
要　旨
本報告では過去の 3年間に引き続き、全教員の更なる授業改善に資することを目的として、

ベストティーチング賞（BTA）受賞教員の授業構築の特徴を、BTA受賞教員への学生による
授業評価と受賞者へのアンケート結果を比較して検証を行った。その結果、受賞された各先
生方は独自の方法で “学生との間合いを詰めていく”ことに注力されていること、今回2回目
の受賞となった先生方の、その授業技術・熱意の健在さ、を窺い知ることができた。また、
受講者数が 20名のクラスでも 100名を超えるクラスでも、教授者の授業技術が学生を高いモ
チベーションへと導くことが示された。

Key Words：授業改善　FD Faculty Development　授業評価　ベストティーチング賞

令和元年度ベストティーチング賞受賞教員の授業について
更なる授業改善を目指して（第4報）

崇城大学FD委員会　長濱 一弘＊1　佐藤 和歌子＊2　飯田 晴彦＊3　山路 隆文＊4　編著

水月 晃＊5　甲野 善一郎＊6　河野 和博＊7　辻田 祐純＊8  池永 和敏＊9　田丸 俊一＊10　

西 弘二＊11　ブランデン カーシマイヤー＊12

Lectures of the “Best Teaching Award” Winners 2019
― Idea for Improvement (4th Report) ―

by
Written and Edited by Kazuhiro NAGAHAMA*1 Wakako SATOU*2  Haruhiko IIDA*3 

Takafumi YAMAJI*4, Faculty Development Committee, Sojo University    
Akira SUIGETSU*4 Zenichiro KONO*6 Kazuhiro KONO*7 Hirozumi TSUJITA*8  

Kazutoshi IKENAGA*9 Shun-ichi TAMARU*10  Kouji NISHI*11 
 Branden KIRCHMEYER*12

 

＊1　崇城大学 生物生命学部 応用微生物工学科教授
＊2　崇城大学 芸術学部 美術学科准教授
＊3　崇城大学 芸術学部 デザイン学科教授
＊4　崇城大学 情報学部 情報学科教授
＊5　崇城大学 総合教育センター准教授
＊6　崇城大学 芸術学部 デザイン学科准教授
＊7　崇城大学 工学部 宇宙航空システム工学科 助教 

＊8　崇城大学 総合教育センター 教授
＊9　崇城大学 工学部 ナノサイエンス学科教授
＊10  崇城大学 工学部 ナノサイエンス学科教授
＊11  崇城大学 薬学部 薬学科准教授
＊12  崇城大学 総合教育センター SILC講師
All authors are equally contributed

令和元年度ベストティーチング賞受賞教員の授業について　更なる授業改善を目指して（第4報） 205
崇城大学　紀要
第46巻　令和3年3月



1．はじめに

令和元年度に施された「授業に関する学生ア
ンケート」で高い評価を受けた教員 8名が、8
つの授業に対してベストティーチング賞
（BTA）を受賞した。この BTA受賞教員と授

業科目に関する基本情報を表 - 1に示す。
昨年度より、「授業に関する学生アンケー
ト」の実施形態が変更され、学生がアンケート
に記載するにあたり、まず、ポートフォーリオ
で学生が講義を受けた前後での自身の成長を振
り返ることが課せられた。またこのシステムは
Webシステムを利用し、従来の紙媒体を用いた
短時間記入に比べ、各授業ごとに時間的余裕を
も持って記入できるように改良されている。

2.「授業に関する学生アンケート」につ
いて

今回の 8名の受賞者の授業に対する学生によ
るアンケートの結果を表 - 2 に示した。アン
ケートの質問項目は次の I.学生自身の授業への
取り組み　II.授業内容　III.教員との対話　
IV.授業方法の 4つの格子からなるが、II から

表 -1　令和元年度　BTA受賞教員と授業についての基本情報
表彰区分 教職員 授業科目名 受講学生 履修者数 分野 必修／選択 回答率

受講者
20～29名

1年 水月　晃 健康スポーツ教育Ⅱ （1情） 21 基礎教育 必修 76.19%
2年 甲野　善一郎 メディアデザイン実習 （2デ） 21 専門教育 選択 71.43%
3年～ 河野　和博 航空機性能試験・実習 （3整） 24 専門教育 選択 95.83%

受講者
30～79名

1年 辻田　祐純 SOJO基礎 （1薬） 33 基礎教育 選択必修 90.91%
2年 池永　和敏 環境物質科学 （2ナ） 48 専門教育 必修 72.92%
3年～ 田丸　俊一 生化学実験 （3ナ） 49 専門教育 必修 93.88%

受講者80名以上 西　弘二 薬物動態学Ⅱ （2薬） 150 専門教育 必修 88.67%

SILC ブランデン
カーシマイヤー

イングリッシュ
コミュニケーションⅡ （1薬） 28 基礎教育 必修 96.43%

表 -2　BTA受賞教員の授業に対する学生による授業アンケート結果

教員名 授業名

質問項目のスコア
受賞者
の

平均値

全
体
平
均
比
較

平
均
点

第
5
項

第
6
項

第
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第
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項

第
9
項

第
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項

第
11
項

第
12
項

第
13
項

第
14
項

第
15
項

水月　晃 健康スポーツ教育Ⅱ 4.63 4.63 4.50 4.33 4.87 4.60 4.60 4.73 4.93 4.87 4.87 4.69 1.12 77.1
甲野　善一郎 メディアデザイン実習 4.53 4.60 4.64 4.60 4.87 4.07 4.73 4.73 4.87 4.47 3.93 4.55 1.09 81.1
河野　和博 航空機性能試験・実習 4.50 4.43 4.39 4.48 4.48 4.39 4.65 4.22 4.65 4.48 4.48 4.47 1.07 91.4
辻田　祐純 SOJO基礎 4.63 4.57 4.40 4.87 4.93 4.93 4.40 4.33 4.60 4.61 4.66 4.63 1.12 98.6
池永　和敏 環境物質科学 4.51 4.43 4.71 4.54 4.66 4.83 4.71 4.60 4.82 4.43 4.60 4.62 1.12 88.5
田丸　俊一 生化学実験 4.33 4.26 4.24 4.43 4.70 4.78 4.65 4.43 4.78 4.46 4.17 4.48 1.09 79.4
西　弘二 薬物動態学Ⅱ 4.56 4.46 4.43 4.38 4.62 4.68 4.71 4.74 4.70 4.62 4.71 4.60 1.10 78.0
ブランデン
カーシマイヤー

イングリッシュ
コミュニケーションⅡ 4.30 4.48 4.33 4.56 4.93 4.26 4.56 4.78 4.85 4.59 4.78 4.58 1.10 84.9

受賞者の各項目の平均 4.50 4.48 4.46 4.52 4.76 4.57 4.63 4.57 4.78 4.56 4.52
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IV、すなわち、表 -2 に示した第 5項目から第
15項目の11個の質問項目が BTA受賞者を決定
する際に反映される評価対象である。学生は各
質問項目に対して 3または５段階の数値を選択
して回答している。

3．BTA受賞教員の授業への取り組みに
ついてのアンケート調査結果

令和元年度BTA受賞教員8名に対して、各教
員がどのように授業を構築したのかを明らかに
するためにアンケートを実施した。アンケート
で記載をお願いした内容と得られた回答を示す。

依頼したアンケート項目
１．授業の概要
２．授業で気をつけていること・工夫したこと
　たとえば、次の１～３の取り組みの中で該当
する項目があればご記入ください。また、１～
３以外の取り組みをされておられたら、是非ご
回答ください。
　１）学生の興味・関心を高めるための取り組み
　２）学生の理解度を高めるための取り組み
　３）学生の質問や発言を促すための取り組み
　４）独自の取り組み（１～３以外）
３．授業改善に向けた提言

以下、アンケート回答を示す。

1） 担当教員　水月　晃
 科目名　　健康スポーツ教育Ⅱ

１．授業の概要
本科目の目的は、本学の教育理念「体・徳・

智」を念頭に置き、実社会で求められる「粘り
強さ」「規律性」「強い人間力」等を身につける
ことである。特に空手道の授業においては、武
道の基本精神である「礼に始まり礼に終わる」
ことを重んじ、「基本運動」で体を鍛え、「組
手」で徳性を磨き、「形」で知性を磨くことが
できるよう、気づきを与えながら授業を展開し
た。また、空手の本質は「護身の術」にあると
いわれており、「空手に先手なし」という言葉

が示すとおり、「己を律し相手を敬う」態度を
育み、人間力向上を目指すことを目的とした。

２．授業で気をつけていること・工夫したこと
１）学生の興味・関心を高めるための取り組み
日本固有の伝統文化である武道（空手道）を
実践するにあたり、歴史を紐解くことからはじ
めた。その目的として、「空手は沖縄発祥の武
道である」「空手の本質は護身の術にある」な
ど歴史的変遷やその時代背景を知ることにより、
先人たちの知恵・学びを理解し現在・未来に繋
げることができるようにするためである。特に
空手は、外敵から身を守る武術を「型」の中に
集約し継承してきた。そのため、急所が集中す
る「正中線」をいかに守るかまたは反撃するか
ということを前提に、基本技術・形・約束組手
の練習の中で具現化し興味・関心を助長した。
２）学生の理解度を高めるための取り組み
武道は「礼に始まり礼に終わる」といわれる
ように、授業始めと終わりに座礼を行い瞑想の
時間を設けた。また、約束組手においては「己
を律し相手を敬う」ことを徹底し、技の攻防時
に隙を作らず「次に備える・備わっている状態
（残心）」を作ることを意識させた。特に残心
の考え方は、授業のみならず日常生活に置き換
え活用させることが重要となってくる。
３）学生の質問や発言を促すための取り組み
成果発表として、形（個人・団体）や約束組
手（二人一組）の演武をすることにより、演武
者を客観的に捉え、自分自身の技術向上や気づ
き、学生間の教え合いに繋がった。また、黙々
と練習をするだけではなく、他者との交流を促
すために自主練習の時間を設けコミュニケー
ションを図った。
４）独自の取り組み
技術指導を中核に置くのではなく、「心・
技・体」の一致を念頭に置いて授業を展開した。
特に、「礼節」「克己心」「正中線」「残心」「呼
吸法」「体の伸縮」「力の強弱」などのキーワー
ドを織り交ぜ、学生目線でもわかるよう工夫し
実践した。また、心と体の中庸を保つため、丹
田呼吸法を取り入れた基本練習も行った。
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３．授業改善に向けた提言
教育の基本は、「啐啄同時」にあると思われ

る。啐啄同時とは、禅宗の教えであり「師弟の
関係でも教えを施す絶妙なタイミングがある」
ことを意味している。ついつい一方的に教えが
ちになるが、原理原則を理解させ具現化し、気
づきを与え教えを施す。そうすることによって、
学生の興味・関心を引き出し主体的な学びを深
め、成長を促すことができると考える。

2） 担当教員　甲野　善一郎
 科目名　　メディアデザイン実習

１．授業の概要
情報メディアの進化と共に、情報発信の様々

な領域において異種メディアを活用したクロス
メディア型の情報伝達の必要性がますます高
まっている。メディアデザインとは、メディア
を活用した情報伝達の形態を創出することであ
る。それは情報に形を与えるという具体的なも
のから、メディアを利用する人同士がどのよう
にコミュニケーションできるのかを企画・実践
するという総合的なものまで含まれる。また、
メディアに携わる上で局面する写真に関して、
異なるメディアに対応した理論および技術に基
づいた写真を展開しなければならない。本講座
の前半では、グラフィックデザイン実習で習得
したアナログ写真の基本理論と技術を基軸にし
た、写真表現を扱い、後半では、ビデオ撮影お
よび編集の映像制作の実践に触れ、様々なメ
ディアに対応できるデザイン表現の実現を目的
とする。なお、この授業には情報処理教育の情
報の科学的理解および情報活用の実践力の内容
も含まれている。

２．授業で気をつけていること・工夫したこと
時間の概念と授業に対する真剣さを認識する

ことは、学生にとっても大切なことだと考えて
おり、遅刻欠席についても授業冒頭でしっかり
と説明している。
授業の進め方では、前回の課題を今回の課題

に取り込み、授業全体につながりを持たせてい
る。また、この課題がどのような意味を持つの

か、制作する前に今までの作品で説明し、しっ
かりと確認をとっている。
課題作品の内容は学生同士が内密にする傾向
にあるため、コンペ形式のような緊張感があり
学生のモチベーションにつながっているのでは
ないかと考えられる。
課題発表では、毎回プレゼンテーションスタ
イルをとり、課題作品を口頭で、作品のタイト
ル、コンセプト、作品を通して伝えたいこと、
まとめ、を発表させている。
また、その発表者に対して質問や感想を積極
的に述べるように促している。そこで、積極的
に述べた学生に対しては加点スタイルをとって
いる。
このことにより発表する側も、発表を受ける
側も集中して真剣に取り組むことができている
と思われる。
これを繰り返すことにより、課題作品のクオ
リティーやプレゼンテーションの向上、作品の
テーマを定めやすくなっていく。
また、他の人の作品を見ることにより、別の
切り口からの考え方を学ぶことができ、学生た
ちも毎回楽しみにしているようである。
最終プレゼンテーションでは、互いに刺激し
合いドキドキワクワクさせる発表を心がけるよ
うに促している。
課題に対して真剣に向き合う事や、解決に向
けた努力により、完成する喜びを味わうことが
できる。我々はそのきっかけ作りに手を差し伸
べ、自ら進んで努力し制作した作品で想像以上
の結果を生み出して欲しいと願っている。
今回授業を受けてくれた学生たちに感謝し、
今後の活躍をいつまでも応援していきたいと思
う。
今後も常に世の中の動向を見ながら学生の心
に火をつける教育に努めていきたいと思ってい
る。

３．学生の質問や発言を促すための取り組み
課題に対しての説明はなるだけシンプルに短
くするように心がけている。
その後すぐに質問を促し、質問しなければわ
からない説明を行うことで、積極的に質問した
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方が早く問題解決ができ、課題に集中できるこ
とを授業を通して実践している。これは実際に
理解しているのかを見極めながら、何度も質問
を促している。
その後、個別に質問を受け付けることを促し

ている。

プレゼンテーションでの評価基準　（各 20 点、
総計70点以上が合格）
A 明快性　（伝えたいことが伝わっている
か）
B 完成度　（クオリティーの高いフィニッ
シュワークであるか）
C インパクト　（印象付けの強い表現である
か）
D 意外性　（平均的なクリエイターではない
ことをアピールしているか）
E 情熱　（この課題に対する本気度）

3） 担当教員　河野　和博
  科目名　　航空機性能試験・実習

１．授業の概要
航空機安全運航の入口は航空整備士による乗

員への安全な品質の機体受け渡しである。この
科目は航空整備学専攻の課程で習得したすべて
の知識・技術を基に航空法19条2項（安全性基
準への適合）の確認を行うための航空機の点検
作業及び動力装置操作（航空機の試運転）の知
識・技術を活用した航空機運航可否を判定する
能力を習得することを目的としている。
また、運航可否を判定すると同時に “飛行不

能 ”と判断した場合の不具合発見能力・処置知
識及び運用許容基準を適用しての航空機条件付
き運航の知識習得も目的としている。

２．授業で気をつけていること・工夫したこと
１） 学生の興味・関心を高めるための取り組み
授業の概要でも紹介しているように、動力装

置操作（航空機の試運転）を伴った航空法 19
条 2 項（安全性基準への適合）の確認を行い、
職域における責任感を身に付ける授業となって
いる。

航空機をオペレーションする楽しさと主体性
を持って安全な品質の機体受け渡しをするには、
航空整備士として能動的に考えることができる
人でなくてはならない、受動的にしか考えるこ
とが出来ない人であってはいけないことを強調
して積極的に授業に参加するよう促している。
２）学生の理解度を高めるための取り組み
安全性基準への適合を確認するための根拠と
なるドキュメントや演習問題を活発に活用し自
らの理解度を認識させ、問題の解答を考察する
中で重要なポイントを再確認できるように取組
んできた。
また、演習問題を継続的に活用させ学生間で
の口頭試問による学習時間の増加を図ることで
従来の試験のみによる理解度の確認を行うので
はなく、学生同士でも容易に理解度が向上でき
ていることを実感できるよう取り組んだ。
３）学生の質問や発言を促すための取り組み
初期教育は動画を積極的に活用して動力装置
のオペレーションをレクチャーし、実機が目の
前にない教室でも質問しやすいようにした。
また自身が経験した航空機不具合の事例など
で不具合の発見方法・トラブルシュートの優先
順位／方法・不具合処置方法を紹介し、実際に
発生する不具合などを容易にイメージできるよ
うにして、不具合探求及び不具合処置に対する
方法についてグループディスカッションで様々
な考え方があることを認識させた。
不具合へのアクセス・対処の考え方は一つで
ないことを強調して、気軽に発言できるよう心
掛けた。
４）独自の取り組み（１～３以外）
動画の他に講義内外で活用できるバーチャル
ツアーを利用して、実機のない場所でも自学自
習の時間を確保しやすいように工夫した。

３．授業改善に向けた提言
安全な品質の機体受け渡しを乗員へ行うには
確かな知識・技術が必要なのは当然であるが、
自身が下した判断を確実に乗員へ伝えるコミュ
ニケーションスキルも重要な要素となる。
コミュニケーションスキルを高め協調性を身
に付けることは TEAMで就労することの多い
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航空界では重要な能力の一つである。当然なが
ら一般社会においても重要な能力となる。　
今後も授業を通じて、一般的な社会において

必要な力を育成しながら社会や学生が求める
ニーズを敏感に察知して、柔軟に授業へ反映で
きるような取組みを続けることが重要と考える。

4） 担当教員　辻田　祐純
  科目名　　SOJO基礎

１．授業の概要
１）「生徒」から「学生」になったことを自覚
し、大学生活における目標を明確化し、自学
自習の習慣を身につける

２）課題を通して、自己管理能力と社会への関
心を高め、大学６年間とこれに続くキャリア
デザインを考える

３）PBL（Project-Based Learning）型チーム学
修を通して、協働の重要性を理解し、問題を
発見し解決する基礎的な能力を高める

４）精確な情報を収集し、論理的な自己見解を
作成し、文章と口頭で報告する基礎的な能力
を養う

５）課題を制約条件の下で質的に高いものに仕
上げるとともに、提出日を厳守する習慣を身
につける

２．授業で気をつけていること・工夫したこと
１）学生の興味・関心を高めるための取り組み
学生は「今週の活動とトップニュース」を毎

週提出する。その内容は学生の状況を知る重要
な手がかりとなる。300 字の制限内に私のメッ
セージをどう込めるか苦心しながら、コメント
している。学生と私との信頼関係を構築する
ツールとなっている。これによって、授業の早
い段階から、学生に名前で呼びかけられるよう
になる。
２）学生の理解度を高めるための取り組み
「時事ワークシート」を活用した。これは新

聞記事とそれに関する設問がセットになったも
ので、これにより課題解決に至るプロセスをた
どることができる。薬学に関連した記事で、図
やグラフを解釈し、自分の意見を言語化して述

べる設問のものを選び、グループワークの課題
と結びつけながら解説し、グループで討論させ
た。
３）学生の質問や発言を促すための取り組み
最も重視したのは、学生の授業への参加であ
る。積極的な質問や発言に対しては、授業の評
価項目の「発表」の配点範囲で「加点する」と
宣言し、質問や発言を促した。また、グループ
ごとに座っている教室の真ん中に立ち、学生に
近い距離から話すことで、学生やグループから
質問や発言が出やすくなるよう心掛けた。学生
と議論しながら授業を創り上げていこうと試み
ている。　
４）独自の取り組み
「学校・生徒」から「大学・学生」へ、環境
が激変する大学生活を順調にスタートさせるこ
とがこの科目の役割である。授業を通じてグ
ループ活動が基本となる。そのため、グループ
でのチームビルディングに時間を割いている。
例えば、グループ編成の初回に時間をかけて自
己紹介する、簡単なテーマで意見交換をする、
などで、グループ活動への安心感を持たせる。
これにより、学生が大学での自分の居場所を確
保し、グループの力で初年次前期を乗り切らせ
ることをねらった。

３．授業改善に向けた提言
同じカリキュラムフロー内や類似の科目間で
の公開授業を推進するシステムの構築を大学・
学科へ提言したい。
2年前、キャリア科目において、少人数クラ
ス実現のため、20 余名の総合教育センター教
員が自分の専門科目＋キャリア科目を担当する
「ダブルメジャー」の体制を整えた。キャリア
科目を初めて担当する教員を経験者が「支援」
する 2人 1組での授業を実施した。私が「支
援」に入ったのが、木村勝美教授と阪本達也講
師である。お二人に共通しているのは、学校現
場での豊富な教育経験を有しており、授業の組
み立てが大変緻密なことである。ちなみに、木
村教授は２年前、阪本講師は昨年、ベスト
ティーチング賞を受賞されている。私にとって、
お二人に毎週公開授業をして頂いているような
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もので、徹底的に見習わせて頂いた。それが今
回の受賞につながった。この場をお借りして、
両先生には感謝申し上げたい。
そもそも FDとは優れた教育事例や教育方法

を公開し、アレンジして実践する活動である。
公開授業により、改善点を見つけ合うことで本
学の教育改革は一段と進むものと考える。

5） 担当教員　池永　和敏
 科目名　　環境物質科学

１．授業の概要
当初、この講義の原型はプラスチックの概説

的な内容として前担当者から引き継いだが、受
講者の興味を引くためには、担当者自身が強い
興味を持つ必要があると考え、プラスチックの
リサイクルを重要視した内容の「高分子工業化
学」を担当した。当時としては、先進的な内容
の講義でもあった。その後、2005 年に研究分
野を廃プラスチックのリサイクルへシフトした
ことを契機に、講義名も現在の「環境物質科
学」と変更になったこともあり、環境と物質の
関わり合いについて、プラスチックのリサイク
ルを中心に、「フロン」、「ペットボトル」、「生
分解性プラスチック」、「環境ホルモン」、「海洋
プラスチック」などのテーマを追加して、具体
的な事例が分かるように、TV・映画映像、回
覧サンプル、環境施設見学を取り入れた講義を
少しずつバージョンアップして、現在の講義内
容となった。本年度は、「コロナ禍の廃プラス
チック問題」も追加する予定で、常に最新の内
容を取り入れ、受講生が興味を持てるように努
めている講義である。

２．授業で気をつけていること・工夫したこと
１）学生の興味・関心を高めるための取り組み
具体的な事例が分かるように、TV・映画映

像、回覧サンプル、環境施設見学を取り入れて
いる。常に最新の内容を取り入れるように努め
ている。
２）学生の理解度を高めるための取り組み
この講義は、感想レポート（６テーマ）52

点、ノート提出 38 点（中間試験・定期試験）

ポートフォーリオ 10 点とした総合評価の科目
であり、テーマが約 10 種類あるので、その中
から強く興味を持ったテーマについて 6テーマ
の感想レポート（500 字程度）の提出をさせて
いる。TV・映画映像の利用は、興味・関心を
高めるためには効果的であった。しかし、部屋
が暗く、受動型なので受講生の居眠りの解消と
して、重要なところは映像を止めて解説を入れ
た。講義内容について専用用紙を配布して、メ
モ書きしたものを毎回の講義終了時に提出させ
た。さらに、その内容を写真に撮らせて、復習
として講義ノート作りを指導した。最終的に試
験評価につながっているので、理解度を高める
効果は、上がったと考える。２年前からは、
テーマ内容についての事前調査が記載できるよ
うに変更した専用用紙を事前に配布して、予習
を促した。それを講義直前にチェックすること
も追加した。
３）学生の質問や発言を促すための取り組み
シラバスには書いていないが、担当教員の特
別な評価として、質問・発言の点数を付けるこ
とを事前に学生へ説明・周知徹底して、答えや
すい内容の質問をして発言を促し、理解・興味
についての工夫をした。なお、それでも発言し
ない学生がとても多く、学生の多くは、「恥ず
かしさ」的なプライドがあり、質問・発言数が
低い現状の問題点については、将来、解決する
べき課題と考えている。

３．授業改善に向けた提言
より良い講義としての重要なポイントは、講
義内容の理解・新たな興味の芽生・質問や発言
しやすい環境づくりは、お互いに影響する内容
であり、1つが強くても連動は容易ではなく、
講義担当者にとっては、永遠のテーマでもある。
特に、上記の「恥ずかしさ」的なプライドをな
くすような工夫が必要であり、受講生が根本的
に持っている問題であるかもしれない。今回の
講義で学生からの評価が高い理由は上記に述べ
たつもりであるが、それを如実に説明している
と思われる受講生からの生の声を最後に紹介し
たい。「テストがあって、それに向かって勉強
するわけでもないのに、そうするよりも内容が
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身に染みた感じがした。実際に見学をしたり、
映像をみたり、先生のお話を聞いたりすること
で、文章を読むよりも、わかりやすくすんなり
実態を知った感じがしました。実際に先生が多
くの体験をされていて、私たちに話してくだ
さって、世界の真実がわかりました。他の教科
は、単位のためにテスト勉強をして、内容をす
ぐに忘れてしまうけれど、この講義を受けて、
あまり興味がなかった内容も、知らないうちに
少しずつ関心が出てきて面白かったです。」な
お、この内容は、学生 1人の感想かもしれない
が、この講義の目的がある程度、達成されてき
たことを示す結果と受け止めて、今後も、この
講義の内容の向上とさらなる工夫を続けていき
たい。

6） 担当教員　田丸　俊一
 科目名　　生化学実験

１．授業の概要
生化学実験ではナノサイエンスを支える人材

の育成を、知識・技術の両面から行うことを目
標に、遺伝子組み換え実験の原理を理解し、そ
の実験操作について学ぶ。実験・学習内容は実
験ノートにつぶさにまとめ、実験後レポートを
作成し提出する。問題解決能力の育成を目指し、
実験の手順や実験結果の評価方法については、
担当教員による事前の講義を元に学生が自ら計
画を作成し、これを使ってあらかじめ編制した
班ごとに実験を実施する。よって、各学生の自
主学習により事前に実験内容を把握しておくこ
とと、その学習内容を班内で共有し、班として
効果的に活動出来る様に準備して実験に臨むこ
とが必要となる。

２．授業で気をつけていること・工夫したこと
本実験は、大学らしい高い教育レベルにある

課題を採用し、特に学習意欲の高い学生が高い
満足感を感じる講義を実施することを最低限の
目標としている。ナノサイエンス学科は、学生
間の学力レベル・学習意欲に大きく差があるた
め、以上の目標を設定した場合、学力が低い・
学習意欲に乏しい学生には、辛いだけの科目と

なりかねない。このような環境下で、「大学教
育としての効果」をできるだけ落とすことなく
目標を達成するために、本科目は、様々な工夫
を凝らしつつ、適宜学生の感想を聞きながら実
施した。その結果、ほとんどすべての学生が
「大変だった・厳しかった」と発言するものの、
「とてもためになった」という感想が同様に聞
かれた。
本実験では最初に、現代社会の情勢や大学卒
業生によせられる社会的な期待などを紹介しつ
つ、本実験を通じて、責任感・問題解決能力・
チームワーク・調査能力など、社会で活躍する
ために必要な力を、少しでも多く身につけて貰
いたいこと、そして、そのためには決して甘い
講義にはならないことを講話することから始め
た。続いて、実験内容に関する講義を行った上
で、その内容に関するテストを実施し、学生の
自主的な学習と理解の深化を促すとともに、班
員同士の理解度を認識させることで、以降の学
習の円滑化を図った。次に、学生同士の自主学
習を中心とした学習・調査により、具体的な実
験方法を班ごとに提案させ、使用器具・手順・
時間配分・役割などが配慮された、実験実施に
十分な手順書の作成を目指させた。この手順書
作成では、学科 SALCを活用した自主学習が効
果的に行える様に、専任のファシリテーターを
用意するなどした。出来上がった手順書を各自
中間レポートとして提出させ、内容を評価し、
さらに丁寧に添削を行い、最終レポート作成の
参考にさせた。その後、模範となる実験手順書
を配布した。ここまで学生には、模範手順書が
渡されることは伏せていた。これは、学生に責
任感を持たせ、模範手順書を当てにして学習し
ない学生の発生を防止するためである。学生自
身で実験手順を作成させた上で、模範手順書を
配布したことで、意識のある学生からは、「自
分達の取り組みの答え合わせや、改善点の確認
ができて大変良かった」という意見が聞かれる
とともに、理解度が低い学生も安心して実験に
参加できる環境を保つことができた。最終的に
学生が作成した手順書を元に実験を実施し、そ
の経過 ･結果、考察などを精緻にまとめた最終
レポートを提出させた。
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３．授業改善に向けた提言
大学教育として胸を張れる内容を、学生に合

わせながらレベルを落としすぎることなく実施
することが重要と考えている。毎年変化してい
く学生に対して、常に同じことはせず、新しい
工夫を凝らすことが必要と考える。

7） 担当教員　西　弘二
 科目名　　薬物動態学Ⅱ

１．授業の概要
今回、受賞対象となった「薬物動態学Ⅱ」と

いう科目は、血液中に取り込まれた薬物の時間
推移を数学的に解析し、効果を予測することを
目的としたものである。注射、経口および経皮
投与等によって、体内に入ってきた薬物は、
様々な経路により血液中に入っていく。その後、
各種臓器に移行し、効果を発揮する。その際に
薬物が、標的組織に多く存在すればするほど薬
効は高くなるが、組織の薬物濃度を測定するこ
とは現状困難である。そこで、患者さんの血液
中の薬物濃度を測定することにより組織中の濃
度を予測することになる。しかし、血液中の薬
物濃度を解析する際には、複雑な事象を微分積
分法に基づいて計算することもあるため、学生
の間でも長年苦手意識を持たれやすい科目の 1
つでもある。

２．授業で気をつけていること・工夫したこと
前述したように、本科目は数学的要素が多く、

苦手意識をもつ学生が多くなりがちである。そ
のため、講義で複雑な現象を説明するときは、
できるだけシンプルかつ愉快な例え話から入る
ように心がけている。学生の中には問題演習を
通じて自身の理解度を確認したい子もいるよう
なので、講義の節目には、簡単な演習問題をで
きるだけ多く解いて見せ、宿題を出すようにし
ている。
それでもやはり疑問に思うことが多い科目な

ので、学生には「どんなことでもいいから分か
らなかったら質問にくるように」と度々伝えて
いる。教員に質問することをためらう学生がい

ることも事実だが、「「何もわかりません」でも
構わないし、それは何も不思議なことではな
い」、とも伝えている。質問にきた学生に対し
ても、極めて初歩的な質問でもあっても相手に
それを悟らせずに、自信を失わせないように心
がけて対応している。
またどんなに工夫した講義を行っても 90 分
というのは大人でも長い時間である。そのため、
少なくとも講義の始まりと中間あたりで必ず雑
談を入れるようにしている。そうすることで彼
らの気分転換にもなるようである。

３．授業改善に向けた提言
これは常に自分に言い聞かせていることだが、
自分の講義は未完成だということである。まだ
まだ多くの改善の余地があり、それは自分では
気づくことは難しく、実際に受講している学生
からしか得られない。事実、本科目はこれまで
多くの学生アンケートを取り入れながら毎年改
善されてきた。また実際に受講した学生や研究
室内の所属学生から直接話を聞くこともとても
有用だと思う。欠席したり、途中退室したり、
あるいは寝てしまう学生がいるのは、やる気が
ないわけではなく、講義に価値を見出していな
いからだと自分に言い聞かせるようにしている。
決して驕らず、自己満足にならず、学生のため
の講義であることを肝に銘じておけば、自ずと
学生にとって満足度の高い講義になるのではな
いかと考えている。

8） 担当教員　ブランデン　カーシマイヤー
 科目名　　イングリッシュ
 　　　　　コミュニケーションⅡ

１．Course Overview
The primary objective of English Communication 

II was to develop first-year students’ confidence and 
abilities in holding conversations in English. Three 
course goals were listed as:
1. I can engage in simple conversations on topics 

that are familiar, of personal interest or pertinent 
to everyday life.

2. I can both understand and use words and phrases 
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that pertain to areas of immediate personal 
relevance.

3. I can initiate, maintain and close simple face-to-
face conversations.
Lessons featured a diverse range of form- and 

meaning-focused tasks in which pairs or groups of 
students communicated with each other in English.

２．Strategies and Techniques
My approach to teaching has always been grounded 

in three basic principles: plan thoroughly, teach 
honestly, and learn earnestly. Task design, I believe, 
was most influential in raising student interest in this 
course. Acknowledging that 1) communication is a 
social activity 2) knowledge is a social construct, and 
3) learning is best facilitated when embedded in 
concrete, contextual, and personally relevant 
experiences, the activities in this course were carefully 
designed to encourage students to talk about their 
own interests, experiences, and opinions with their 
classmates. Many tasks involved lighthearted 
competition, and students worked in teams and within 
time limits to earn points for small rewards whilst 
practicing key communication skills. For example, 
one activity called “In Other Words” tasked pairs of 
students with explaining a target vocabulary term or 
concept to each other without using the most efficient 
vocabulary. This activity was inherently challenging, 
incorporated game-like features (e.g. guessing answers 
based on hints, accumulating points, racing against 
other teams), and provided meaningful practice with 
circumlocution. I also addressed student interest by 
providing opportunities for students to “dive deeper” 
if they were motivated to do so. For example, extra 
credit-bearing dialogue journals (asynchronous one-
to-one communication) offered students the chance to 
explore sentence composition and interpersonal 
communication to any extent.

Beyond the obvious need for students to 
understand what they need to do in a course, 
students are, I believe, much more likely to 
experience the full educational potential of an 
activity if they have a clear understanding of why 

they are undertaking any given task. To this end, 
before students began an activity in class I explicitly 
indicated which course goal(s) the activity mapped 
to. Moreover, I tried to help students make 
connections between the behaviors of a task and the 
underlying pedagogical design on which the task is 
based. I believe these connections can be conveyed 
simply, without reliance on abstract and difficult 
terminology. For instance, when setting students to 
a recurring pronunciation task that utilizes automatic 
speech recognition (ASR) technology and automatic 
feedback, I simply reminded them that the activity 
serves as a “warm up” to subsequent communicative 
tasks, and they can think of it like stretching and 
drilling before an athletic competition.

３．Recommendations for Improving Class
Teaching this course over the past six years, I 

have often found it challenging to differentiate the 
learning experience for students, who with a wide 
range of knowledge and abilities require different 
levels of support as they grapple with new linguistic 
forms and functions. To address this, I have recently 
adopted a three-point integrated approach with 
encouraging results. First, I have begun to schedule 
brief one-to-one meetings with each student during 
the middle and at the end of each semester. Though 
short, these meetings provide students with an 
opportunity to directly express their concerns, 
desires, questions, and comments at key points 
during the course. Second, I have started to keep 
more detailed notes on each student, including their 
educational background, course activity, and 
personal interests—anything that may help me to 
better prepare, differentiate, and assess future 
learning activities on an individual scale. Finally, I 
have doubled down on my provision of feedback 
and have taken measures to ensure that I am able to 
provide timely, goal-oriented, and individualized 
feedback to students throughout the course. 
Hopefully these initiatives will lead to an improved 
learning experience for all students.
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4．結果

各受賞者の報告から、1）授業で気を付けて
いること・工夫していること　2）授業改善向
けた提言 の 2つに着目してまとめたものを表 - 
3に記載した。

各受賞者からの授業改善のヒントとは別に、
令和元年度の評価システムがWebにより行わ
れたことによる、アンケート回収率について検
討した結果を表 - 4 に示した。その結果、大学
院と学部再履修クラスという 20 名以下の少人
数制の講義を合わせると本学では年間 1349 講
の講義が開かれていること、そしてアンケート
の回収率が 70％以上の講義が、総講義数の
65％であることが分かった。
また、学生による授業アンケートの中で、教

員と学生が干渉しあう本質的な部分である、項
目 5（満足度）、項目 9（質問に対する対応）、
項目 13（熱意）、項目 15（講義の進み具合）に
ついて受講者数平均人数の相関を示したものを
表 - 5、同項目について受講者100人以上の受講
者を擁する授業について BTA受賞者の評価と
比較を行った結果を表 - 6に示した。

表 - 5より40名から50名程度のクラス人数だ
と各 4項目に対する学生の評価が総じて高く、
評価4未満では60名程度のクラス人数という結
果であった。なお、回答率 70％以上の授業の
なかで、受講者 100 名以上の講義が 128 科目あ
り、700名を超える科目が1科目あった。
また表 - 6 より 100 人以上の受講者を擁する
授業でも、満足、熱意、進度といった評価項目
では、概ね BTA受賞者並みの効果をあげるこ
とができていると判断できた。

5． 考察

1）各報告から
今回は受賞者による公開講義はコロナ禍の影

響で行われないのが残念であるが、各受賞者の
報告を読むとそれぞれの授業／学生に対する、
考え・思いが臨場感とともに伝わってくる。ま

とめたものを表 - 3 に記載したが、まとめ方に
問題があるかもしれないので読者には必ず各受
賞者がまとめられたアンケート結果を読んでい
ただきたい。公開授業もさることながら授賞式
も受賞者のみで執り行われたため、授賞式に参
加した際の雰囲気を少しだけお伝えしたい。受
賞者 7名（お一人は学生の再試験日程のためご
欠席）がそれぞれ学長先生から賞状と副賞を手
渡されたのちに、簡単なコメントを述べられた。
受賞者はいずれも各専門分野のスペシャリスト
であり、教科の難しさを逆手に取り、学生に動
機づけを行った先生、本学の見学の理念である
“体・徳・知 ”に肉弾戦で臨まれた先生もおら
れた。総じて受賞された各先生方は独自の方法
で “ 学生との間合いを詰めていく ”ことに注力
されていたことが窺い知れた。今回の受賞者の
なかにはすでに 2回目の受賞（一回受賞すると
再受賞まで 4年間ノミネートされないシステム
になっている）をされた先生もおられ、その授
業技術のスキルの健在さをアピールされた。特
に受賞後のコメントでの “この講義で受賞した
かった” という言葉が筆者の胸に残った。

2）今後の取り組み
BTAの授与は平成 15 年度に開始され、工学
部、情報学部、生物生命学部での実施を皮切り
に、平成 20 年からは芸術学部、薬学部からも
選出されるようになった。令和元年までに 88
名の受賞者を出してきた。本学での FD活動は、
平成19年4月の大学設置基準改正により各大学
に FDの実施が義務化されるより前のスタート
である。令和元年時点では、本学の FD委員会
では 3つのワーキンググループ（WG）が活動
しており、その中の一つであるWG1 がシラバ
スチェックの実施ならびに BTA受賞者の講義
スキルを広く紹介することを目的として崇城大
学紀要に投稿を行っている1）2）3）。
本学での 16 年にわたる BTAの実績は、本学
の教員の講義手法のPDCAサイクルを回し、学
生の授業に対する満足度を上げてきている 3）

が、授業方法に最終形態はあるのだろうか。
BTA制度は、これまで3つのポリシーがそれぞ
れ異なる学部学科での講義を対象（授業形態、
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表 -3　BTA受賞者が授業で気を付けていることや工夫および授業改善に向けた提言のポイント
教員名 授業で気を付けていること・工夫していること 授業改善に向けた提言

水月　晃
残心（次に備える・備わっている状態）の考え方
は、授業のみならず日常生活に置き換え活用さ
せることが重要。

ついつい一方的に教えがちになるが、原理原則
を理解させ具現化し、気づきを与え教えを施す
ことが重要。

甲野　善一郎

自ら進んで努力し制作した作品で想像以上の結
果を生み出してもらう。ために、時間の概念と
授業に対する真剣さを認識すること、互いに刺
激し合いドキドキワクワクさせる発表を心がけ
ること、完成する喜びを味わってもらうために、
きっかけ作りに手を差し伸べる。

課題に対しての説明をなるだけシンプルに短く
し、その後すぐに質問を促し、質問しなければ
わからない説明を行うことで、早く問題解決を
するためには、積極的に質問した方がよいこと
を体験してもらう。

河野　和博 職域における責任感を身に付ける。 自身が下した判断を確実に乗員へ伝えるコミュ
ニケーションスキル。

辻田　祐純 グループでのチームビルディングに時間をかけ、
個と個の対応に努める。

同じカリキュラムフロー内や類似の科目間での
公開授業を推進するシステムの構築。

池永　和敏

学生の興味・関心を高めるため、具体的な事例
が分かるように、TV・映画映像、回覧サンプル、
環境施設見学を取り入れている。常に最新の内
容を取り入れるように努めている。また、理解
力を上げるために、事前調査が記載できる専用
用紙を配布して、予習を促し、そのチェックを
講義直前に行った。その用紙に記載された予習
と講義内容のメモの写真をもとに講義ノートを
作成させて試験として提出させている。

より良い講義としての重要なポイントは、講義
内容の理解・新たな興味の芽生・質問や発言し
やすい環境づくりは、お互いに影響する内容で
あり、1つが強くても連動は容易ではなく、講義
担当者にとっては、永遠のテーマでもある。特
に、学生の「恥ずかしさ」的なプライドをなく
すような工夫が必要と考える。

田丸　俊一 様々な工夫を凝らしつつ、適宜学生の感想を聞
きながら実施。

学生に合わせながらレベルを落としすぎること
なく実施することが重要と考えています。毎年
変化していく学生に対して、常に同じことはせ
ず、新しい工夫を凝らすことが必要。

西　弘二
講義で複雑な現象を説明するときは、できるだ
けシンプルかつ愉快な例え話から入るように心
がけています。

欠席したり、途中退室したり、あるいは寝てし
まう学生がいるのは、やる気がないわけではな
く、講義に価値を見出していないからだと自分
に言い聞かせるようにしています。決して驕ら
ず、自己満足にならず、学生のための講義であ
ることを肝に銘じておくことです。

ブランデン
カーシマイヤー Plan thoroughly, teach honestly, and learn earnestly.

First, I have begun to schedule brief one-to-one 
meetings with each student during the middle and at 
the end of each semester.  Second, I have started to 
keep more detailed notes on each student, including 
their educational background, course activity, and 
personal interests ̶ anything. Finally, I have doubled 
down on my provision of feedback and have taken 
measures to ensure that I am able to provide timely, 
goal-oriented, and individualized feedback to students 
throughout the course.
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受講人数による制限あり）として、すべて同じ
質問項目が利用されている。平成 30 年度から
アンケートの取り方が、Web利用かつ時間的に
余裕をもって実施されることになったが、表 -4
に示したように 90％以上の回答があった授業
数は 513 で、70％以上のアンケートの回収率が
得られた授業の割合は全授業数 1349 のうち
65%にとどまった。これはアンケートに回答す
る前段階として、その授業を受けた学生自身が、
その講義で得たもの、出来るようになったこと、
等というポートフォーリオの設問に 250 文字相
当の理由文を記載する過程を含んでいることに
起因するのかもしれない。授業評価は学生の満
足・不満足にかかわらず、当該授業を受けるこ
とで何ができるようになったのか、が教育上重
要な成果である。学生が何をできるようになっ
たのか、ポートフォーリオに書き込まれた内容
の精査、ならびに、学生が教員から得る評価指
数であるGPAとの相関も、今後 FD委員会では、
学生による授業評価に合わせて、解析を行って
いかねばならないポイントであろう。
表 - 5 には、学生による授業アンケートの質
問項目のうち、第5項（授業の満足度）、第9項
（質問への対応）、第 13 項目（教員の熱意）、
第 15 項目（授業の進行度）に着眼し、BTA受
賞者の各平均値より高評価な科目と、評価 4未
満の科目について、その受講者数を比較した結
果を示した。BTA受賞者の評価平均以上の成
果を上げる講義と評価 4未満との間には、一ク
ラスあたりの人数に 20 人の差があるようにも
みえたが、実際には 100 名を超える講義で調べ
ても（表 - 6）、学生は教員の教育スキルを十分
享受することが可能であることが示された。あ
えて数字を比較するならば、人数が多い分、項
目 9の（質問への対応）がわずかではあるが低
く出ているのかもしれない。もちろん、BTA
受賞者の評価平均に対して評価 4未満で探る意
味についても今後の議論が必要であろう。現行
の BTA受賞の選考基準は、前述のようにアン
ケート回収率 70%以上、受講者 20 名以上、か
つ、複数教員の担当科目は含まない、である。
本学で開講されているすべての授業を財産と考
えるならば、令和元年度は授業総数 1349 のう

ち、未検討の授業が 467 存在していることにな
る。FD活動として本学教員の授業のスキルの
高さ、多様性を学内で共有し、さらにはこの財
産を学外で広く活かしてもらうことも目的とす
るならば、2回目以上の受賞者が出てき始めた
現況において、新しい授業スキルの発掘のため
にも、人数 20 人以下、複数教員での指導、と
いった新しい選考基準の導入も今後検討する必
要があるだろう。
文部科学省が大学生に求める能力として、教
養・知識等に加えて課題発見・探求のための批
判的思考力や判断力、チームワークやリーダー
シップを発揮して社会的責任を担いうる論理
的・社会的能力などをあげている 4）が、総じ
てこれらは非認知能力の醸成をうたっている。
表層的な、楽しい、満足、にとらわれず、社会
に出てからの生きづらさを少しでも解消するた
めの講義方法も模索しなければいけない時代が
くるかもしれない。何に役立つか、を与えるの
ではなく、そこ（未来）に思いを馳せる、勉強
の楽しさを知った学生が、学問に取り組むと、
苦しい時間でも乗り越えることができるのでは
ないか。『楽をして学ぶこと』、と、『学ぶこと
が楽しい』、を区別して学生の声に耳を傾けな
ければならない。また、グローバルな人材の輩
出を目的とするならば、自己主張や説得力が必
要な欧米型社会と、謙虚さ・協調性を身につけ
ることも要求される日本の社会ではコミュニ
ケーションの方法が異なると考えられるため、
導入部分の『学ばせる』工夫は今後とも必要に
なるだろう。実際、令和 2年度においては、新
入生は入学時からオンライン（オンデマンド・
双方向）型の講義になり、在校生にしてみれば、
授業の受け方が大きく変化した経緯がある。そ
の時代に合った授業方法を模索していくために、
FD活動における授業評価方法を検討する
PDCAサイクルを回していく重要性は今後とも
一層増していくと考えられる。多様化する学生
に対する授業の在り方も手探りながら進められ
ている中、本学におけるこの16年の FD活動の
実績、過去の 88 名の BTA受賞者の講義の工夫
のなかに、既に我々は、黄金律を見出している
のかもしれない。

令和元年度ベストティーチング賞受賞教員の授業について　更なる授業改善を目指して（第4報） 217



謝辞

共著者であるBTAを受賞された8名の先生方
には、限られた期間の中、授業への取り組み方
に対するアンケート調査にご協力いただき感謝
申し上げます。
「学生による授業アンケート」のデータの収

集と整理にご尽力いただきました本学教務課の
関係各位、ならびに校正等でご協力いただきま
した本学図書館の関係各位に感謝いたします。

参考文献

1） 麻田直人 編著、“ベストティーチング賞受賞教員
の授業について　－更なる授業改善を目指して
－”、崇城大学紀要、第43巻、235-248（2019）

2） 麻田直人 編著、“平成29年度ベストティーチング
賞受賞教員の授業について　－更なる授業改善を
目指して（第 2報）－ ”、崇城大学紀要、第 44 巻、
211-223（2019）

3） 迫口明浩　山路隆文　齊田哲也　佐藤和歌子　編
著、“平成 30 年度ベストチィーチング賞受賞教員
の授業について－更なる授業改善を目指して（第
3報）－”、崇城大学紀要、第45巻、97-110 (2020)

4） 大学設置基準　第25条の3

崇城大学　紀要　第46号218


