなると

期待している。さらに課題の解答用紙には質問やコメントを書けるようにして，ほぼ

全ての質問について回答をまとめたものを次の講義で配布するようにしている。

3. 講義内での復習：前述の課題への解答や質問から，その日の講義で理解が難しかった

と思われる点については次の講義の冒頭で改めて説明するようにしている。

4. 講義内容・板書のまとめ方：15 回の講義の中で細菌，ウイルス，真菌，化学療法と

話がかなり飛ぶので，各回の話のまとまりと前後の回とのつながりに気をつけるよう

にしている。板書についても，講義の時間が多少前後してもうまく切れるよう，簡潔

にまとめたものを内容のまとまりごとにブロックで用意している。また，そのように

まとめておくことで，学生は試験勉強がしやすく嫌いな科目になりにくいようである。

上記の取り組みだけでは，様々な知識が結びついて理解につながる微生物学の総合科学

としての面白さを気づかせるには至っていないかもしれない。ただ，この点をあきらめて

知識の羅列にしてしまうと，細菌や抗菌薬の名前を覚えるだけの暗記科目という一般的な

微生物学のイメージ通りになってしまうので，何とかそうならないよう心がけている。今

後も新しい試みを取り入れつつ，学生の理解がより深まるような授業構成にできるよう努

力したい。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・授業の最後の演習問題と感想・疑問点のプリントが良かった。質問と感想の回答を読むのが楽しみだっ

た。

・質問に丁寧に答えてくれて，嬉しかったです。

・熱意がすばらしかったです。

・めっちゃ面白かったです。

・先生がしっかり授業の準備してきてくれてありがたかったです。

・質問回答プリントが面白かったし，復習のときにも役立ちました。ありがとうございました。

・先生がおもしろかった！学生の質問に対する解答を毎回つくってくれてよかったです。

・毎週質問の答えのプリントつくってくれたのが良かったです。

・小テスト（？）的なのと，質問コーナーがよかった。

・回答が面白くありがたかった。

・米田先生の人生相談が面白かったです。

・担当教官の説明が非常に分かりやすかった。



精神健康障害論 保健科学研究院 教授 傳田 健三

■シラバス
授業の目標 Course Objectives

１. 健康な人間の精神機能の変化として考えられるような様々な様態（不安・抑うつなど）について知

る。

２. 幻覚・妄想のような特殊な精神症状について知る。

３. 主な精神疾患の様態とその経過について理解する。

４. 精神医学的治療法の概要を理解する。

到達目標 Course Goals

１. 精神医学における異常や正常の概念について説明できる。

２. 知能の障害を説明でき，主な知能検査について列挙できる。

３. 知能障害としての精神遅滞，認知症について説明が出来る。

４. 思考（特に思路）の形式の障害について説明できる。

５. 感情の異常，特に不安と抑うつについて説明が出来る。また恐慌状態（パニック状態）について説

明できる。

６. 強迫症状とはどの様なものかについて説明が出来る。

７. 主な人格障害，特に現代問題となっている境界例人格障害について説明ができる。

８. 精神医学の立場からみた意識の障害，特にせん妄について説明することが出来る。

９. 記憶の障害，特に健忘とその特殊形であるコルサコフ症候群について理解し説明する

10. 統合失調症の精神症状について理解し，治療法について説明できる。

11. 気分障害（うつ病，躁うつ病）精神症状について理解し，治療法について説明できる。

12. 神経症性障害の精神症状について理解し，治療法について説明できる。

13. 児童・青年期に特徴的な障害，特に自閉症，アスペルガー障害，AD／HD，不登校，摂食障害などの

概要について説明できる。

授業計画 Course Schedule

１回 90 分で全 15 回の講義を行う。

１） 健康な人間の持つ精神機能の変異としての精神症状

２） 幻覚，妄想，自我意識障害

３） 統合失調症

４） 気分障害（うつ病，躁うつ病）

５） 神経症性障害

６） 児童・青年期精神障害

成績評価の基準と方法 Grading System

目標の到達度を下記の方法によって，４段階評価する（詳細は講義最初のオリエンテーションで説明

する）。

１）筆記試験 ２）レポート ３）出席回数 ４）ノート提出

■授業の取組・工夫等について

１．授業の目的・内容

本授業は，医学部保健学科看護学専攻 3 年生を対象として，「精神医学とは何か」につい

て講義したものである。授業当初にアンケートをとると，医学部保健学科の学生も本授業

を受ける前は，精神疾患に対して曖昧で漠然とした知識しか持っていない。むしろ，「精神

疾患は怖い」「精神障害者は恐ろしい」などという誤解を抱いている学生も少なくない。

本授業の目的は，医療者として精神疾患に対する正しい理解ができるようになることで

ある。精神疾患に対する無用な先入観を捨て去り，それらがありふれた疾患であり，まさ

に医療の対象となり，多くの場合治療可能であることを知ることである。実は悲しいこと

に，精神疾患に対する偏見は医療従事者に最も多いのである。若いうちにその誤解と偏見

を解き，正しい知識を得て，きちんとした理解ができるようになることを願っている。

授業の内容は，①代表的な精神疾患について，その臨床的特徴，治療の方法，予後など



の知識を得ること，②症例を呈示し，臨床の実際を想像すること，③各職種の役割を知り，

その上で，自らの立場で何ができるかを考えることである。

２．授業実施上の取組・工夫

(1) 精神疾患を正しく理解する

精神新患に対する正しい理解のために，授業皆勤を促した。70-80 人の授業なので講義形

式にならざるを得ないが，正しい知識をわかりやすく理解するために，パワーポイント，

画像，映像，資料の充実を目指した。医療者にとって「無知は罪悪であること」を理解し

てもらい，なるべく実践的な内容とした。毎回，授業の感想と質問を書いてもらい，次回

の授業で可能な限り解説していった。

(2) 精神科臨床の実際を知る

精神疾患の症状や臨床的特徴は，教科書を読むだけではなかなか理解しがたいものであ

る。そのため，授業では必ず各疾患の症例の DVD あるいはビデオを紹介し，精神科臨床の

実際を体験してもらった。あるいは，実際の子どもとの精神療法（絵画療法）過程を解説

し，人はどのようにして回復していくのかを理解してもらった。その上で，想像力を最大

限に働かせて，自分が臨床の場に出たときのことを考えてもらった。

(3) 相手の立場に立って考える

上記のような，実際の症例の実際を知り，治療経過を体験した上で，「自分がもし相手の

立場ならばどう感じるだろうか」「自分が将来医療者として何ができるだろうか」を考えて

もらった。当初は，「患者さんの苦しみを共感し，一生懸命に頑張って対応する」ことがす

べてと思っていた学生も，さまざまな症例を体験して行くにつれ，自分が燃え尽きないた

めにも相手のためにも「適切な距離感をもって，自分のできる範囲で，できることを着実

に行っていく」ことが重要だと気づいていく。あるいは，「全身を耳にして相手の話を傾聴

し，理解しようとする姿勢をとりながら，一方で科学的な視点から診断を行い，冷静に対

処可能な方法を検討していくという複眼的な視点」が必要だと認識していく。

(4) なるべく現場の話を取り入れる

実習を目前に控えた学生に対して，教科書に書いてない現場の話題をなるべく取り入れ

た。学生からはこの話が最も好評だったと思う。

３．その他

今回のアンケートでは，学生から過大な評価を得たものの，課題は少なくない。第 1 に，

学生との相互のコミュニケーションが不足していたと痛感している。毎回，学生から授業

の感想と質問を書いてもらうのであるが，その質問のすべてに答えることができなかった。

第 2 に，学生の主体的な参加を促せなかったことである。大教室の講義であるため限界は

あるものの，学生の主体的な質問が乏しく，一方的な講義にならざるを得なかったことが

課題である。

■学生の自由意見（良かったと思う点）
・大事なところは丁寧に解説してくれた点。

・頻ぱんに事例を出して下さった点（患者さんがどういう方なのかを想像するのにとても効果的でした。）

・難しい心理の内容を具体的にとてもわかりやすく教えてもらいました。とても勉強になりました。

・それぞれの病気について具体例があげられているのがよかったです。ビデオ視聴によってあきない授業

形式がとても助かりました。

・事例がわかりやすかった。

・DVD や事例を通して精神疾患を理解できた。感想用紙に自分の思いの丈を沢山書けた。

・先生の実体験をおりまぜて説明してくれたので，理解が深まりました。

・先生の臨床経験をもとに，様々な話しを聞かせてくれてとても興味深かった。

・映像資料を効果的に用いていて，内容が理解しやすかった。

・症状の説明に加え症例もまじえて授業が進行しわかりやすかった。

・とても授業が面白い。先生が色んな事例を紹介してくれて，イメージがとてもつきやすかった！！
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