
第一工業大学 FD 委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9 月 3（金）までに各学科 FD 委員宛にお送りください。 

記入年月日 ：令和 3 年 ８月 ３１日  

授業対象学科：航空工学科 

授業科目名 ：Freshman English 1         

授業担当者（代表者）名：ケラウェイ デイッヴィッド     所属： 航空     

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.47 4.0 I will seek to provide more guidance for independent study. 

内容の理解度 

⑤ 

4.37 

 

4.0 I will seek to attend to individual needs. 

授業時間 

⑦ 

4.79 4.0 I will make creative use of class time, and teach in multiple 

modes: whole class, small groups, pairs. 

担当者の熱意 

⑧ 

4.95 4.0 I appreciate this score. I will continue to do all in my power to 

convey enthusiasm and positivity to my students.  

板書・教材 

⑩ 

4.95 4.0 Teaching materials will continue to be tablet-based. I will 

seek to use Powerpoint more professionally. 

理解への配慮 

⑪ 

5.0 4.0 I appreciate this score. Thank you. 

伝える工夫 

⑬ 

4.79 4.0 I will strive for clear understanding and encourage my 

students to speak out when they need clarification. 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.63 4.0 I will strive to involve students in planning and taking 

responsibility for parts of the course. 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.53 4.0 I will strive to help students identify their weaknesses in 

learning and to develop strategies to address them. 

全体評価 

⑯ 

4.95 4.0 I appreciate this score. Thank you. 

登録者数＝16 名： 受験者数 A＝16 名： 単位取得者数 B＝16 名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

In the second semester, I will strive to make more creative use of Moodle and on-line platforms such 

as Zoom for small-group conversations, as well as LINE and Gmail for off-line communication.  

 

I also want to research Google Education products, such as Google Forms for gathering information 

by use of surveys.  

 

 



第一工業大学 FD 委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9 月 3（金）までに各学科 FD 委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 31 日  

授業対象学科：航空工学科 

授業科目名 ：英会話入門 Introduction to Aviation English 

授業担当者（代表者）名：ケラウェイ デイッヴィッド    所属：航空    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.38 

 

4.0 I will seek to provide better guidance for independent study, 

especially where dual English and Japanese learning 

materials co-incide eg. AIM-J. 

内容の理解度 

⑤ 

4.62 4.0 I will seek to use more pair conversations and attend better 

to individual needs. 

授業時間 

⑦ 

4.92 4.0 I will teach in multiple modes: whole class, small groups, 

pairs. 

担当者の熱意 

⑧ 

4.62 4.0 I will continue to do all in my power to convey enthusiasm 

and positivity to my students.  

板書・教材 

⑩ 

4.85 4.0 Teaching materials will continue to be tablet-based. I will 

seek to use Powerpoint more professionally. 

理解への配慮 

⑪ 

4.54 4.0 I will strive to be understood clearly and use a variety of 

elicitation techniques to ensure student understanding. 

伝える工夫 

⑬ 

4.62 4.0 I will continue to encourage my students to speak out when 

they need clarification, and recognize them when they do so. 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.54 4.0 I will challenge students to take responsibility for parts of the 

course. 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.54 4.0 I will strive to help students identify their weaknesses in 

learning and to develop strategies to address them. 

全体評価 

⑯ 

4.77 4.0 I will strive to make this course very valuable and rewarding 

for students. 

登録者数＝16 名： 受験者数 A＝16 名： 単位取得者数 B＝16 名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

In the second semester, I will strive to use resources such as video, magazines and newspapers to 

more accurately portray the role of aviation in broader society. I will also use the English version of 

AIM-J in my teaching. 

 

I plan to make better use of Moodle, and I will continue to use LINE and Gmail for off-line 

communication.  

 



第一工業大学 FD 委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9 月 3（金）までに各学科 FD 委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  月  日  

授業対象学科：              

授業科目名 ：              

授業担当者（代表者）名：            所属：                   

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

 4.0  

内容の理解度 

⑤ 

 4.0  

授業時間 

⑦ 

 4.0  

担当者の熱意 

⑧ 

 4.0  

板書・教材 

⑩ 

 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

 4.0  

伝える工夫 

⑬ 

 4.0  

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

 4.0  

自ら学ぶ態度 

⑮ 

 4.0  

全体評価 

⑯ 

 4.0  

登録者数＝  名： 受験者数 A＝  名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD 委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9 月 3（金）までに各学科 FD 委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  月  日  

授業対象学科：              

授業科目名 ：              

授業担当者（代表者）名：            所属：                   

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

 4.0  

内容の理解度 

⑤ 

 4.0  

授業時間 

⑦ 

 4.0  

担当者の熱意 

⑧ 

 4.0  

板書・教材 

⑩ 

 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

 4.0  

伝える工夫 

⑬ 

 4.0  

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

 4.0  

自ら学ぶ態度 

⑮ 

 4.0  

全体評価 

⑯ 

 4.0  

登録者数＝  名： 受験者数 A＝  名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD 委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9 月 3（金）までに各学科 FD 委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  月  日  

授業対象学科：              

授業科目名 ：              

授業担当者（代表者）名：            所属：                   

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

 4.0  

内容の理解度 

⑤ 

 4.0  

授業時間 

⑦ 

 4.0  

担当者の熱意 

⑧ 

 4.0  

板書・教材 

⑩ 

 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

 4.0  

伝える工夫 

⑬ 

 4.0  

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

 4.0  

自ら学ぶ態度 

⑮ 

 4.0  

全体評価 

⑯ 

 4.0  

登録者数＝  名： 受験者数 A＝  名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 

  



第一工業大学 FD 委員会 

授業対象学科: Course subjects 

授業科目名; Subject name     所属: Affiliation 

 

 

Independent study guidance 

2. 

Comprehension of content 

5. 

Class time 

7. 

Enthusiasm of the teacher 

8. 

Writing and teaching materials 

10. 

Consideration for understanding 

11. 

Communication 

(⑬) 

Active opportunities 

14. 

Self-learning attitude 

15. 

Overall evaluation 

16. 

 

登録者数＝  名： 受験者数 A＝  名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％ 

Number of registrants = 1: Number of subjects A = 1: Number of units B = 1: Ratio (B/A) = %  

 

総括（自由記述に対する対応含む）：Summary (including response to free text) 

 

  



第一工業大学 FD 委員会 

H’s answers 

自主学習が円滑にできるよう、計画的な学習指示を行っていきます。 

個別指導に努めていきます。 

時間を有効活用できるように計画していきます。 

 

 

 

今後もパワーポイントや資料を工夫していきます。 

対面形式とオンラインとの混合授業では、言語活動に限りがでてくるため、どちらか一方の形式に絞り、

できるのであれば対面形式のみの授業が行えるように働きかけます。 

興味をかきたてられる内容を多く取り入れ、英語学習に対して関心を高められるようにしていきます。 

 

We will provide planned study instructions to facilitate independent study. 

We will strive for individual attention. 

We will plan to make the most of our time. 

 

 

 

We will continue to use PowerPoint and other materials. 

We will try to limit the number of language activities in mixed face-to-face and online classes, so we 

will try to focus on one or the other and, where possible, only have face-to-face classes. 

We will try to include lots of engaging content to keep students interested in learning English. 

 

2 

自主学習が円滑にできるよう、計画的な学習指示を行っていきます。 

個別指導に努めていきます。 

時間を有効活用できるように計画していきます。 

 

 

パワーポイントの工夫や個別指導の時間の確保に努めます。 

今後もパワーポイントや資料を工夫していきます。 

さらに学生主体の授業になるよう工夫し、レッスンを組み立てていきます。 

興味をかきたてられる内容を多く取り入れ、英語学習に対して関心を高められるようにしていきます。 

 

We will provide planned study instructions to facilitate independent study. 

We will strive for individual attention. 

We will plan to make the most of the time available. 

 

 

We will make efforts to devise power point presentations and secure time for individual guidance. 

We will continue to devise power point presentations and materials. 



第一工業大学 FD 委員会 

We will try to make the lessons more student-centred. 

We will continue to use more engaging content to increase interest in learning English. 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9 月 3 日  

授業対象学科：航空工学専攻              

授業科目名 ：航空機システム工学              

授業担当者（代表者）名：久保 敏宝            所属：航空工学科整備工学専攻                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

5.0 4.0 課題に対しての「気付き」が重点となるような授業を実施する。 

内容の理解度 

⑤ 

5.0 4.0 解りやすい資料の作成・配布に努力する。 

授業時間 

⑦ 

5.0 4.0 オンとオフのメリハリのある授業計画を立案する 

担当者の熱意 

⑧ 

5.0 4.0 更に、情熱と誠意のある授業となるよう努力する 

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0 パワー・ポイントでの授業と実習を重点とする 

理解への配慮 

⑪ 

5.0 4.0 それぞれの理解度を確認しながら授業を進める 

伝える工夫 

⑬ 

5.0 4.0 ⑤⑩同様、教材の見直しを図る。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

5.0 4.0 実習も踏まえ、グループ・ワーキング形式の環境を整える 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

5.0 4.0 国家試験へ向け、自己学習の必要性について指導する。 

全体評価 

⑯ 

5.0 4.0 現在の授業体制の中で、結果の見える授業、達成感及び 

満足度の高い授業となるような環境づくりに努力する 

登録者数＝ 5名： 受験者数 A＝5 名： 単位取得者数 B＝ 5名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9 月 3 日  

授業対象学科：航空工学専攻              

授業科目名 ：実地試験対策ゼミ            

授業担当者（代表者）名：久保 敏宝            所属：航空工学科整備工学専攻                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

5.0 4.0 課題に対しての「気付き」が重点となるような授業を実施する。 

内容の理解度 

⑤ 

4.4 4.0 解りやすい資料の作成・配布に努力する。 

授業時間 

⑦ 

5.0 4.0 オンとオフのメリハリのある授業計画を立案する。 

担当者の熱意 

⑧ 

5.0 4.0 更に、情熱と誠意のある授業となるよう努力する。 

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0 パワー・ポイントでの授業と実習を重点とする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.4 4.0 それぞれの理解度を確認しながら授業を進める。 

伝える工夫 

⑬ 

4.8 4.0 ⑤⑩同様、教材の見直しを図る。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.6 4.0 実習も踏まえ、グループ・ワーキング形式の環境を整える。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.4 4.0 国家試験へ向け、自己学習の必要性について指導する。 

全体評価 

⑯ 

4.6 4.0 現在の授業体制の中で、結果の見える授業、達成感及び 

満足度の高い授業となるような環境づくりに努力する。 

登録者数＝ 5 名： 受験者数 A＝ 5名： 単位取得者数 B＝ 5 名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  9月  3日  

授業対象学科： 全学科             

授業科目名 ： 基礎物理 A             

授業担当者（代表者）名： 古川 靖           所属： 航空                  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.85 4.0 やるべきことが明確な形で伝えるようにする。 

内容の理解度 

⑤ 

3.93 4.0 今回は、微積分をふんだんに取り入れた内容にしたが、その割

にはそれほど悪くはないとみる。 

授業時間 

⑦ 

4.51 4.0 今後も継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.29 4.0 今後も継続する。 

板書・教材 

⑩ 

4.42 4.0 今後も継続する。 

理解への配慮 

⑪ 

4.14 4.0 今後も継続する。 

伝える工夫 

⑬ 

4.00 4.0 今後も継続する。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.05 4.0 内容的に難しいが、新たなことを試してみる。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.85 4.0 やるべきことが明確な形で伝えるようにする。 

全体評価 

⑯ 

4.14 4.0 今後も継続する。 

登録者数＝73名： 受験者数 A＝70名： 単位取得者数 B＝70名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

今後も微積をふんだんに取り入れた内容にするつもりだが、わかりやすい説明方法を工夫していきたい。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  9月  3日  

授業対象学科： 航空・機械             

授業科目名 ： 流体力学基礎             

授業担当者（代表者）名： 古川 靖           所属： 航空                  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.72 4.0 やるべきことが明確な形で伝えるようにする。 

内容の理解度 

⑤ 

3.72 4.0 オンラインなので確認しにくいが、もっと確認する。 

授業時間 

⑦ 

4.33 4.0 今後も継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

3.78 4.0 表現を工夫する。 

板書・教材 

⑩ 

4.00 4.0 今後も継続する。 

理解への配慮 

⑪ 

3.72 4.0 もっと確認するようにする。 

伝える工夫 

⑬ 

4.00 4.0 今後も継続する。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.06 4.0 新たなテーマを考える。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.89 4.0 やるべきことが明確な形で伝えるようにする。 

全体評価 

⑯ 

3.67 4.0 オンラインでの効果的な方法を模索する。 

登録者数＝41名： 受験者数 A＝39名： 単位取得者数 B＝39名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

受講はしたが、試験のとき帰国せず、受験しない留学生がいた。再試験扱いとしている。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  9月  3日  

授業対象学科： 航空             

授業科目名 ： 飛行力学と制御             

授業担当者（代表者）名： 古川 靖           所属： 航空                  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.43 4.0 今後も継続する。 

内容の理解度 

⑤ 

3.71 4.0 飛行機の過渡運動と制御理論という高度な内容なので、更なる

工夫が必要。 

授業時間 

⑦ 

4.86 4.0 今後も継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.71 4.0 今後も継続する。 

板書・教材 

⑩ 

4.86 4.0 今後も継続する。 

理解への配慮 

⑪ 

4.57 4.0 今後も継続する。 

伝える工夫 

⑬ 

4.57 4.0 今後も継続する。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.57 4.0 新規科目だったので、今後検討する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.57 4.0 今後も継続する。 

全体評価 

⑯ 

4.14 4.0 今後も継続する。 

登録者数＝16名： 受験者数 A＝16名： 単位取得者数 B＝16名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

新規科目だったので、これから工夫していきたい。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  9月  3日  

授業対象学科： 航空・機械             

授業科目名 ： システム工学             

授業担当者（代表者）名： 古川 靖           所属： 航空                  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.00 4.0 今後も継続する。 

内容の理解度 

⑤ 

4.17 4.0 今後も継続する。 

授業時間 

⑦ 

4.67 4.0 今後も継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.83 4.0 今後も継続する。 

板書・教材 

⑩ 

4.67 4.0 今後も継続する。 

理解への配慮 

⑪ 

4.67 4.0 今後も継続する。 

伝える工夫 

⑬ 

4.67 4.0 今後も継続する。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.67 4.0 今回発表会をしなかったので、また再開させたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.67 4.0 今後も継続する。 

全体評価 

⑯ 

4.67 4.0 今後も継続する。 

登録者数＝9名： 受験者数 A＝16名： 単位取得者数 B＝16名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

オンラインでの効果的な方法をさらに模索したい。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前前前前期期期期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3日（金）までに各学科 FD委員宛にお送り下さい。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 25日  

授業対象学科：航空工学科 航空工学専攻 及び 整備工学専攻 

授業科目名 ： 流体力学基礎  

授業担当者（代表者）名：髙橋    所属：航空工学科 航空整備工学専攻 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

４．５０ 4.0 毎回課題を与えて、自主学習に加えWHYの理解を強く促して

いる。現行を維持する。 

内容の理解度 

⑤ 

３．５０ 4.0 角度を変えた様々な説明を加え、理解を深めさせたい。 

授業時間⑦ ４．００ 4.0 現行の運用を継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

４．００ 4.0 現在の状況を維持したい。 

板書・教材⑩ ３．００ 4.0 板書をもう少し工夫したい。 

理解への配慮 

⑪ 

４．５０ 4.0 基礎的な事項と応用例を種々織り交ぜ、理解を深めている。現行

を継続する。 

伝える工夫⑬ ３．５０ 4.0 コミュニケーションの方法を色々変えてみたい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

３．００ 4.0 より多くの課題や演習問題を与えて、各人のアクティブさが明

確に顕れるように指導する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

３．５０ 4.0 課題を多く与えて自ら学ぶスタンスを身に付けさせたい。 

全体評価⑯ ３．５０ 4.0 さらに様々な工夫をしてみたい。 

登録者数＝4名： 受験者数 A＝4名： 単位取得者数 B＝4名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 学生からこのような低評点を得たのは 8 年間で今回が初めてである。どのようにすれば最近の学生の

興味を引き出してモチベーションを高め、効果的な授業が進められるのか、更なる工夫や、発想の転換

が益々強く求められていると感じている。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前前前前期期期期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3日（金）までに各学科 FD委員宛にお送り下さい。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 25日  

授業対象学科：航空工学科 航空工学専攻 及び 整備工学専攻 

授業科目名 ： 航空宇宙材料  

授業担当者（代表者）名：髙橋    所属：航空工学科 航空整備工学専攻 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

５．００ 4.0 毎回課題を与えて、自主学習に加えWHYの理解を強く促して

いる。現行を維持する。 

内容の理解度 

⑤ 

５．００ 4.0 現行の方法を継続する。 

授業時間⑦ ５．００ 4.0 現行の運用を継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

５．００ 4.0 現在の状況を維持したい。 

板書・教材⑩ ５．００ 4.0 基本的に現行を維持するが、板書をもう少し工夫したい。 

理解への配慮 

⑪ 

５．００ 4.0 基礎的な事項と応用例を種々織り交ぜ、理解を深めている。現行

を継続する。 

伝える工夫⑬ ５．００ 4.0 コミュニケーションの方法を色々変えてみたい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

５．００ 4.0 課題への対応に各人の個性が明確に顕れる。継続する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

５．００ 4.0 資料作成、独学等、種々の手法で行っている。継続する。 

全体評価⑯ ５．００ 4.0 さらに様々な工夫をしてみたい。 

登録者数＝7名： 受験者数 A＝6名： 単位取得者数 B＝6名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 どのようにすれば学生の興味を引き出してモチベーションを高め、効果的な授業が進められるのか、

更なる工夫や、発想の転換が益々強く求められていると感じている。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前前前前期期期期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3日（金）までに各学科 FD委員宛にお送り下さい。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 25日  

授業対象学科：航空工学科 航空整備工学専攻 

授業科目名 ： 電磁気学基礎  

授業担当者（代表者）名：髙橋    所属：航空工学科 航空整備工学専攻 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

４．００ 4.0 毎回課題を与えて、自主学習に加えWHYの理解を強く促して

いる。現行を維持する。 

内容の理解度 

⑤ 

４．００ 4.0 電磁気学に苦手意識を持つ学生が多い。右脳の働きを活用しなが

ら、楽しく理解させる方法を考える。 

授業時間⑦ ５．００ 4.0 現行の運用を継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

４．００ 4.0 現在の状況を維持したい。 

板書・教材⑩ ５．００ 4.0 板書をもう少し工夫したい。 

理解への配慮 

⑪ 

５．００ 4.0 基礎的な事項と応用例を種々織り交ぜ、理解を深めている。現行

を継続する。 

伝える工夫⑬ ３．００ 4.0 コミュニケーションの方法を色々変えてみたい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

３．００ 4.0 より多くの課題を与えて、自主学習の時間を増やしたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

３．００ 4.0 多くの演習問題を与え、解答させる必要があると考える。 

全体評価⑯ ５．００ 4.0 さらに様々な工夫をしてみたい。 

登録者数＝7名： 受験者数 A＝7名： 単位取得者数 B＝7名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 どのようにすれば学生の興味を引き出してモチベーションを高め、苦手意識を克服させて効果的な授

業が進められるのか、更なる工夫や、発想の転換が益々強く求められていると感じている。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前前前前期期期期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3日（金）までに各学科 FD委員宛にお送り下さい。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 25日  

授業対象学科：航空工学科 航空整備工学専攻 

授業科目名 ： 電子計測基礎  

授業担当者（代表者）名：髙橋    所属：航空工学科 航空整備工学専攻 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

５．００ 4.0 毎回課題を与えて、自主学習に加えWHYの理解を強く促して

いる。現行を維持する。 

内容の理解度 

⑤ 

３．００ 4.0 電磁気学に苦手意識を持つ学生が多い。左脳ばかりでなく、右脳

の働きを活用しながら、楽しく学ぶ方法を考える。 

授業時間⑦ ５．００ 4.0 現行の運用を継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

５．００ 4.0 現在の状況を維持したい。 

板書・教材⑩ ５．００ 4.0 板書をもう少し工夫したい。 

理解への配慮 

⑪ 

５．００ 4.0 基礎的な事項と応用例を種々織り交ぜ、理解を深めている。現行

を継続する。 

伝える工夫⑬ ５．００ 4.0 コミュニケーションの方法を色々変えてみたい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

３．００ 4.0 多くの課題を与えて、自主学習の時間を増やしてゆく。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

５．００ 4.0 多くの演習問題を与え、解答させる必要があると考える。 

全体評価⑯ ５．００ 4.0 さらに様々な工夫をしてみたい。 

登録者数＝7名： 受験者数 A＝7名： 単位取得者数 B＝7名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 どのようにすれば学生の興味を引き出してモチベーションを高め、苦手意識を克服させて効果的な授

業が進められるのか、更なる工夫や、発想の転換が益々強く求められていると感じている。 

 

 

 



第一工業大学 FD 委員会 

授業改善計画書（令和 3 年度 前期 講義） 

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9 月 3（金）までに各学科 FD 委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9 月 1 日  

授業対象学科： TA    

授業科目名 ：宇宙工学概論   

授業担当者（代表者）名： 髙口裕芝       所属： 航空工学科    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.8 4.0 ・目標未達。宿題として「復習課題」あるいは「予習課題」を学

生に課し、採点して学生に返却している。課題の内容を見直し、

改善を図りたい。 

内容の理解度 

⑤ 

3.8 4.0 ・目標未達。ﾘﾓｰﾄ授業となり、特に図等の視覚に訴える授業ｺﾝﾃﾝ

ﾂを工夫しているが動画も念頭に置いてｺﾝﾃﾝﾂの改善を図りたい。 

授業時間 

⑦ 

4.6 4.0 ・目標達成。今後も時間を有効に使って分かり易いｺﾝﾃﾝﾂで効率

よく進めて行きたい。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.4 4.0 ・目標達成。しかしながら、内容の理解度が未達なため、授業ｺﾝ

ﾃﾝﾂ、進め方を工夫して理解度の向上に努めたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.4 4.0 ・目標達成。しかしながら、内容の理解度が未達なため、授業ｺﾝ

ﾃﾝﾂ、進め方を工夫して理解度の向上に努めたい。 

理解への配慮 

⑪ 

4.2 4.0 ・目標達成。理解度の向上に努めるために、授業中の学生への問

いかけ等、理解度の確認を行いながら進めて行きたい。 

伝える工夫 

⑬ 

4.4 4.0 ・目標達成。今後は理解度の向上に繋がるよう、見直して行きた

い。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.6 4.0 ・目標未達。復習課題に加えて、討論課題を追加することにより、

自発的に考え、理解度に繋げる様な事を考えたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.6 4.0 ・目標未達。今後、意見交換、討論が可能となるような授業内容

となる様に考えて行きたい。 

全体評価 

⑯ 

4.2 4.0 ・目標達成。目標未達項目の改善を図りながら、学生の理解度の

向上につながる様に考えて行きたい。 

登録者数＝ 9 名： 受験者数 A＝ 9 名： 単位取得者数 B＝ 8 名：  比率（B/A）＝ 89％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

・授業準備等、授業に対する取り組みについては評価できると思われるが、一部の学生の理解への理解

に繋がっていない（内容の理解度、ｱｸﾃｨﾌﾞな機会、等が未達）。充分に理解できている学生もいる中で、

学生の理解度の幅が広い学生の理解度を改善するのは困難を伴う事もあるが、改善に努めていきたい。 

 

 



第一工業大学 FD 委員会 

授業改善計画書（令和 3 年度 前期 講義） 

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9 月 3（金）までに各学科 FD 委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9 月 1 日  

授業対象学科： TA    

授業科目名 ：ロケットエンジン   

授業担当者（代表者）名： 髙口裕芝       所属： 航空工学科    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.25 4.0 ・目標達成。宿題として「復習課題」あるいは「予習課題」を学

生に課し、採点して学生に返却している。課題の内容を見直し、

より改善を図りたい。 

内容の理解度 

⑤ 

3.75 4.0 ・目標未達。ﾘﾓｰﾄ授業となり、特に図等の視覚に訴える授業ｺﾝﾃﾝ

ﾂを工夫しているが動画も念頭に置いてｺﾝﾃﾝﾂの改善を図りたい。 

授業時間 

⑦ 

5.0 4.0 ・目標達成。今後も時間を有効に使って分かり易いｺﾝﾃﾝﾂで効率

よく進めて行きたい。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.5 4.0 ・目標達成。しかしながら、内容の理解度が未達なため、授業ｺﾝ

ﾃﾝﾂ、進め方を工夫して理解度の向上に努めたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.75 4.0 ・目標達成。しかしながら、内容の理解度が未達なため、授業ｺﾝ

ﾃﾝﾂ、進め方を工夫して理解度の向上に努めたい。 

理解への配慮 

⑪ 

4.0 4.0 ・目標達成。理解度の向上に努めるために、授業中の学生への問

いかけ等、理解度の確認を行いながら進めて行きたい。 

伝える工夫 

⑬ 

4.75 4.0 ・目標達成。今後は理解度の向上に繋がるよう、見直して行きた

い。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.0 4.0 ・目標未達。復習課題に加えて、討論課題を追加することにより、

自発的に考え、理解度に繋げる様な事を考えたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.5 4.0 ・目標未達。今後、意見交換、討論が可能となるような授業内容

となる様に考えて行きたい。 

全体評価 

⑯ 

4.0 4.0 ・目標達成。目標未達項目の改善を図りながら、学生の理解度の

向上につながる様に考えて行きたい。 

登録者数＝ 7 名： 受験者数 A＝ 7 名： 単位取得者数 B＝ 5 名：  比率（B/A）＝ 71％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

・授業準備等、授業に対する取り組みについては評価できると思われるが、一部の学生の理解への理解

に繋がっていない（内容の理解度、ｱｸﾃｨﾌﾞな機会、等が未達）。充分に理解できている学生もいる中で、

学生の理解度の幅が広い学生の理解度を改善するのは困難を伴う事もあるが、改善に努めていきたい。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年８ 月２４日  

授業対象学科： 航空工学         

授業科目名 ： 空中航法Ⅰ        

授業担当者（代表者）名：山本行夫        所属：航空工学科                   

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.25 4.0 板書の活用に心掛けます。 

内容の理解度 

⑤ 

4.42 4.0 教科書活用に心掛けます。 

授業時間 

⑦ 

4.75 4.0 特になし 

担当者の熱意 

⑧ 

4.75 4.0 オンライン授業における板書をもう少し行います。 

板書・教材 

⑩ 

4.5 4.0 上記に同じ 

理解への配慮 

⑪ 

4.67 4.0 上記に同じ 

伝える工夫 

⑬ 

4.42 4.0 板書の最大活用 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.75 4.0 板書の最大活用 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.25 4.0 板書の最大活用 

全体評価 

⑯ 

4.83 4.0 対面授業が早くされることを希望します。 

登録者数＝３１名： 受験者数 A＝３１名： 単位取得者数 B＝３１名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）：オンライン授業のみであり、時々板書を実施し個々の学生に理解度

を含め回答を求めましたが、全体の学生の理解度把握があまりできていません。作成していたパワーポ

イントが少し古いのと学生が使う教材が新しく少し理解してもらうのに苦労しました。 

ただし、後期のＦＴＤ授業等で学生の理解度を確認したいと思います。以前の担当科目の先生が使用さ

れたと思われる学校作成の教科書を学生に配布を計画しましたが、以前の担当科目の先生が使われてい

た状況が不明のため、市販の教科書のみを配付しましたが内容の一部に使用するパワーポイントとの齟

齬が見受けられました。ただし、以前の担当科目の先生が学校作成の教科書とは齟齬がありませんでし

た。 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 31日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： 熱力学基礎        

授業担当者（代表者）名： 山本 淳二       所属：  航空工学科 工学専攻                

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.41 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

内容の理解度 

⑤ 

4.11 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

授業時間 

⑦ 

4.74 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.67 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

板書・教材 

⑩ 

4.85 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

理解への配慮 

⑪ 

4.52 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

伝える工夫 

⑬ 

4.63 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.70 4.0 適度に演習を入れて、できるだけ自分で考える時間を作ってい

るが、頻度や問いかけを増やす等の改善を考える。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.33 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

全体評価 

⑯ 

4.41 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

登録者数＝ 37名： 受験者数 A＝ 37名： 単位取得者数 B＝ 36名：  比率（B/A）＝ 97％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

全回、ZOOMによるオンライン授業であり、熱力学と言う簡単ではない内容ではあるが、出席率や演習

実施率も高く、全般に学生はある程度モチベーションを維持して受講してくれたように思う。Moodleを

利用し、たまに息抜き的に関連する動画(you tube 等)を紹介したりしたが、良かったと言ってくれる学

生もあり今後も継続したい。（単位未取得者は再試の予定） 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 31日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： 推進工学         

授業担当者（代表者）名： 山本 淳二       所属：  航空工学科 工学専攻                

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

授業時間 

⑦ 

5.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

担当者の熱意 

⑧ 

5.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

板書・教材 

⑩ 

5.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

理解への配慮 

⑪ 

5.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

伝える工夫 

⑬ 

5.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.50 4.0 演習内容でさらに自分で調べ考える部分、質疑応答等が活発化

できる部分を増やす等の工夫を実施したい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.50 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

全体評価 

⑯ 

4.50 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

登録者数＝ 3名： 受験者数 A＝ 3名： 単位取得者数 B＝ 3名：  比率（B/A）＝ 100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

全回、ZOOMによるオンライン授業であるが、履修者が少ないこともあり、ビデオオンで実施できたた

め受講者の表情もわかり、コミュニケーションも取りやすかった。これを生かして、演習等含め質疑応

答等を活発化して行ければと思う。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 31日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： 航空設計製図       

授業担当者（代表者）名： 山本 淳二       所属：  航空工学科 工学専攻                

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

内容の理解度 

⑤ 

5.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

授業時間 

⑦ 

5.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.60 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

板書・教材 

⑩ 

5.00 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

理解への配慮 

⑪ 

4.80 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

伝える工夫 

⑬ 

4.60 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.20 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.80 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

全体評価 

⑯ 

4.60 4.0 できるだけ受ける側の視点に立つよう引き続きこころがける。 

登録者数＝ 11名： 受験者数 A＝ 11名： 単位取得者数 B＝ 11名：  比率（B/A）＝ 100％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

説明中心の前半数回は ZOOMによるオンライン授業、実習が入る授業開始以降は PCルームでの対面授

業とし、コロナ対応に対してはバランス的に適度だったかと思う。後半の Solidworks実習についても積

極的に取り組む学生が多く、今後も比率を上げる等注力して行きたいと思う。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 ２日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： 航空力学基礎       

授業担当者（代表者）名： 西川文敏       所属： 航空工学科             

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.79 4.0 予習、復習の重要性をさらに強調する。 

内容の理解度 

⑤ 

3.93 4.0 質問や疑問点の有無を確認するとともに、学生に重要点を質問

し考えさせながら授業を進めたが、更に演習問題などを多く実施

し、理解度を確認する。 

授業時間 

⑦ 

4.86 4.0 現状を維持する。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.86 4.0 現状を維持する。 

板書・教材 

⑩ 

4.57 4.0 さらに教材を改善する。 

理解への配慮 

⑪ 

4.50 4.0 質問や疑問点の有無を確認するとともに、学生に重要点を質問

し考えさせながら授業を進めたが、更に演習問題などを多く実施

し、理解度を確認する。 

伝える工夫 

⑬ 

4.43 4.0 さらに図、写真等を活用する。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.14 4.0 学生に考えを発表させる機会を増やす。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.71 4.0 さらに動機付けに力を入れる。 

全体評価 

⑯ 

4.50 4.0 さらに向上に努める。 

登録者数＝30名：  受験者数 A＝30名：  単位取得者数 B＝23名：  比率（B/A）＝76.7％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

一部の学生は主体性をもった学習ができておらず、予習を行わずに授業に参加しており、これが理解

不足に繋がった。今後、動機付けと演習問題の実施ならびにオンライン授業における学生の授業参加意

識の向上に更に力を入れ、理解の促進を図る。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 25 日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： 航空気象Ⅰ        

授業担当者（代表者）名： 島津 直史      所属： 第一工科大学 航空工学部                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.7 4.0 自己評価：秀 

今の教育指導法を継続 

内容の理解度 

⑤ 

4.3 4.0 自己評価：優 

授業中の質問回数を増やして理解度を確認し授業を進める。 

授業時間 

⑦ 

4.9 4.0 自己評価：秀 

現教育の時間配分を継続 

担当者の熱意 

⑧ 

4.6 4.0 自己評価：秀 

引き続き熱意をもって教育にあたる。 

板書・教材 

⑩ 

4.8 4.0 自己評価：秀 

現教育のスタイルを継続 

理解への配慮 

⑪ 

4.6 4.0 自己評価：秀 

引き続き理解度を確認しつつ授業を進める。 

伝える工夫 

⑬ 

4.8 4.0 自己評価：秀 

現教育法を継続 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.0 4.0 自己評価：優 

学生が自分の考えを発言する機会を増やす。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.6 4.0 自己評価：秀 

気象に興味がもてる内容を強調し学習意欲を醸成する。  

全体評価 

⑯ 

4.7 4.0 自己評価：秀 

アンケートで判明した不足な点を改善し授業のさらなる充実を

図る。 

登録者数＝31名： 受験者数 A＝31名： 単位取得者数 B＝31名： 比率（B/A）＝100 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

「航空機は大気中を飛行するので気象状態を把握しておかないと安全な飛行はできません。それゆえ航

空気象はパイロットを目指す操縦学専攻の学生には必須の科目となっています。」ということを学生に説

明したうえで授業を実施。前期で履修すべき内容は概ね理解したものと考える。後期の学習に向けて、

さらに理解が深まるよう分かりやすい授業の実施に努めていきたい。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： コンピュータリテラシー  

授業担当者（代表者）名：野田 晋二       所属：航空工学部 航空工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.88 4.0 授業時間で完了する課題が殆ど。追加、課題, 

次回授業の予告により予習させることを検討する。 

内容の理解度 

⑤ 

4.38 4.0 目標値以上 

授業時間 

⑦ 

4.56 4.0 目標値以上 

担当者の熱意 

⑧ 

4.00 4.0 目標値以上 

板書・教材 

⑩ 

4.13 4.0 目標値以上 

理解への配慮 

⑪ 

4.00 4.0 目標値以上 

伝える工夫 

⑬ 

3.94 4.0 教材等検討する。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.50 4.0 授業内容から、個人で実施する課題が殆ど。発表する機会を増

やす。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.44 4.0 目標値以上 

全体評価 

⑯ 

4.06 4.0 目標値以上 

登録者数＝38名： 受験者数 A＝38名： 単位取得者数 B＝35名：  比率（B/A）＝92％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 航空工学科の学生がもっと興味を持てる、課題を検討する。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： 航空機構造        

授業担当者（代表者）名：野田 晋二       所属：航空工学部 航空工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

5 4.0 目標値以上 

内容の理解度 

⑤ 

5 4.0 目標値以上 

授業時間 

⑦ 

5 4.0 目標値以上 

担当者の熱意 

⑧ 

5 4.0 目標値以上 

板書・教材 

⑩ 

5 4.0 目標値以上 

理解への配慮 

⑪ 

5 4.0 目標値以上 

伝える工夫 

⑬ 

5 4.0 目標値以上 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

5 4.0 目標値以上 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

5 4.0 目標値以上 

全体評価 

⑯ 

5 4.0 目標値以上 

登録者数＝3名： 受験者数 A＝2名： 単位取得者数 B＝2名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 声がよく聞こえたかでは、どちらでもないとの回答 

 声が小さくなる時があるので、気を付けたいと思います。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： 航空機力学基礎      

授業担当者（代表者）名：野田 晋二       所属：航空工学部 航空工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.75 4.0 目標値以上 

内容の理解度 

⑤ 

4.25 4.0 目標値以上 

授業時間 

⑦ 

4.75 4.0 目標値以上 

担当者の熱意 

⑧ 

4.75 4.0 目標値以上 

板書・教材 

⑩ 

5.00 4.0 目標値以上 

理解への配慮 

⑪ 

5.00 4.0 目標値以上 

伝える工夫 

⑬ 

5.00 4.0 目標値以上 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

5.00 4.0 目標値以上 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.75 4.0 目標値以上 

全体評価 

 

⑯ 

4.5 4.0 目標値以上 

登録者数＝6名： 受験者数 A＝6名： 単位取得者数 B＝5名：  比率（B/A）＝83％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 全てオンラインで実施。 

 評価は高いが、更に工夫をしていきたい。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 航空工学科        

授業科目名 ： 空気力学         

授業担当者（代表者）名：野田 晋二       所属：航空工学部 航空工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.0 4.0 目標値以上 

内容の理解度 

⑤ 

4.0 4.0 目標値以上 

授業時間 

⑦ 

4.0 4.0 目標値以上 

担当者の熱意 

⑧ 

4.0 4.0 目標値以上 

板書・教材 

⑩ 

5.00 4.0 目標値以上 

理解への配慮 

⑪ 

4.0 4.0 目標値以上 

伝える工夫 

⑬ 

4.0 4.0 目標値以上 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.0 4.0 調べて発表させる等検討する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.0 4.0 目標値以上 

全体評価 

 

⑯ 

3.0 4.0 1名の回答なのでなんといえないが、本講義の目的等をもっと

理解させることを実施する。 

登録者数＝12名： 受験者数 A＝11名： 単位取得者数 B＝11名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 全てオンラインで実施。 

 議論する発表させる事を考える。 

 

 

 

 



第一工科大学 FD 委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和３令和３令和３令和３年度年度年度年度前期前期前期前期講義）講義）講義）講義）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．この文書を 9 月 3 日（金）までに学科の FD 委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年 9 月 3 日  

授業対象学科： 航空工学実験      

授業科目名 ： 航空工学科       

授業担当者（代表者）名：  野田 晋二         所属：  航空工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

5 4.0 目標体以上 

内容の理解 

③ 

4 4.0 目標値以上 

知識の増加 

⑤ 

4 4.0 目標値以上 

板書・教材 

⑥ 

無効 4.0 ― 

伝える工夫 

⑦ 

5 4.0 目標値以上 

全体評価 

⑧ 

5 4.0 目標体値以上 

登録者数＝5 名： 受験者数 A＝―名： 単位取得者数 B＝ 0 －名：  比率（B/A）＝ － ％  

 単位は、前期と後期の全実験で判断する。 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 高い評価であり、後期実験も工夫を凝らし実施する。 

 

 

 

 



第一工科大学 FD 委員会 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 26日  

授業対象学科：   航空工学科      

授業科目名 ：   航空法規       

授業担当者（代表者）名： 小林 啓太郎      所属： 航空操縦学専攻           

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

 4.6 

 

4.0 自主学習のポイントを繰り返し指示していくことで、より効果

的な自主学習を促す。 

内容の理解度 

⑤ 

  4.5 4.0 現状を維持したい。 

授業時間 

⑦ 

  4.7 4.0 現状を維持したい。 

担当者の熱意 

⑧ 

  4.9 4.0 現状を維持したい。 

板書・教材 

⑩ 

  4.9 4.0 現状を維持したい。 

理解への配慮 

⑪ 

  4.4 4.0 重要な点は繰り返し説明するなどして理解度の古城を図りた

い。 

伝える工夫 

⑬ 

  4.8 4.0 現状を維持したい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

  4.3 4.0 各法規の背景を考察させるような問いかけを、とり積極的に行

いたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

  4.6 4.0 飛行機を運航するにあたり、航空法規を理解しておくことの重

要性を更に強調し、自主学習を促す。 

全体評価 

⑯ 

  4.9 4.0 現状を維持したい。 

登録者数＝31名： 受験者数 A＝31名： 単位取得者数 B＝31名：  比率（B/A）＝ 100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

目標を下回った項目は無かったが、上記改善計画に従い更なる質の向上を目指す。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 ４日  

授業対象学科：  TE    ／   TA      

授業科目名 ：電子計測Ⅰ／電子計測基礎  

授業担当者（代表者）名：永石 初弘       所属：情報電子システム工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

TE：4.00 

TA：4.00 

4.0 概ね評価が得られている。Moodleにて事前に「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」を 

明示すると共に、授業冒頭でもその繰り返しを行った。 

内容の理解度 

⑤ 

TE：4.00 

TA：3.00 

4.0 前年度「3.40」から改善。授業後提出の「授業日記」により理解 

不足箇所を抽出し、次回授業で説明した。今後抽出方法を見直す。 

授業時間 

⑦ 

TE：4.20 

TA：4.00 

4.0 概ね評価が得られている。 

担当者の熱意 

⑧ 

TE：4.20 

TA：4.00 

4.0 概ね評価が得られている。 

板書・教材 

⑩ 

TE：4.40 

TA：5.00 

4.0 前年度「3.60」から改善。前年度「手書き板書」が不評につき 

講義資料を配布、且つその事前配布に努めた。今後も継続。 

理解への配慮 

⑪ 

TE：3.80 

TA：2.00 

4.0 「授業日記」提出不良学生を考慮し、理解度確認の為に授業毎 

に「小ﾃｽﾄ」を実施し、次回授業完了時迄にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする。 

伝える工夫 

⑬ 

TE：4.00 

TA：4.00 

4.0 概ね評価が得られている。項目⑩を継続すると共に、講義資料

の充実を図り、本項目の向上を目指す。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

TE：3.80 

TA：4.00 

4.0 授業中ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの為の時間を定期的に設ける事を実施する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

TE：4.20 

TA：2.00 

4.0 特定学生で評価が低い。他は、概ねの評価。「予習・復習」に 

重点を置いた評価基準に見直し学習の習慣化を促す。 

全体評価 

⑯ 

TE：4.00 

TA：3.00 

4.0 項目⑤⑪の向上を目指す事で、全体評価の更なる向上を目指

す。 

登録者数＝ 12 名： 受験者数 A＝ 10 名： 単位取得者数 B＝ 8 名：  比率（B/A）＝ 80％  

総括（自由記述に対する対応含む）：アンケート回答数：5(TE)/1(TA)、無資格者数：2（全て留学生) 

■評価基準：受講(15%)、課題(15%)、ﾚﾎﾟｰﾄ(15%)、定期試験(55%)の 4要素で総合評価 ■合格率=80% 

■今後の対応：（1）具体的な「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」と「講義資料」を事前（目安：授業の 7日前）に提示する事

で、予習環境を整備する。（2）「予習」を必須とし、「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」の項目毎に対する「理解の程度」（理解

困難な場合、その具体的な内容を記載）を Moodle 経由で報告させ、受講生が理解する上での課題を事

前に把握。（3）前項（2）の抽出した課題を元に講義を実施し、また授業中の「小ﾃｽﾄ」により「学習ﾎﾟｲ

ﾝﾄ」の理解度確認を行う。（4）「小ﾃｽﾄ」の結果を次回授業迄にMoodle経由で個別にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸすると共

に、次回授業において受講者全体にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行う。その他、（5）講義資料の充実（視覚的に理解のし

易さを意識した資料作成等）を図る。（6）定期的な「ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ」を実施する。 

    



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 ４日  

授業対象学科：    TE             

授業科目名 ：  応用電気回路      

授業担当者（代表者）名：永石 初弘       所属：情報電子システム工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.20 4.0 概ね評価が得られている。Moodleにて事前に「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」を 

明示すると共に、授業冒頭でもその繰り返しを行った。 

内容の理解度 

⑤ 

3.00 4.0 ｶﾘｷｭﾗﾑ見直しに伴う学習内容の増加、基礎科目「電気回路」「微

積分」の理解不足の影響と推測。今後、授業毎の学習範囲に対し

最小限必要な基礎事項の「復習時間枠」を授業毎に取り入れる。 

授業時間 ⑦ 4.20 4.0 概ね評価が得られている。 

担当者の熱意 

⑧ 

3.80 4.0 学習内容の増加により、進度を早くした事が影響したと推測。

今後、学習内容の重点化と、「予習」の推進により対応する。 

板書・教材 

⑩ 

4.00 4.0 概ね評価が得られている。今後、他の授業と同様に講義資料を

配布、且つその事前配布に努める。 

理解への配慮 

⑪ 

3.60 4.0 理解度確認方法を「授業日記」（自己申告）から見直し、「小ﾃｽ

ﾄ」に変更する。次回授業完了時迄に学生にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする。 

伝える工夫 

⑬ 

4.20 4.0 概ね評価が得られている。項目⑩を実施すると共に、講義資料

の充実を図り、本項目の向上を目指す。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.40 4.0 授業中ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの為の時間を定期的に設ける事を実施する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.20 4.0 概ね評価が得られている。「予習・復習」に重点を置いた評価基

準に見直し学習の習慣化を促す。 

全体評価 

⑯ 

3.00 4.0 項目⑤⑪の向上を目指す事で、理解度を実感させることで全体

評価の向上を目指す。 

登録者数＝ 12名： 受験者数 A＝ 7名： 単位取得者数 B＝ 3名：  比率（B/A）＝ 43％  

総括（自由記述に対する対応含む）：アンケート回答数（5）、無資格者数（4：留学生)、欠席数（1） 

■評価基準：受講(15%)、課題(15%)、ﾚﾎﾟｰﾄ(15%)、定期試験(55%)の 4要素で総合評価 ■合格率=43% 

■今後の対応：（1）具体的な「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」と「講義資料」を事前（目安：授業の 7日前）に提示する事

で、予習環境を整備する。（2）「予習」を必須とし、「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」の項目毎に対する「理解の程度」（理解

困難な場合、その具体的な内容を記載）を Moodle 経由で報告させ、受講生が理解する上での課題を事

前に把握。（3）前項（2）の抽出した課題を元に講義を実施し、また授業中の「小ﾃｽﾄ」により「学習ﾎﾟｲ

ﾝﾄ」の理解度確認を行う。（4）「小ﾃｽﾄ」の結果を次回授業迄にMoodle経由で個別にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸすると共

に、次回授業において受講者全体にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行う。その他、（5）講義資料の充実（視覚的に理解のし

易さを意識した資料作成等）を図る。（6）定期的な「ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ」を実施する。 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 ４日  

授業対象学科：  TE    ／   TA      

授業科目名 ：電子回路Ⅱ／電子回路    

授業担当者（代表者）名：永石 初弘       所属：情報電子システム工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

TE：4.09 

TA：4.33 

4.0 概ね評価が得られている。Moodleにて事前に「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」を 

明示すると共に、授業冒頭でもその繰り返しを行った。 

内容の理解度 

⑤ 

TE：3.00 

TA：2.67 

4.0 基礎科目「電気回路」の理解不足の影響と推測。今後、授業毎の

学習範囲に対し最小限必要な基礎事項の「復習時間枠」を授業毎

に取り入れる。必要に応じて、追加の補講実施を検討する。 

授業時間 ⑦ 4.16/4.67 4.0 概ね評価が得られている。 

担当者熱意⑧ 4.11/4.67 4.0 概ね評価が得られている。 

板書・教材 

⑩ 

TE：3.62 

TA：3.67 

4.0 プロジェクターの「ピンぼけ」により見難い指摘有。今後、他

教室での実施を検討。又、他の授業と同様に講義資料を配布、

且つその事前配布の継続に努める。 

理解への配慮 

⑪ 

TE：3.56 

TA：3.00 

4.0 理解度確認方法を「授業日記」（自己申告）から見直し、「小ﾃｽ

ﾄ」に変更する。次回授業完了時迄に学生にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする。 

伝える工夫 

⑬ 

TE：3.84 

TA：3.33 

4.0 項目⑩の影響により、低い評価と推測。項目⑩を実施すると共

に、講義資料の充実を図り、本項目の向上を目指す。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

TE：2.67 

TA：2.00 

4.0 授業中ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの為の時間を定期的に設ける事を実施する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

TE：3.71 

TA：3.00 

4.0 「予習・復習」に重点を置いた評価基準に見直し学習の習慣化

を促す。 

全体評価 

⑯ 

TE：3.40 

TA：3.00 

4.0 項目⑤⑪の向上を目指す事で、理解度を実感させることで全体

評価の向上を目指す。 

登録者数＝ 63名： 受験者数 A＝ 43名： 単位取得者数 B＝ 22名：  比率（B/A）＝ 51％ 

総括（自由記述に対する対応含む）：アンケート回答数：45(TE)/3(TA)、無資格者数：21（留学生多） 

■評価基準：受講(15%)、課題(15%)、ﾚﾎﾟｰﾄ(15%)、定期試験(55%)の 4要素で総合評価 ■合格率=51% 

■今後の対応：（1）具体的な「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」と「講義資料」を事前（目安：授業の 7日前）に提示する事

で、予習環境を整備する。（2）「予習」を必須とし、「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」の項目毎に対する「理解の程度」（理解

困難な場合、その具体的な内容を記載）を Moodle 経由で報告させ、受講生が理解する上での課題を事

前に把握。（3）前項（2）の抽出した課題を元に講義を実施し、また授業中の「小ﾃｽﾄ」により「学習ﾎﾟｲ

ﾝﾄ」の理解度確認を行う。（4）「小ﾃｽﾄ」の結果を次回授業迄にMoodle経由で個別にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸすると共

に、次回授業において受講者全体にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行う。その他、（5）講義資料の充実（視覚的に理解のし

易さを意識した資料作成等）を図る。（6）定期的な「ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ」を実施する。 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 ４日  

授業対象学科：情報電子システム工学科   

授業科目名 ：電子デバイス工学Ⅰ     

授業担当者（代表者）名：永石 初弘       所属：情報電子システム工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.90 4.0 「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」を明示する際の表現が大雑把すぎた点を改善して、

今後より具体化して明示する。 

内容の理解度 

⑤ 

3.38 4.0 授業後提出の「授業日記」により理解不足箇所を抽出（自己申告）

し、次回授業で説明した。今後抽出方法を見直す。 

授業時間 

⑦ 

4.33 4.0 概ね評価が得られている。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.38 4.0 概ね評価が得られている。 

板書・教材 

⑩ 

4.57 4.0 講義資料を配布、且つその事前配布に努めた。今後も継続。 

理解への配慮 

⑪ 

3.76 4.0 理解度確認方法を「授業日記」（自己申告）から見直し、「小ﾃｽ

ﾄ」に変更する。次回授業完了時迄に学生にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする。 

伝える工夫 

⑬ 

4.05 4.0 概ね評価が得られている。項目⑩を継続すると共に、講義資料

の充実を図り、本項目の向上を目指す。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.62 4.0 題材を設けて、授業中ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの為の時間を定期的に設ける事

を実施する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.76 4.0 「予習・復習」に重点を置いた評価基準に見直し学習の習慣化

を促す。 

全体評価 

⑯ 

3.71 4.0 項目⑤⑪の向上を目指す事で、全体評価の更なる向上を目指

す。 

登録者数＝ 25名： 受験者数 A＝21名： 単位取得者数 B＝20名：  比率（B/A）＝ 95％  

総括（自由記述に対する対応含む）：無資格者数：4（内留学生 3）。アンケート回答数：21。 

■評価基準：受講(15%)、課題(15%)、ﾚﾎﾟｰﾄ(15%)、定期試験(55%)の 4要素で総合評価 ■合格率=95% 

■今後の対応：（1）具体的な「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」と「講義資料」を事前（目安：授業の 7日前）に提示する事

で、予習環境を整備する。（2）「予習」を必須とし、「学習ﾎﾟｲﾝﾄ」の項目毎に対する「理解の程度」（理解

困難な場合、その具体的な内容を記載）を Moodle 経由で報告させ、受講生が理解する上での課題を事

前に把握。（3）前項（2）の抽出した課題を元に講義を実施し、また授業中の「小ﾃｽﾄ」により「学習ﾎﾟｲ

ﾝﾄ」の理解度確認を行う。（4）「小ﾃｽﾄ」の結果を次回授業迄にMoodle経由で個別にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸすると共

に、次回授業において受講者全体にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行う。その他、（5）講義資料の充実（視覚的に理解のし

易さを意識した資料作成等）を図る。（6）定期的な「ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ」を実施する。 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月  26 日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ：コンピュータアーキテクチャⅠ 

授業担当者（代表者）名：岡村 雅一        所属： 情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.44 4.0 前回の 4.24より改善されている。更に工夫を図りたい。 

内容の理解度 

⑤ 

  3.95 4.0 全く理解していない、が 0％であり、難易度が高い授業である

が、改善の効果が出てきていると思う。 

授業時間 

⑦ 

  4.53 4.0 授業時間の活用については適切に行っていると評価してもらっ

ていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

  4.56 4.0 熱意についてもある程度の評価は得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

  4.37 4.0 たまに板書が分からず、という意見が 16％あるので、改善を図

りたい。 

理解への配慮 

⑪ 

  4.30 4.0 理解への配慮が無い、という学生が 0％。改善の効果が出ている 

と思う。 

伝える工夫 

⑬ 

 4.51 4.0 工夫されているという評価が殆どであった。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

  2.49 4.0 オンラインで課題を出す形式のため、評価が低い。コロナ対応

で学生同士を討論させる機会が作れないのが痛い。工夫する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.98 4.0 合格ラインギリギリアウト。自ら考える機会は全くない、と回

答している学生が 5%いるので、改善したい。 

全体評価 

⑯ 

 4.35 4.0 満足度が「満足」「大変満足」が殆どなので、難易度が高い授業

の割には評価されていると思う。 

登録者数＝71名： 受験者数 A＝54名： 単位取得者数 B＝51名：  比率（B/A）＝94％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：シラバスに従い、出席点、課題、期末試験で評価した。 

学習目標の達成：合格者は 94％で、ほぼ全員合格している。 

       コンピュータの基礎的知識ではあるが、難易度が高く、できるだけ分かり易く、を心が 

       けた成果が出てきていると考える。自主学習、アクティブラーニングについては改善の

効果が出てきているので継続する。 

その他： 自由記述については特に問題ある意見は無かった。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月  26 日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ：デジタル回路Ⅰ 

授業担当者（代表者）名：岡村 雅一        所属： 情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.98 4.0 毎回の講義で課題を出し、解答もしているのだが、一部の受講

生には評価されていないようである。 

内容の理解度 

⑤ 

  3.73 4.0 合格点には達していないが全く理解していない、が 0％であ

り、難易度が高い授業であるが、ある程度は評価されている。 

授業時間 

⑦ 

  4.28 4.0 授業時間の活用については適切に行っていると評価してもらっ

ていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

  4.39 4.0 熱意についてもある程度の評価は得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

  4.23 4.0 教材は十分であった、という意見が殆どであるが、たまに板書

が分からず、という意見もあるので更に見直す。 

理解への配慮 

⑪ 

  4.03 4.0 殆どの学生が配慮されている、という意見であった。 

伝える工夫 

⑬ 

 4.27 4.0 工夫されているという評価が殆どであった。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

  2.98 4.0 授業では演習の時間も取り入れているが、moodle を使った課題

であったので評価が低い。授業で復習するなど改善する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.89 4.0 ４点を超えるように、学生が興味を持てるように授業の内容を

改善していく。 

全体評価 

⑯ 

 4.19 4.0 8 割が、満足度が「満足」「大変満足」の評価だった。 

登録者数＝100名： 受験者数 A＝80名： 単位取得者数 B＝60名：  比率（B/A）＝75％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：出席(15%)、毎回の課題(45%)、期末試験（40%）で評価した。 

学習目標の達成：難易度の高い授業であるが、基本的な部分は理解できていると思う。教科書と演習だ

けの授業であるので、演習の内容、授業での復習などを通して改善を図りたい。  

 

その他： 自由記述については、好意的な意見だけであった 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月  26 日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ：組込機器応用講座Ⅰ 

授業担当者（代表者）名：岡村 雅一        所属： 情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.63 4.0 今年は評価が低かった。自主学習できるような指導を心がける 

 

内容の理解度 

⑤ 

  4.00 4.0 目標に達しており、良く理解できたようだ。 

授業時間 

⑦ 

  4.63 4.0 授業時間の活用については適切に行っていると評価してもらっ

ていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

  4.63 4.0 熱意についてもある程度の評価は得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

  5.00 4.0 教材は十分であった、という意見が殆どであった。 

理解への配慮 

⑪ 

  4.75 4.0 理解への配慮も評価されていると思う。 

伝える工夫 

⑬ 

 4.63 4.0 工夫されているという評価が殆どであった。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

  3.75 4.0 アクティブラーニングそのものの授業であったのだが、自分で

考えさせる機会が少なかったかもしれない。改善する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.63 4.0 自分で考え作る授業であるため、これも評価が高かった。 

全体評価 

⑯ 

 4.63 4.0 ほぼ全員が、満足度が「満足」「大変満足」の評価だった。 

登録者数＝8名： 受験者数 A＝8名： 単位取得者数 B＝8名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：シラバスに従い、レポートの内容＋出席状況で評価した。 

学習目標の達成：学生が自主的にプログラム作成＋デバッグする雰囲気が生まれ、かつ学生が大変満足

しており、良い授業であった。今後は、更にレベルアップできるように改善していきたい。 

  

その他： 自由記述については好意的な意見であった。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和３令和３令和３令和３年度年度年度年度前期前期前期前期講義）講義）講義）講義）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年  月  日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ：電子工学実験Ⅰ 

授業担当者（代表者）名：岡村 雅一        所属： 情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

 4.64 4.0 先生方の指導が良く、座学との関係も良く理解している。 

内容の理解 

③ 

  4.14 4.0 事前説明が少なく、学生に予習させる形態のため、内容を理解

できていない学生が多い。授業中の説明を増やすなど工夫する 

知識の増加 

⑤ 

  2.80 4.0 実習形式のため、実験による知識の増加は無かったようであ

る。指導の際、関連する技術の説明も行うよう改善する。 

板書・教材 

⑥ 

  3.90 4.0 教材は十分であった、という意見が殆どであるが、若干不足し

ているという意見もあるので更に見直す。 

伝える工夫 

⑦ 

  4.29 4.0 工夫されているという評価が殆どであった。 

全体評価 

⑧ 

  4.05 4.0 ほぼ全員が、満足度が「満足」の評価だった。３名不満を持っ

ている学生がいるので、良く意見を聞くようにしたい。 

登録者数＝56名： 受験者数 A＝56名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

・通年の授業のため、単位に関しては後期終了後評価する。 

・知識の増加の評価が低いので、授業中の説明に工夫していく。。 

 今後は、学生の理解度向上に取り組むと共に、レポートを早期に提出するような 

 学生サポートを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 20 日  

授業対象学科： 全学科         

授業科目名 ： 基礎物理        

授業担当者（代表者）名： 山田猛矢      所属： 情報電子システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.93 4.0 自主学習のポイントに関する指導・指示を全くされていないと

いう学生が 1名いたので，今後しっかりと指導・指示したい。 

内容の理解度 

⑤ 

3.72 4.0 少ししか理解していないという学生が 3名いたので，今後はし

っかりと理解できるように丁寧な指導を心掛けたい。 

授業時間 

⑦ 

4.76 4.0 授業時間については評価が得られていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.45 4.0 熱意については概ね評価が得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

4.86 4.0 板書については評価が得られていると思う。 

理解への配慮 

⑪ 

4.41 4.0 理解への配慮については概ね評価が得られていると思う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.52 4.0 伝える工夫についても概ね評価は得られていると思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.93 4.0 ほとんど一方的な説明と回答している学生が 11名いたので，今

後はできるだけ多くの学生が発表できる機会を確保したい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.45 4.0 自ら考える機会は全くなかったという学生が 5名いたので，積

極的に学習する態度・意識が身につくよう指導していきたい。 

全体評価 

⑯ 

4.21 4.0 概ね評価は得られていると思う。 

登録者数＝ 77 名： 受験者数 A＝ 71 名： 単位取得者数 B＝ 70 名：  比率（B/A）＝ 99 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：試験（80%），出席・課題（20%） 

学習目標の達成：全体評価を見ると 4.21と概ね良かったのではないかと思う。 

その他：現在，意見発表・討論の時間をほとんど与えていないので，今後は講義の中でアクティブな時

間を確保していきたい。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 20 日  

授業対象学科： TE, TM         

授業科目名 ： 電磁気学Ⅰ       

授業担当者（代表者）名： 山田猛矢      所属： 情報電子システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.68 4.0 自主学習のポイントに関する指導・指示を全くされていないと

いう学生が 1名いたので，今後しっかりと指導・指示したい。 

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0 内容の理解度については概ね評価が得られていると思う。 

授業時間 

⑦ 

4.53 4.0 授業時間については評価が得られていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.45 4.0 熱意については概ね評価が得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

4.66 4.0 板書については評価が得られていると思う。 

理解への配慮 

⑪ 

4.37 4.0 理解への配慮については概ね評価が得られていると思う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.55 4.0 伝える工夫についても概ね評価は得られていると思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.97 4.0 ほとんど一方的な説明と回答している学生が 9名いたので，今

後はできるだけ多くの学生が発表できる機会を確保したい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.61 4.0 自ら考える機会は全くなかったという学生が 4名いたので，積

極的に学習する態度・意識が身につくよう指導していきたい。 

全体評価 

⑯ 

4.32 4.0 概ね評価は得られていると思う。 

登録者数＝ 73 名： 受験者数 A＝ 61 名： 単位取得者数 B＝ 47 名：  比率（B/A）＝ 77 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：試験（80%），出席・課題（20%） 

学習目標の達成：全体評価を見ると 4.32と概ね良かったのではないかと思う。 

その他：現在，意見発表・討論の時間をほとんど与えていないので，今後は講義の中でアクティブな時

間を確保していきたい。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 20 日  

授業対象学科： TE           

授業科目名 ： 応用電磁気学      

授業担当者（代表者）名： 山田猛矢      所属： 情報電子システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.50 4.0 自主学習のポイントに関する指導・指示を全くされていないと

いう学生が 3名いたので，今後しっかりと指導・指示したい。 

内容の理解度 

⑤ 

3.35 4.0 内容を全く理解していないという学生が 1名いたので，今後

は，理解してもらえるよう丁寧な説明を心掛けたい。 

授業時間 

⑦ 

4.35 4.0 授業時間については概ね評価が得られていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.25 4.0 熱意についても概ね評価が得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

3.85 4.0 内容が難しかったためか，オンラインだったからか，毎回板書

がわからないという学生が 1名いたので今後は丁寧な板書を心

掛けたい。 

理解への配慮 

⑪ 

4.10 4.0 理解への配慮については概ね評価が得られていると思う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.25 4.0 伝える工夫についても概ね評価は得られていると思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.25 4.0 ほとんど一方的な説明と回答している学生が 9名いたので，今

後はできるだけ多くの学生が発表できる機会を確保したい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.50 4.0 自ら考える機会は全くなかったという学生が 5名いたので，積

極的に学習する態度・意識が身につくよう指導していきたい。 

全体評価 

⑯ 

3.85 4.0 難しい内容だったため全体評価も低くなっていると思われる。

今後，丁寧な説明を心掛けたい。 

登録者数＝ 56 名： 受験者数 A＝ 51 名： 単位取得者数 B＝ 41 名：  比率（B/A）＝ 80 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：試験（80%），出席・課題（20%） 

学習目標の達成：講義の内容自体が非常に難しいため内容の理解度が 3.35 と低い評価となった。今後

は，より理解してもらえるよう丁寧な説明を心掛けたい。 

その他：現在，意見発表・討論の時間をほとんど与えていないので，今後は講義の中でアクティブな時

間を確保していきたい。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 20 日  

授業対象学科： TE            

授業科目名 ： JAVAプログラミングⅠ 

授業担当者（代表者）名： 山田猛矢      所属： 情報電子システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.91 4.0 自主学習のポイントに関する指導・指示を全くされていないと

いう学生が 1名いたので，今後しっかりと指導・指示したい。 

内容の理解度 

⑤ 

3.71 4.0 内容を全く理解していないという学生が 1名いたので，今後

は，理解してもらえるよう丁寧な説明を心掛けたい。 

授業時間 

⑦ 

4.51 4.0 授業時間については評価が得られていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.37 4.0 熱意については概ね評価が得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

4.54 4.0 板書については評価が得られていると思う。 

理解への配慮 

⑪ 

4.43 4.0 理解への配慮については概ね評価が得られていると思う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.43 4.0 伝える工夫についても概ね評価は得られていると思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.31 4.0 ほとんど一方的な説明と回答している学生が 5名いたので，今

後はできるだけ多くの学生が発表できる機会を確保したい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.31 4.0 自ら考える態度については概ね評価が得られていると思う。 

全体評価 

⑯ 

4.20 4.0 全体評価についても概ね評価が得られていると思う。 

登録者数＝ 60 名： 受験者数 A＝ 53 名： 単位取得者数 B＝ 38 名：  比率（B/A）＝ 72 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：試験（90%），出席・課題（10%） 

学習目標の達成：全体評価を見ると 4.20と概ね良かったのではないかと思う。 

その他：現在，意見発表・討論の時間をほとんど与えていないので，今後は講義の中でアクティブな時

間を確保していきたい。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 20 日  

授業対象学科： TE            

授業科目名 ： JAVAプログラミング演習Ⅰ 

授業担当者（代表者）名： 山田猛矢      所属： 情報電子システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.96 4.0 自主学習のポイントに関する指導・指示を数回しかされていな

いという学生が 2名いたので，今後しっかりと指導・指示した

い。 

内容の理解度 

⑤ 

3.43 4.0 内容を少ししか理解していないという学生が 3名いたので，今

後は，理解してもらえるよう丁寧な説明を心掛けたい。 

授業時間 

⑦ 

4.35 4.0 授業時間については概ね評価が得られていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.13 4.0 熱意についても概ね評価が得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

4.26 4.0 板書についても概ね評価が得られていると思う。 

理解への配慮 

⑪ 

4.22 4.0 理解への配慮についても概ね評価が得られていると思う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.09 4.0 伝える工夫についても概ね評価は得られていると思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.04 4.0 ほとんど一方的な説明と回答している学生が 4名いたので，今

後はできるだけ多くの学生が発表できる機会を確保したい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.26 4.0 自ら考える態度については概ね評価が得られていると思う。 

全体評価 

⑯ 

3.96 4.0 全体評価として不満という学生が 1名いたので，今後，満足し

てもらえるように努力したい。 

登録者数＝ 51 名： 受験者数 A＝ 51 名： 単位取得者数 B＝ 43 名：  比率（B/A）＝ 84 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：演習課題（100%） 

学習目標の達成：全体評価で不満な学生が 1 名いたので，今後は満足してもらえるような講義を心掛け

たい。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 20 日  

授業対象学科： TA         

授業科目名 ： 電磁気学基礎       

授業担当者（代表者）名： 山田猛矢      所属： 情報電子システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.00 4.0 自主学習指導については概ね評価が得られていると思う。 

内容の理解度 

⑤ 

3.71 4.0 半分程度しか理解していないという学生がいたので，今後は理

解できるように丁寧な説明を心掛けたい。 

授業時間 

⑦ 

4.86 4.0 授業時間については評価が得られていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.00 4.0 熱意については概ね評価が得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

4.86 4.0 板書については評価が得られていると思う。 

理解への配慮 

⑪ 

4.86 4.0 理解への配慮についても評価が得られていると思う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.43 4.0 伝える工夫については概ね評価は得られていると思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.14 4.0 ほとんど一方的な説明と回答している学生がいたので，今後は

できるだけ多くの学生が発表できる機会を確保したい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.57 4.0 自ら考える機会は全くなかったという学生がいたので，積極的

に学習する態度・意識が身につくよう指導していきたい。 

全体評価 

⑯ 

4.00 4.0 概ね評価は得られていると思う。 

登録者数＝ 3 名： 受験者数 A＝ 3 名： 単位取得者数 B＝ 2 名：  比率（B/A）＝ 67 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：試験（80%），出席・課題（20%） 

学習目標の達成：全体評価を見ると 4.00と概ね良かったのではないかと思う。 

その他：現在，意見発表・討論の時間をほとんど与えていないので，今後は講義の中でアクティブな時

間を確保していきたい。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  8月 31日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 

授業科目名 ： プログラミング入門Ⅰ   

授業担当者（代表者）名： 渋沢 良太     所属：情報電子システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.19 4.0 やや不十分であった．自己学習状況を報告させ，少ない学生に

対するモチベーションが向上するような工夫をする． 

内容の理解度 

⑤ 

4.08 4.0 概ねできていた．プログラム開発の課題をさらに増やす． 

授業時間 

⑦ 

4.67 4.0 できていた．引き続き開始，終了の時間を守る． 

担当者の熱意 

⑧ 

4.47 4.0 概ねできていた．新しい話題を積極的に取り入れる． 

板書・教材 

⑩ 

4.81 4.0 できていた．スライド資料で，予め分かりやすく的確な説明を

作成しておく． 

理解への配慮 

⑪ 

4.56 4.0 できていた．学生と対話する回数を増やす． 

伝える工夫 

⑬ 

4.33 4.0 概ねできていた．補足説明の際，図や動画の活用を増やす． 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.28 4.0 やや不十分であった．最終課題発表以外にも，学生に発表させ

る機会を作る． 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.53 4.0 できていた．オリジナルのアプリ開発について自習させた． 

全体評価 

⑯ 

4.56 4.0 できていた．アクティブな機会，自己学習の態度，支援を改善

する． 

登録者数＝43名： 受験者数 A＝40名： 単位取得者数 B＝36名：  比率（B/A）＝90％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

Scratch を使ってプログラミングの基本的な考え方，マルチスレッド等のやや高度な話題について授業

を行った．オリジナルのアプリ開発を行わせる課題を最終課題として行わせ，そのアプリについてのプ

レゼンを他の学生の前で各自発表させた．大学初年度のプログラミングの授業であるため，今後の授業

におけるプログラミング学習の意欲が高まるように，また自己学習能力を向上させるように，自ら手を

動かして考える時間を多くとった．また，Pythonのプログラムの初歩的なコードについて，Scratchと

Pythonのコードを対比させて学習させた．最終課題発表以外にも，学生に発表させる機会を作ることに

よって，授業をより改善していく． 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  8月 31日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 

授業科目名 ： データベースⅠ   

授業担当者（代表者）名： 渋沢 良太     所属：情報電子システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.0 4.0 概ねできていた．自己学習状況を報告させ，少ない学生に対す

るモチベーションが向上するような工夫をする． 

内容の理解度 

⑤ 

3.79 4.0 やや不十分であった．システム開発の課題の際に，補足説明を

増やす． 

授業時間 

⑦ 

4.61 4.0 できていた．引き続き開始，終了の時間を守る． 

担当者の熱意 

⑧ 

4.61 4.0 できていた．新しい話題を積極的に取り入れる． 

板書・教材 

⑩ 

4.7 4.0 できていた．スライド資料で，予め分かりやすく的確な説明を

作成しておく． 

理解への配慮 

⑪ 

4.42 4.0 概ねできていた．学生と対話する回数を増やす． 

伝える工夫 

⑬ 

4.48 4.0 概ねできていた．補足説明の際，図や動画の活用を増やす． 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.7 4.0 やや不十分であった．課題制作以外にも，学生同士が議論する

機会を増やす． 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.45 4.0 概ねできていた．Webのニュースサイト等で授業内容に関する

情報収集をする習慣をつけさせ，プレゼンさせるようにする． 

全体評価 

⑯ 

4.3 4.0 概ねできていた．アクティブな機会，自己学習の態度，支援を

改善する． 

登録者数＝51名： 受験者数 A＝45名： 単位取得者数 B＝37名：  比率（B/A）＝82％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

データベースの理論的な説明，応用例の紹介からはじめ，SQLの基本的な文法，使い方について中心に

講義を行った．データベースのメリットや活用方法は，Webアプリケーションの開発を通して理解が進

むと思われたため，課題としてデータベースを使ったWebアプリケーションの作成を設定した．また，

SQLインジェクションやフィッシング等，近年問題となっているデータベースのセキュリティについて

レポートをまとめる課題を設定した．理解が不足している学生に対する支援を増やすことで，授業を改

善する． 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  8月 31日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 

授業科目名 ： 基本情報処理講座Ⅱ   

授業担当者（代表者）名： 渋沢 良太     所属：情報電子システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.47 4.0 概ねできていた．自主学習の達成度を確認し，それに応じて学

習指導内容を変えるようにする． 

内容の理解度 

⑤ 

3.97 4.0 やや不十分であった．教科書の内容に対する補足説明の際，図

や動画の活用を増やす． 

授業時間 

⑦ 

4.71 4.0 できていた．引き続き開始，終了の時間を守る． 

担当者の熱意 

⑧ 

4.53 4.0 できていた．授業時間外での，授業についてのサポートを希望

者に行う． 

板書・教材 

⑩ 

4.74 4.0 できていた．スライド資料で，予め分かりやすく的確な説明を

作成しておく． 

理解への配慮 

⑪ 

4.62 4.0 できていた．定期的に小テストを実施し，その結果を確認し

て，授業内容の説明，時間の割き方を変えるようにする． 

伝える工夫 

⑬ 

4.74 4.0 できていた．補足説明の際，図や動画の活用を増やす． 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.18 4.0 不十分であった．資格取得に関するメリット，デメリットに関

する議論の機会を設ける． 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.15 4.0 概ねできていた．資格試験の受験者数が増えるように促す． 

全体評価 

⑯ 

4.26 4.0 概ねできていた．資格試験の出題範囲のうち，重要度をより細

かく分析し，それに応じて説明時間を変更する． 

登録者数＝46名： 受験者数 A＝46名： 単位取得者数 B＝34名：  比率（B/A）＝ 74 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

経済産業省所管の情報処理に関する国家試験である，基本情報技術者試験の合格，そのための午前試験

免除の獲得を最終目標とした授業であった．本授業ではまず，サーティファイの情報処理技術者能力認

定試験 2級第 1部の資格取得を目標として設定した．同資格試験を，19名の受講者が 7月に受験し，9

名が合格した．9月末に 2度目の試験を実施する予定で，19名が受験予定である． 

 学生の意見や，他の学生と議論させる機会が少なかったため，資格取得のメリット，デメリットを議

論する機会を設けることで，資格取得のモチベーションの向上，意義の理解を行えるように改善する．

また，試験の出題範囲の重要な箇所，学習者の理解が弱いところを見極め，説明，方法を改善する． 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科：情報電子システム工学科 

授業科目名 ：C言語プログラミング Ⅰ 

授業担当者（代表者）名： 松田 翔太    所属：情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.35 4.0 目標の点数に達していないのは, 講義内で出来るだけ完結する

ように行ったため, 予習・復習の必要性に迫られなかったから

と考えられる。 

内容の理解度 

⑤ 

5.00 4.0 内容に関しては, 教科書を準拠し, 補足説明を行ったため, 理解

しやすかったものと考えられる。 

授業時間 

⑦ 

4.41 4.0 延長することはほぼなかったものの, はやめに切り上げること

もあったため, 調整が必要である。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.41 4.0 学生の質問に出来る限り答えたつもりだが, 即答出来なかった

ものもある。善処したい。 

板書・教材 

⑩ 

4.41 4.0 教科書と PCの複写でプログラムを記述, 実行しながら行った。

板書による説明がほぼなかったので改善したい。 

理解への配慮 

⑪ 

4.35 4.0 出来る限り, 教科書の内容と齟齬がないように説明を行った。 

伝える工夫 

⑬ 

4.29 4.0 どうして, そのようにプログラムが動くのか, 実際にプログラム

を動かしながら行った。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.24 4.0 説明と課題を解くことに重点を置いたため, 学生が自主的に動

くことがなかったと思われる。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.18 4.0 課題が多く, わからないところを自身の手で考えることが多か

ったのではないかと思われる。 

全体評価 

⑯ 

4.41 4.0 学生の理解度に関しては, 問題ないように見える。しかし, 自主

性を発揮する場がない。 今後の講義の課題として対応する。 

登録者数＝84名： 受験者数 A＝63名： 単位取得者数 B＝53名：  比率（B/A）＝84.1％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科：情報電子システム工学科(3年) 

授業科目名 ：C言語プログラミング演習 Ⅰ 

授業担当者（代表者）名： 松田 翔太    所属：情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.38 4.0 目標の点数に達していないのは, 講義内で出来るだけ完結する

ように行ったため, 予習・復習の必要性に迫られなかったから

と考えられる。 

内容の理解度 

⑤ 

3.71 4.0 内容に関しては, 教科書から外れた内容を提示することがあっ

た。準備をきちんとする必要がある。 

授業時間 

⑦ 

4.04 4.0 延長することはほぼなかったものの, はやめに切り上げること

もあったため, 調整が必要である。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.413.88 4.0 学生の質問に出来る限り答えたつもりだが, 即答出来なかった

ものもある。善処したい。 

板書・教材 

⑩ 

4.25 4.0 教科書と PCの複写でプログラムを記述, 実行しながら行った。

板書による説明がほぼなかったので改善したい。 

理解への配慮 

⑪ 

3.96 4.0 課題を解かせる問題が多く, 理解を把握する機会が少なかっ

た。進捗を見る配慮が必要である。 

伝える工夫 

⑬ 

3.71 4.0 問題提示後, 問題文の理解がなされていない, 曖昧さが残る問題

が数回あった。問題の選定が必要である。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.42 4.0 説明と課題を解くことに重点を置いたため, 学生が自主的に動

くことがなかったと思われる。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.29 4.0 課題が多く, わからないところを自身の手で考えることが多か

ったのではないかと思われる。 

全体評価 

⑯ 

4.00 4.0 アンケートの点数が目標点に達している。不十分な点を洗い出

し, 今後の講義の課題として対応する。 

登録者数＝42名： 受験者数 A＝42名： 単位取得者数 B＝37名：  比率（B/A）＝88.0％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科：情報電子システム工学科 

授業科目名 ：コンピュータリテラシー 

授業担当者（代表者）名： 松田 翔太    所属：情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.20 4.0 目標の点数に達していないのは, 講義内で課題を解かせていた

ためと思われる。 

内容の理解度 

⑤ 

3.92 4.0 内容に関しては, 教科書を準拠し, 補足説明を行ったものの, 実

務でどのように役立つが示す機会がなかったため, このような

評価になったと考えられる。 

授業時間 

⑦ 

4.55 4.0 延長することはほぼなかったものの, はやめに切り上げること

もあったため, 調整が必要である。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.06 4.0 学生の質問に出来る限り答えたつもりだが, 即答出来なかった

ものもある。善処したい。 

板書・教材 

⑩ 

4.69 4.0 教科書と PCの複写で課題を解きながら行った。板書による説

明がほぼなかったので改善したい。 

理解への配慮 

⑪ 

4.51 4.0 出来る限り, 教科書の内容と齟齬がないように説明を行った。 

伝える工夫 

⑬ 

4.14 4.0 どのように課題を解くのかを実際に示しながら, 行っていたた

め評価が目標に達したと思われる。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.65 4.0 説明と課題を解くことに重点を置いたため, 学生が自主的に動

くことがなかったと思われる。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.00 4.0 課題が多く, わからないところを自身の手で考えることが多か

ったのではないかと思われる。 

全体評価 

⑯ 

4.33 4.0 学生の理解度に関しては, 問題ないように見える。しかし, 自主

性を発揮する場がない。 今後の講義の課題として対応する。 

登録者数＝58名： 受験者数 A＝54名： 単位取得者数 B＝52名：  比率（B/A）＝96.2％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科：航空工学科, 環境エネルギー工学科 

授業科目名 ：プログラミング入門Ⅰ 

授業担当者（代表者）名： 松田 翔太    所属：情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.11 4.0 講義内で出来るだけ完結するように行ったため, 予習・復習の

必要性に迫られなくてこのような点数になったと考えられる。 

内容の理解度 

⑤ 

3.67 4.0 ほぼ教科書の通り行うだけだったため, 理解が妨げられたと考

えられる。 

授業時間 

⑦ 

4.56 4.0 延長することはほぼなかったものの, はやめに切り上げること

もあったため, 調整が必要である。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.11 4.0 学生の質問に出来る限り答えたつもりだが, 即答出来なかった

ものもある。善処したい。 

板書・教材 

⑩ 

4.67 4.0 教科書と PCの複写でプログラムを記述, 実行しながら行った。

板書による説明がほぼなかったので改善したい。 

理解への配慮 

⑪ 

3.78 4.0 課題に重点を置いたため, 理解の配慮にかけていたと思われ

る。 

伝える工夫 

⑬ 

4.11 4.0 どうして, そのようにプログラムが動くのか, 実際にプログラム

を動かしながら行った。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.89 4.0 課題を解くことに重点を置いたため, 学生が自主的に動くこと

がなかったと思われる。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.56 4.0 課題が多く, わからないところを自身の手で考えることが多か

ったので, 自ら調べ解決する必要があり, この点になったと考え

られる。 

全体評価 

⑯ 

4.33 4.0 学生が全体的に楽しめているようだが, あまり理解が出来てい

ない様に感じる。 今後の講義の課題として対応する。 

登録者数＝28名： 受験者数 A＝28名： 単位取得者数 B＝23名：  比率（B/A）＝82.1％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科：機械システム工学科, 環境デザイン学科 

授業科目名 ：プログラミング入門Ⅰ 

授業担当者（代表者）名： 松田 翔太    所属：情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

0 4.0 講義内で出来るだけ完結するように行ったため, 予習・復習の必

要性に迫られなくてこのような点数になったと考えられる。 

内容の理解度 

⑤ 

0 4.0 ほぼ教科書の通り行うだけだったため, 理解が妨げられたと考

えられる。 

授業時間 

⑦ 

0 4.0 延長することはほぼなかったものの, はやめに切り上げること

もあったため, 調整が必要である。 

担当者の熱意 

⑧ 

0 4.0 学生の質問に出来る限り答えたつもりだが, 即答出来なかった

ものもある。善処したい。 

板書・教材 

⑩ 

0 4.0 教科書と PCの複写でプログラムを記述, 実行しながら行った。

板書による説明がほぼなかったので改善したい。 

理解への配慮 

⑪ 

0 4.0 課題に重点を置いたため, 理解の配慮にかけていたと思われ

る。 

伝える工夫 

⑬ 

0 4.0 どうして, そのようにプログラムが動くのか, 実際にプログラム

を動かしながら行った。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

0 4.0 課題を解くことに重点を置いたため, 学生が自主的に動くこと

がなかったと思われる。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

0 4.0 課題が多く, わからないところを自身の手で考えることが多か

ったので, 自ら調べ解決する必要があり, この点になったと考え

られる。 

全体評価 

⑯ 

0 4.0 学生が全体的に楽しめているようだが, あまり理解が出来てい

ない様に感じる。 今後の講義の課題として対応する。 

登録者数＝62名： 受験者数 A＝62名： 単位取得者数 B＝50名：  比率（B/A）＝80.6％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

アンケートを行っていないため, すべて点数 0として処理を行った。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科：情報電子システム工学科(3年) 

授業科目名 ：C言語プログラミング演習 Ⅰ 

授業担当者（代表者）名： 松田 翔太    所属：情報電子システム工学科 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.22 4.0 課題自体が明確だったため, 点数が高くなったと考えられる。 

内容の理解度 

⑤ 

4.22 4.0 内容に関しては, 教科書を準拠し, 補足説明を行ったため, 理解

しやすかったものと考えられる。 

授業時間 

⑦ 

4.67 4.0 延長することはほぼなかったものの, はやめに切り上げること

もあったため, 調整が必要である。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.58 4.0 学生の質問に出来る限り答えたつもりだが, 即答出来なかった

ものもある。善処したい。 

板書・教材 

⑩ 

4.89 4.0 教科書と PCの複写でプログラムを記述, 実行しながら行った。

板書による説明がほぼなかったので改善したい。 

理解への配慮 

⑪ 

4.67 4.0 出来る限り, 教科書の内容と齟齬がないように説明を行った。 

伝える工夫 

⑬ 

4.78 4.0 どうして, そのようにプログラムが動くのか, 実際にプログラム

を動かしながら行った。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.11 4.0 説明と課題を解くことに重点を置いたため, 学生が自主的に動

くことがなかったと思われる。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.67 4.0 課題が多く, わからないところを自身の手で考えることが多か

ったのではないかと思われる。 

全体評価 

⑯ 

4.44 4.0 学生の理解度に関しては, 問題ないように見える。しかし, 自主

性を発揮する場がない。 今後の講義の課題として対応する。 

登録者数＝14名： 受験者数 A＝14名： 単位取得者数 B＝12名：  比率（B/A）＝85.7％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年  8月 31日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 

授業科目名 ： 経営情報システムⅠ   

授業担当者（代表者）名： 渋沢 良太     所属：情報電子システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.78 4.0 やや不足していた．Webのニュースサイト等で授業内容に関す

る情報収集をする習慣をつけさせるようにする． 

内容の理解度 

⑤ 

4.33 4.0 概ねできていた．学生による発表等，学生がアウトプットする

機会を増やす． 

授業時間 

⑦ 

4.67 4.0 できていた．引き続き開始，終了の時間を守る． 

担当者の熱意 

⑧ 

4.44 4.0 概ねできていた．新しい話題を積極的に取り入れる 

板書・教材 

⑩ 

4.78 4.0 できていた．スライド資料で，予め分かりやすく的確な説明を

作成しておく． 

理解への配慮 

⑪ 

4.22 4.0 概ねできていた．学生と対話する回数を増やす． 

伝える工夫 

⑬ 

4.44 4.0 概ねできていた．補足説明の際，図や動画の活用を増やす． 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.11 4.0 概ねできていた．レポート課題の内容を，学習者にプレゼンさ

せる機会を増やす． 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.22 4.0 概ねできていた．Webのニュースサイト等で授業内容に関する

情報収集をする習慣をつけさせ，プレゼンさせるようにする． 

全体評価 

⑯ 

4.11 4.0 概ねできていた．アクティブな機会，自己学習の態度，支援を

改善する． 

登録者数＝13名： 受験者数 A＝13名： 単位取得者数 B＝11名：  比率（B/A）＝ 85％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

企業の経営活動を支援する情報システムの授業であったため，企業での実際の経験，社会のタイムリー

な話題をできるだけ伝えるようにした．また，学生自らが学ぶ時間，態度の改善を行うため，課題とし

てビジネスプランコンテストへの応募を設定し，アクティブラーニングの機会を増やすことを試みた．

学生の意見や，他の学生と議論させる機会がやや少なかったため，課題やレポートの内容を他の学習者

にプレゼンさせるように改善する．また小グループで授業の内容について議論する時間，個々の学生と

対話する時間を増やすようにする． 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 三年             

授業科目名 ： ネットワーク工学 I      

授業担当者（代表者）名：斉 培恒            所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.00 4.0  

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0  

授業時間 

⑦ 

2.00 4.0 広報出張で、２，３回ほど講義を休講、講義の時間が不足して、

アクティブな機会が減っていた。業務の配分に問題がある。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.00 4.0  

板書・教材 

⑩ 

3.00 4.0 広報出張で、２，３回ほど講義を休講、講義の時間が不足して、

アクティブな機会が減っていた。業務の配分に問題がある。 

理解への配慮 

⑪ 

4.00 4.0  

伝える工夫 

⑬ 

3.00 4.0 広報出張で、２，３回ほど講義を休講、講義の時間が不足して、

アクティブな機会が減っていた。業務の配分に問題がある。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.00 4.0  

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.00 4.0  

全体評価 

⑯ 

4.00 4.0  

登録者数＝67名： 受験者数 A＝67名： 単位取得者数 B＝55名：  比率（B/A）＝82％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

情報通信工学基礎とモバイルネットワークを中心に講義する授業である。一部漫画形式、板書、プロジ

ェクターを組み合わせて理解度を上げる。抽象的な科目ですが、今後現行システム例を挙げ、理解度を

高める。(受講者 67名の内 1名のアンケット結果なので、意味があるか？) 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 一年             

授業科目名 ： 情報電子基礎数理 I      

授業担当者（代表者）名：斉 培恒            所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.5 4.0  

内容の理解度 

⑤ 

3.77 4.0 授業中寝ることは注意すべき、理解する時間を与える。理解度

以前の問題。ネット授業の効果を再確認。 

授業時間 

⑦ 

4.23 4.0  

担当者の熱意 

⑧ 

4.64 4.0  

板書・教材 

⑩ 

4.73 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

3.86 4.0 主に Zoomによるオンライン授業を行ったことで、今後双方向

の講義内容理解を確認し、改善を行う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.23 4.0  

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.18 4.0 今後 Zoomを活用して遠隔授業にアクティブな環境を構築しま

す。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.18 4.0  

全体評価 

⑯ 

4.36 4.0  

登録者数＝75名： 受験者数 A＝75名： 単位取得者数 B＝60名：  比率（B/A）＝80％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

非常にレベルのバラツキが大きい科目です。今後、大学でどのようにそのギャップを埋めるかは、課題

になります。‘僕もできる！‘、やる気を喚起します。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 三年             

授業科目名 ： 電波工学 I      

授業担当者（代表者）名：斉 培恒            所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

2.67 4.0 Moodleによる遠隔授業なので、質問とフィードバック環境を作

ることでしょう。 

内容の理解度 

⑤ 

2.67 4.0 授業中寝ることは注意すべき、理解する時間を与える。理解度

以前の問題。ネット授業の効果を再確認。 

授業時間 

⑦ 

2.33 4.0 Moodleによる遠隔授業なので、授業時間不足ということは、学

生はやっていない。見えない学問なので、興味を湧いてくれる

ように改善。 

担当者の熱意 

⑧ 

2.76 4.0 ネットだけのやり取りなので、熱意の温度は感じないこと納

得。 

板書・教材 

⑩ 

2.33 4.0 ちゃんと教材を買わせるべき、PDFサービスは過剰で、大事に

読まない。 

理解への配慮 

⑪ 

2.33 4.0 主に Zoomによるオンライン授業を行ったことで、今後双方向

の講義内容理解を確認し、改善を行う。 

伝える工夫 

⑬ 

2.67 4.0 読んでいないので、感じがない。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.67 4.0 今後 Zoomを活用して遠隔授業にアクティブな環境を構築しま

す。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

2.67 4.0 やる気ないのは、コロナの影響もあるでしょう。 

全体評価 

⑯ 

2.67 4.0  

登録者数＝50名： 受験者数 A＝50名： 単位取得者数 B＝44名：  比率（B/A）＝88％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

やる気を起こす方法を考え、一方的な教え込みを当たり前と思わないようにする。今後見えない電波の

見える模型を作成して、少しでも学問に興味を持ってもらえるように努めます。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 四年             

授業科目名 ： 情報ネットワーク応用工学      

授業担当者（代表者）名：斉 培恒            所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.33 4.0 Moodleによる遠隔授業なので、質問とフィードバック環境を作

ることでしょう。 

内容の理解度 

⑤ 

3.83 4.0 授業中寝ることは注意すべき、理解する時間を与える。理解度

以前の問題。ネット授業の効果を再確認。 

授業時間 

⑦ 

4.83 4.0  

担当者の熱意 

⑧ 

3.83 4.0 ネットだけのやり取りなので、熱意の温度は感じないこと納

得。 

板書・教材 

⑩ 

4.33 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

3.00 4.0 主に Zoomによるオンライン授業を行ったことで、今後双方向

の講義内容理解を確認し、改善を行う。 

伝える工夫 

⑬ 

3.67 4.0 読んでいないので、感じがない。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.00 4.0 今後 Zoomを活用して遠隔授業にアクティブな環境を構築しま

す。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.17 4.0 やる気ないのは、コロナの影響もあるでしょう。 

全体評価 

⑯ 

3.83 4.0  

登録者数＝28名： 受験者数 A＝28名： 単位取得者数 B＝27名：  比率（B/A）＝96％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

前半期初めて担当科目であり、教材もすでに他の先任先生が決まっていました。今後もう少し簡単で、

現代社会、産業界の実例の写真が多く取り入れた教材に変更したい。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科 二年             

授業科目名 ： 情報通信ネットワーク I      

授業担当者（代表者）名：斉 培恒            所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.38 4.0  

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0  

授業時間 

⑦ 

4.25 4.0  

担当者の熱意 

⑧ 

4.50 4.0  

板書・教材 

⑩ 

4.63 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

4.25 4.0  

伝える工夫 

⑬ 

4.13 4.0  

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.88 4.0 広報出張で、２，３回ほど講義を休講、講義の時間が不足して、

アクティブな機会が減っていた。業務の配分に問題がある。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.50 4.0  

全体評価 

⑯ 

4.25 4.0  

登録者数＝57名： 受験者数 A＝57名： 単位取得者数 B＝47名：  比率（B/A）＝82％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

情報通信工学基礎とモバイルネットワークを中心に講義する授業である。一部漫画形式、板書、プロジ

ェクターを組み合わせて理解度を上げる。抽象的な科目ですが、今後現行システム例を挙げ、理解度を

高める。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 21日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： マルチメディア工学    

授業担当者（代表者）名： 内村俊二       所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.34 4.0 次回の学習内容への発展の概要を示したい。 

内容の理解度 

⑤ 

4.24 4.0 内容は身近なＩＴ関連の総論・入門であったが、範囲が広く専門

的な略語が多かった。 

授業時間 

⑦ 

4.17 4.0 終了時間を厳守した。一方、開始時間が遅れることがあったので、

改善したい。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.28 4.0 パワーポイントの作成をまじめに取り組んだことを評価された

と考える。 

板書・教材 

⑩ 

4.59 4.0 パワーポイントを活用したため、内容が伝わりやすかったと思わ

れる。 

理解への配慮 

⑪ 

4.52 4.0 授業内容理解の確認のために、毎回小テストを実施した。引き続

き実施したい。 

伝える工夫 

⑬ 

4.72 4.0 身近なＩＴ機器について図や写真を多用した。実物を提示して理

解しやすくする工夫を検討したい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.31 4.0 リモート授業において実施が難しかった。身近なもの、あるいは

最先端の事項と学習内容との関連を議論する機会を設けたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.07 4.0 身近なもの、あるいは最先端の事項と学習内容との関連への例

示・リンクを示し、自発的関心を喚起したい。 

全体評価 

⑯ 

4.28 4.0 学生の理解が進むよう、さらに改善したい。 

登録者数＝37 名： 受験者数 A＝35 名： 単位取得者数 B＝30 名：  比率（B/A）＝86 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

・リモート授業となり授業進行に苦慮した。そのため、小テスト内で授業への要望や改善提案を募り、

要望や提案に対してできる限り対応した。 

・身近な事象例を多く取り扱い、話題の始め方や掘り下げ方に留意した。 

・小テストの実施により、重要なポイントの確認と知識定着を図った。 

・学習内容を補完・強化するための議論の場を設けるようにしたい。 

・自由記述における意見・コメント・・・「個人的に最も好きな授業の形式をとられていたので、非常に

楽しく参加することができました」 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 21日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： 電子材料Ⅰ        

授業担当者（代表者）名： 内村俊二       所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.91 4.0 次回の学習内容への発展の概要を示したい。 

内容の理解度 

⑤ 

4.17 4.0 原子レベルの内容であったため具体的な理解が実感でき難いと

思われたため、可能な限り図・アニメの提示を行った。 

授業時間 

⑦ 

4.35 4.0 引き続き開始時間、終了時間を厳守したい。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.35 4.0 熱意が学習内容の理解につながるよう改善していきたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.61 4.0 授業で使用するスライドは、授業前にダウンロードできるように

した。 

理解への配慮 

⑪ 

4.00 4.0 授業内容理解の確認のために、授業終了時に小テストを毎回実施

した。引き続き実施したい。 

伝える工夫 

⑬ 

4.57 4.0 数式に対して定性的な解説および図示を行うことで、理解を深め

るよう心掛けた。また、内容理解のため、ビデオを視聴した。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.17 4.0 学習内容と関連して、現在の半導体産業の動向・すう勢を調査・

報告する課題を課した。意見交換・議論の場を設けたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.96 4.0 学習内容と関連する、身近なもの、あるいは最先端の事項の調査・

報告する課題を課した。 

全体評価 

⑯ 

4.26 4.0 興味と理解が進むように改善を継続したい。 

登録者数＝32 名： 受験者数 A＝32 名： 単位取得者数 B＝32 名：  比率（B/A）＝100 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

・教科書の記述や図のみでは理解が難しい事項はビデオ教材を提示し、理解に努めた。 

・授業で使用するスライドは、授業前にダウンロードできるようにした。 

・原子レベルの現象を理解してもらうため、図・アニメによる説明も可能な限り行った。 

・小テストの実施により、重要なポイントの確認と知識定着を図った。 

・自由記述における意見・コメント：「資料の内容がわかりやすかった」・・・事前の予習に役立ったと思

われる。 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 21日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： アルゴリズムⅠ      

授業担当者（代表者）名： 内村俊二       所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.35 4.0 次回の学習内容への発展の概要を示したい。 

内容の理解度 

⑤ 

4.33 4.0 重要事項の定着と理解の度合いの確認のために、授業終了時に小

テストを毎回実施した。 

授業時間 

⑦ 

4.21 4.0 引き続き開始時間、終了時間を厳守したい。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.19 4.0 熱意が学習内容の理解につながるよう改善していきたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.56 4.0 授業で使用するスライドは、授業前にダウンロードできるように

した。 

理解への配慮 

⑪ 

4.28 4.0 授業内容理解の確認のために、授業終了時に小テストを毎回実施

した。引き続き実施したい。 

伝える工夫 

⑬ 

4.28 4.0 資料プリントやパワーポイントの導入を行った。また、授業内で

は可能な限り図・アニメの提示を行った。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.98 4.0 学習内容と関連する最先端事項の調査・報告する課題を課した。

多人数リモート授業における議論の方法を模索したい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.91 4.0 理解確認のための演習を増やし、内容の理解を促した。 

全体評価 

⑯ 

4.23 4.0 学生の理解が進むよう、さらに改善したい。 

登録者数＝66 名： 受験者数 A＝55 名： 単位取得者数 B＝39 名：  比率（B/A）＝71 ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

・多人数授業のため、学生との議論や個々の学生への対応がむずかしい。そのため、小テスト内で授業

への要望や改善提案・質問を募り、できる限り対応した。 

・授業で使用するスライドは、授業前にダウンロードできるようにした。 

・アルゴリズムの動き・データの変化を理解するため、図・アニメ・板書による説明も可能な限り行っ

た。 

・小テストの実施により、重要なポイントの確認と知識定着を図った。 

・自由記述における意見・コメント・・・「とてもわかりやすかった、良く工夫されていると感じた」 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和３令和３令和３令和３年度年度年度年度前期前期前期前期講義）講義）講義）講義）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 21日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： 電子工学実験Ⅱ      

授業担当者（代表者）名： 内村俊二       所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

4.65 4.0 関連する教科・単元の提示を行う。座学の進度と異なる場合

は、当該教科の教科書を持参させる等を指示したい。 

内容の理解 

③ 

4.24 4.0 予習・実験・レポート作成により内容の理解が深まると思われ

る。今後、予習およびレポート提出の指導を強化したい。 

知識の増加 

⑤ 

3.00 4.0 予習・実験・レポート作成により知識が増加すると思われる。

今後、予習およびレポート提出の指導をさらに強化したい。 

板書・教材 

⑥ 

4.18 4.0 一部の実験テーマにおいて補助資料の導入を行い、Moodle内で

事前にダウンロードできるようにした。 

伝える工夫 

⑦ 

4.29 4.0 説明およびMoodle 上での補助資料の提示により、実験内容の

理解を進めた。 

全体評価 

⑧ 

4.21 4.0 実験レポートの添削をていねいに行うことで、レポートの完成

度および提出率を高めたい。 

登録者数＝ 50名： 受験者数 A＝  名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 感染対策を行いながら対面形式で実施した。昨年に引き続き予習レポートとして実験レポートの前半

部分の作成を課し、実験のたびに個々のレポートの点検と指導を行った。次の２点を目的としている： 

(1) 実験レポートの前半部分をあらかじめ作成しておくことで、実験レポートの完成を早める。 

(2) 実験方法を前もって書くことで実験内容・手順を事前に理解するため、実験がスムーズに進行する。 

予習レポートはほぼ全員が書いており、実験の準備はできていたと思われる。また、毎回予習レポー

トをチェックし指導することで、レポート完成および提出を促進する効果があったと思われるが、レポ

ートの提出状況は半分程度であった。引き続き指導を行いたい。 

 

・自由記述における意見・コメント： 

「他教科との関連や繋がりを感じられて勉強したことを活かせている気がした」・・・引き続き関連する

教科・単元の提示を行い、相互の内容の理解を促進させる。 

「使い方がわからない器具があったりする」・・・汎用性のある実験器具については実験を通して使い方

を習得させ、特殊な器具については取扱説明書の参照を行わせるなど実験がスムーズに進行できるよう

配慮したい。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 21日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： 線形代数と固有値問題   

授業担当者（代表者）名： 内村俊二       所属： 情報電子システム工学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.11 4.0 次回の学習内容への発展の概要を示したい。 

内容の理解度 

⑤ 

3.84 4.0 重要事項の定着と理解の度合いの確認のために、授業終了時に

小テストをほぼ毎回実施した。 

授業時間 

⑦ 

3.74 4.0 引き続き開始時間、終了時間を厳守したい。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.16 4.0 熱意が学習内容の理解につながるよう改善していきたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.68 4.0 授業で使用するスライドは、授業前にダウンロードできるよう

にした。 

理解への配慮 

⑪ 

4.11 4.0 授業内容理解の確認のために、授業終了時に小テストをほぼ毎

回実施した。引き続き実施したい。 

伝える工夫 

⑬ 

4.32 4.0 パワーポイントの導入を行った。また、授業内では可能な限り

CGや画像処理分野での適用例を説明した。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.79 4.0 リモート授業のため、問題演習を通した議論・指導がむずかし

かった。リモート時の問題演習の方法を研究する必要がある。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.11 4.0 CGや画像処理分野での適用例を説明することで、線形代数へ

の関心と重要性の理解を促した。 

全体評価 

⑯ 

4.11 4.0 初回だったため、準備が十分でないところや計画通りの進度で

ないときがあり、今後是正していきたい。 

登録者数＝ 34名： 受験者数 A＝ 29名： 単位取得者数 B＝ 24名：  比率（B/A）＝ 83％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

・CGや画像情報処理分野における適用を念頭にした、線形代数の基礎を扱った。 

・初回の講義であったため、準備が十分でないところや計画通りの進度でないときがあった。今後是正

していきたい。 

・リモート形式の授業であったため、対面時のような問題演習が十分できなかった。リモート時におけ

る効果的な問題演習の方法を研究する必要がある。 

・自由記述における意見・コメント・・・なし 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科・機械システム工学科  

授業科目名 ： 情報システム工学         

授業担当者（代表者）名： 當金         所属： 情報電子システム工学科                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.17 4.0 宿題を多く出す等した事が評価されたと思う。 

内容の理解度 

⑤ 

4.29 4.0 PowerPoint教材、その他補助教材を多く用意した為、評点が良

かったと思われる。 

授業時間 

⑦ 

4.50 4.0 授業時間については適切に使われていると判断されていると考

えられる。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.50 4.0 担当者の熱意を評価して貰ったと考える。 

板書・教材 

⑩ 

4.79 4.0 PowerPoint教材を用意し、更に板書、補助プリント等を配布し

たことが評価されたと思われる。 

理解への配慮 

⑪ 

4.21 4.0 補助プリントの添削等が評価されたと思う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.38 4.0 伝える工夫をしていると評価して貰えたと思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.25 4.0 なかなか学生自らが自分自身で創意工夫をする場面が作れてい

ない。今後の課題としたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.33 4.0 宿題で自ら調べる内容を出したことが評価されたと思う。 

全体評価 

⑯ 

4.38 4.0 授業を通して、全体としては高評価であったと考える。 

登録者数＝ 33名： 受験者数 A＝ 33名： 単位取得者数 B＝ 33名：  比率（B/A）＝ 100％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

本授業は教材等を豊富に作成してある為、過去も含めて高評価を得ている。 

今後は更に「アクティブな機会」の創出を工夫していきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科・機械システム工学科  

授業科目名 ： 情報システム工学         

授業担当者（代表者）名： 當金         所属： 情報電子システム工学科                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.55 4.0 2回の講義のうち 1回は宿題を出す等したが、今後は更に宿題

を出す頻度を高めていきたいと考える。 

内容の理解度 

⑤ 

3.65 4.0 PowerPoint教材を毎回用意した他、補助教材も用意したが、今

後更に工夫が必要であると考える。 

授業時間 

⑦ 

4.43 4.0 授業時間については適切に使われていると判断されていると考

えられる。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.25 4.0 担当者の熱意を評価して貰ったと考える。 

板書・教材 

⑩ 

4.25 4.0 PowerPoint教材を用意し、更に板書、補助プリント等を配布し

たことが評価されたと思われる。 

理解への配慮 

⑪ 

3.38 4.0 今後、補助教材や宿題に更なる工夫が必要であると考える。 

伝える工夫 

⑬ 

3.88 4.0 PowerPoint教材に更なる工夫を加えたいと考える。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.35 4.0 なかなか学生自らが自分自身で創意工夫をする場面が作れてい

ない。今後の課題としたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.23 4.0 今後は宿題で自ら調べる内容を出していきたいと考える。 

全体評価 

⑯ 

3.60 4.0 全体としては若干評価が低かったと思う。今後はより工夫した

授業を展開したいと考える。 

登録者数＝ 59名： 受験者数 A＝ 58名： 単位取得者数 B＝ 48名：  比率（B/A）＝ 81％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

本授業は本来は情報電子システム工学科 1年生の科目であるが、2年生～4年生の受講者もおり、更に航

空工学科の受講生もいるということで、受講者は約 60名と大人数の講義となっている。 

今回は初めての授業という事もあり、評価が若干低い結果となったが、今後は教材に工夫を施し、より

高い評価を得られるようにしていきたいと考える。 

 

尚、単位取得者 48 名は「定期試験」終了時の単位取得者であり、「追再試験」実施により残りの受講生

にも単位付与を行う予定にしている。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： CAD基礎         

授業担当者（代表者）名： 當金         所属： 情報電子システム工学科                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.33 4.0 CAD図面の作成は授業中内で概ね終わるようにしており、終わ

らなかった場合のみ自習としていた為、この結果になった。 

内容の理解度 

⑤ 

4.33 4.0 内容を丁寧に説明しており、CAD全般と製図についての教材、

動画も見れる形にしてある為、評点は良かったと思われる。 

授業時間 

⑦ 

4.27 4.0 授業時間については適切に使われていると判断されていると考

えられる。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.33 4.0 担当者の熱意を評価して貰ったと考える。 

板書・教材 

⑩ 

4.40 4.0 板書をなるべく丁寧に書き、又 Powerpointを用いた分かり易

い教材を作成したことが評価されたと思われる。 

理解への配慮 

⑪ 

4.33 4.0 適宜、学生の操作を指導したことが評価されたと思う。 

伝える工夫 

⑬ 

4.27 4.0 伝える工夫をしていると評価して貰えたと思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.27 4.0 なかなか学生自らが自分自身で創意工夫をする場面が作れてい

ない。今後の課題としたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.07 4.0 CADの図面作成に関する操作法を学ぶことが主体となるため、

自ら学ぶ態度はあまり作れていない。今後の課題としたい。 

全体評価 

⑯ 

4.27 4.0 授業を通して、全体としては高評価であったと考える。 

登録者数＝ 19名： 受験者数 A＝ 15名： 単位取得者数 B＝ 15名：  比率（B/A）＝ 100％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

本授業は CADソフト（AutoCAD）を実際に用いて、演習形式で（2次元）CAD図面を作成する部分が 

90％であり、残りの 10%の部分で「CADと製図に関する基礎知識を学ぶ」形になっている。 

全体としては評価が高かったが、どうしても「自ら学ぶ態度」「アクティブな機会」の創出が低い結果に

なったが、今後は更に工夫をしていきたい。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： 確率論・統計学      

授業担当者（代表者）名： 當金         所属： 情報電子システム工学科                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.50 4.0 宿題を毎回出した事が評価されたと思う。 

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0 PowerPoint教材、その他補助教材を多く用意した為、評点が良

かったと思われる。 

授業時間 

⑦ 

4.75 4.0 授業時間については適切に使われていると判断されていると考

えられる。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.50 4.0 担当者の熱意を評価して貰ったと考える。 

板書・教材 

⑩ 

4.79 4.0 PowerPoint教材の他、Excelデータ等、補助教材を多く用意し

たことが高評価に繋がったと考える。 

理解への配慮 

⑪ 

4.75 4.0 教材を多く要した他、小テストで理解不足が発覚したものを再

度丁寧に講義したことが評価されたものと思われる。 

伝える工夫 

⑬ 

4.50 4.0 伝える工夫をしていると評価して貰えたと思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.75 4.0 なかなか学生自らが自分自身で創意工夫をする場面が作れてい

ない。今後の課題としたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.50 4.0 宿題で自ら調べる内容を出したことが評価されたと思う。 

全体評価 

⑯ 

4.50 4.0 授業を通して、全体としては高評価であったと考える。 

登録者数＝ 11名： 受験者数 A＝ 11名： 単位取得者数 B＝ 7名：  比率（B/A）＝ 63％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

本授業は教材等を豊富に作成してあることで高評価を得られたと考えている。 

今後は更に「アクティブな機会」の創出を工夫していきたいと考える。 

 

尚、単位取得者７名は「定期試験」終了時の単位取得者であり、「追再試験」実施により残りの受講生に 

も単位付与を行う予定にしている。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： 応用解析学      

授業担当者（代表者）名： 當金         所属： 情報電子システム工学科                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.14 4.0 宿題を適宜出した事が評価されたと思う。 

内容の理解度 

⑤ 

4.14 4.0 小テストの結果を見ながら、理解度が低かった部分を繰り返し

講義したことが評価されたと思う。 

授業時間 

⑦ 

4.57 4.0 授業時間については適切に使われていると判断されていると考

えられる。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.57 4.0 担当者の熱意を評価して貰ったと考える。 

板書・教材 

⑩ 

4.00 4.0 適宜、補助教材を用意して講義したことが高評価に繋がったと

考える。 

理解への配慮 

⑪ 

4.43 4.0 教材を多く要した他、小テストで理解不足が発覚したものを再

度丁寧に講義したことが評価されたものと思われる。 

伝える工夫 

⑬ 

4.57 4.0 伝える工夫をしていると評価して貰えたと思う。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.57 4.0 なかなか学生自らが自分自身で創意工夫をする場面が作れてい

ない。今後の課題としたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.14 4.0 宿題で自ら調べる内容を出したことが評価されたと思う。 

全体評価 

⑯ 

4.43 4.0 授業を通して、全体としては高評価であったと考える。 

登録者数＝ 6名： 受験者数 A＝ 6名： 単位取得者数 B＝ 3名：  比率（B/A）＝ 50％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

本授業は今年度から始まったものであるが、丁寧な授業を行った為、高評価を得られたと思われる。 

今後は更に「アクティブな機会」の創出を工夫していきたいと考える。 

尚、単位取得者 3名は「定期試験」終了時の単位取得者であり、「追再試験」実施により残りの受講生に 

も単位付与を行う予定にしている。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 17日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 自動車工学Ⅱ             

授業担当者（代表者）名： 仮屋孝二       所属： 機械システム工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.73 4.0 「毎回の指導」と「ほとんどの回の指導」で 100%であるの

で、評価を得ていると思う 

内容の理解度 

⑤ 

4.45 4.0 「完璧に理解」と「ある程度理解」で 91%であり、授業内容の

改善効果がでていると思う 

授業時間 

⑦ 

4.73 4.0 評価を得ていると思う 

担当者の熱意 

⑧ 

4.82 4.0 評価を得ていると思う 

板書・教材 

⑩ 

4.73 4.0 評価を得ていると思う 

理解への配慮 

⑪ 

4.64 4.0 「十分配慮」が 90%であり、評価を得ていると思う 

伝える工夫 

⑬ 

4.73 4.0 「かなり工夫」と「よく工夫」で 100%であり、評価を得てい

ると思う 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.09 4.0 授業科目の特性上、討論する機会を設けるのは難しいが、学生

に自分の意見を発表する機会を設けるようにさらに工夫する 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.36 4.0 自ら考える機会や積極的に学習する態度を身につけさせるよう

に、意識付けの時間を引き続き設ける 

全体評価 

⑯ 

4.45 4.0 「満足」と「大変満足」で 100%であり、評価を得ていると思

う 

登録者数＝ 11名： 受験者数 A＝ 11名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）：【前期及び後期終了後、単位認定科目】 

 

成績の評価基準：定期試験結果、小テスト、レポート内容及び出席状況を総合的に評価する。 

 

・用語や構造を理解できるように写真や動画を積極的に活用していく 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 6日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 自動車電装        

授業担当者（代表者）名： 仮屋孝二       所属： 機械システム工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.43 4.0 「毎回の指導」と「ほとんどの回の指導」で 100%であるの

で、評価を得ていると思う 

内容の理解度 

⑤ 

3.43 4.0 「ある程度理解」が約 6割であり、理解度の向上のため授業内

容の改善を行う 

授業時間 

⑦ 

4.71 4.0 評価を得ていると思う 

担当者の熱意 

⑧ 

4.71 4.0 評価を得ていると思う 

板書・教材 

⑩ 

4.86 4.0 評価を得ていると思う 

理解への配慮 

⑪ 

4.43 4.0 「十分配慮」と「ある程度配慮」で 100%であり、評価を得て

いると思う 

伝える工夫 

⑬ 

4.43 4.0 「かなり工夫」と「よく工夫」で 100%であり、評価を得てい

ると思う 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.86 4.0 授業科目の特性上、討論する機会を設けるのは難しいが、学生

に自分の意見を発表する機会を設けるようにさらに工夫する 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.14 4.0 自ら考える機会や積極的に学習する態度を身につけさせるよう

に、意識付けの時間を引き続き設ける 

全体評価 

⑯ 

4.00 4.0 「満足」と「大変満足」が約 8割であり、評価を得ていると思

うが、理解度の向上のため授業内容の改善を行う 

登録者数＝ 8名： 受験者数 A＝ 8名： 単位取得者数 B＝ 8名：  比率（B/A）＝ 100%  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

成績の評価基準：定期試験結果、小テスト、レポート内容及び出席状況を総合的に評価する。 

 

・構造を理解できるように動画や実機を積極的に活用していく 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 17日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 故障原因探求       

授業担当者（代表者）名： 仮屋孝二       所属： 機械システム工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.17 4.0 「毎回の指導」と「ほとんどの回の指導」で約 8割であるの

で、評価を得ていると思う 

内容の理解度 

⑤ 

3.50 4.0 「ある程度理解」で 50%であり、理解度を向上させるように授

業内容の改善を行う 

授業時間 

⑦ 

4.67 4.0 評価を得ていると思う 

担当者の熱意 

⑧ 

4.67 4.0 評価を得ていると思う 

板書・教材 

⑩ 

4.83 4.0 評価を得ていると思う 

理解への配慮 

⑪ 

4.33 4.0 「十分配慮」と「ある程度配慮」で 100%であり、評価を得て

いると思う 

伝える工夫 

⑬ 

4.67 4.0 評価を得ていると思う 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.83 4.0 授業科目の特性上、討論する機会を設けるのは難しいが、学生

に自分の意見を発表する機会を設けるようにさらに工夫する 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.33 4.0 自ら考える機会や積極的に学習する態度を身につけさせるよう

に、意識付けの時間を引き続き設ける 

全体評価 

⑯ 

4.00 4.0 「満足」と「大変満足」で 85%であり、評価を得ていると思う 

登録者数＝ 6名： 受験者数 A＝ 6名： 単位取得者数 B＝ 6名：  比率（B/A）＝ 100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

成績の評価基準：定期試験結果、小テスト、レポート内容及び出席状況を総合的に評価する。 

 

・用語や構造を理解できるように写真や動画を積極的に活用していく 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

    

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年９月１日  

授業対象学科： 機械システム工学科     

授業科目名 ： 機械工作概論        

授業担当者（代表者）名： 杉安幸二       所属：機械システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.06 4.0 講義内容に関する自主学習のための具体的課題を毎回実施。 

取り組まない学生に対する新たな方策が必要。 

内容の理解度 

⑤ 

3.78 4.0 講義時間中も自主学習のための課題を 

織り交ぜてより理解を深める。 

授業時間 

⑦ 

4.61 4.0 講義内容に関する自主学習のための課題の 

説明時間も確保していく。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.50 4.0 社会で活かせる！を追及し、より具体的事例を 

できるだけ現地現物で織り交ぜる 

板書・教材 

⑩ 

4.61 4.0 オンライン授業で、スマホで参加している学生見えているか？ 

あまり書き込み過ぎないように留意する。 

理解への配慮 

⑪ 

3.56 4.0 前回の振り返りを小テスト等＆発表形式を織り交ぜながら、 

確認していく。 

伝える工夫 

⑬ 

4.39 4.0 実際の加工法の図絵・動画を多用した。 

現地現物ならなお良い。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.39 4.0 講義内容に関する自主学習のための課題を使用し、 

フリーディスカッションの機会を増やす。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.67 4.0 自分で調べる・学ぶ小テスト・小課題を使用し、 

フリーディスカッションの機会を増やす。 

全体評価 

⑯ 

4.06 4.0 自分で調べる・学ぶ小テスト・小課題を使用し、 

フリーディスカッションの機会を増やす。 

登録者数＝47名： 受験者数 A＝43名： 単位取得者数 B＝ 28名：  比率（B/A）＝ 65％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

オンラインでは不安があるとの声もある。 

図解・動画を多用し説明しながら進めたが、 

テキストにマーキングやメモを取る時間が少なく追いつけないことがあったようである。 

もっとポイントを絞り、演習・課題を増やしディスカッションの時間が取れるようにしていく。 

自分なりにポイントをノートにまとめる習慣を付けてもらい、少しでも知識が身につくように心がける。 

 

 

    



第一工業大学 FD委員会 

    

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年９月１日  

授業対象学科： 機械システム工学科     

授業科目名 ： 製図基礎        

授業担当者（代表者）名： 杉安幸二       所属：機械システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.75 4.0 そもそも時間内でも取組みの甘い学生も散見。終わらなかった 

分は自宅で仕上げて提出可でも未提出も散見。 

内容の理解度 

⑤ 

3.83 4.0 課題の内容を繰り返し説明しているが、聞かずに課題実施。 

課題の提示を説明終了後に変更する。 

授業時間 

⑦ 

4.58 4.0 テキスト説明より、使うより慣れろ！なので、 

演習時間を多く確保していく。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.17 4.0 社会で活かせる！を念頭にテキスト以外の演習 

（実際にある物）織り交ぜていきたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.25 4.0 プロジェクタースクリーンが小さくまた映りが不鮮明。 

人数も多く教場の柱が邪魔になり見えづらい。 

理解への配慮 

⑪ 

3.75 4.0 個別に進捗確認しながら進めたが、個別進捗に差があり 

遅れている学生の対応に時間がとられる。 

伝える工夫 

⑬ 

4.17 4.0 テキスト以外の小課題を使用し、フリーディスカッション 

の機会を増やす。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.58 4.0 毎回他人の QCDをベンチマークし、自分の考えと議論するよ

うに言いつづけているが、なかなか動かない。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.25 4.0 目的意識の薄い学生をどうモチベートするかが課題。 

全体評価 

⑯ 

3.67 4.0 進捗の速い学生への対応が手薄になった。 

さらに上を目指せるように指導していく。 

登録者数＝41名： 受験者数 A＝ 35名： 単位取得者数 B＝ 29名：  比率（B/A）＝ 83％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

時間内に終わらなかったら居残りで終わらせる・自宅で仕上げてくる学生もいる中で、 

時間内でもなかなか取り組まない学生もおり、取り組み姿勢の差が大きい。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年９月１日  

授業対象学科： 機械システム工学科     

授業科目名 ： CAD応用        

授業担当者（代表者）名： 杉安幸二       所属：機械システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.94 4.0 個々の創作課題作成に取組み、ある程度自由に使いこなすこと

を目標にしているので、時間以外にも取組んでいる模様。 

内容の理解度 

⑤ 

4.31 4.0 授業中に対応しきれないところは、各自ネットでやり方等調べ

て対応しているようである。 

授業時間 

⑦ 

4.63 4.0 テキスト説明より、使うより慣れろ！なので、 

演習時間を多く確保していく。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.38 4.0 社会で活かせる！を念頭にテキスト以外の演習も 

織り交ぜていきたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.50 4.0 Moodle上の資料を参照し問題なく実施。 

理解への配慮 

⑪ 

3.75 4.0 図面リテラシー＆CADリテラシーのおぼつかない学生もおり 

もっと基礎教育をしっかりと実施する。 

伝える工夫 

⑬ 

4.19 4.0 テキスト以外の小課題を使用し、フリーディスカッション 

の機会を増やす。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.63 4.0 そろそろ創作課題の発表会を実施していきたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.06 4.0 他人の創作課題をベンチマークし、自分の課題に活かせるよう

な時間を確保していきたい。 

全体評価 

⑯ 

4.38 4.0 図面リテラシー＆CADリテラシーのスキルの差が開きすぎてい

る。もっと基礎教育をしっかりと実施する。 

登録者数＝17名： 受験者数 A＝17名： 単位取得者数 B＝ 16名：  比率（B/A）＝94％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

自由創作課題に時間を割いてるのはありがたいとの意見。 

創作課題を課したが、使いこなせるようになった学生には楽しかったようである。 

作品のプレゼンも実施したいところだが、進捗に差がありすぎて厳しい状態。 

 

 

 

 

    



第一工業大学 FD委員会 

    

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年９月１日  

授業対象学科： 航空工学科航空工学専攻     

授業科目名 ： CAD演習Ⅰ        

授業担当者（代表者）名： 杉安幸二       所属：機械システム工学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

5.00 4.0 個々の創作課題作成に取組み、ある程度自由に使いこなすこと

を目標にしているので、時間以外にも取組んでいる模様。 

内容の理解度 

⑤ 

4.50 4.0 授業中に対応しきれないところは、各自ネットでやり方等調べ

て対応しているようである。 

授業時間 

⑦ 

5.00 4.0 テキスト説明より、使うより慣れろ！なので、 

演習時間を多く確保していく。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.50 4.0 社会で活かせる！を念頭にテキスト以外の演習も 

織り交ぜていきたい。 

板書・教材 

⑩ 

5.00 4.0 Moodle上の資料を参照し問題なく実施。 

理解への配慮 

⑪ 

4.50 4.0 自分なりに苦労してモデリングし、自分で調べてやれるように

なってきている。 

伝える工夫 

⑬ 

5.00 4.0 テキスト以外の小課題を使用し、フリーディスカッション 

の機会を増やす。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.00 4.0 そろそろ創作課題の発表会を実施していきたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

5.00 4.0 他人の創作課題をベンチマークし、自分の課題に活かせるよう

な時間を確保していきたい。 

全体評価 

⑯ 

4.50 4.0 自分なりに苦労してモデリングし、自分で調べてやれるように

なってきている。次ステップは設計プロセスに取り組む 

登録者数＝４名： 受験者数 A＝４名： 単位取得者数 B＝  ４名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

創作課題を課したが、使いこなせるようになった学生はこだわりを持って仕上げてきた。 

作品のプレゼンも実施するともっとシナジー効果が生まれるかもしれない。 

 

 

 

 

    



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 9月 3日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 情報リテラシー      

授業担当者（代表者）名：大惠 克俊       所属：機械システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.25 4.0 高い評価を得られていると考える 

内容の理解度 

⑤ 

3.88 4.0 概ね高い評価を得られていると考える 

授業時間 

⑦ 

4.44 4.0 高い評価を得られていると考える 

担当者の熱意 

⑧ 

4.38 4.0 高い評価を得られていると考える 

板書・教材 

⑩ 

4.31 4.0 高い評価を得られていると考える 

理解への配慮 

⑪ 

4.06 4.0 高い評価を得られていると考える 

伝える工夫 

⑬ 

4.38 4.0 高い評価を得られていると考える 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.00 4.0 高い評価を得られていると考える 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.19 4.0 高い評価を得られていると考える 

全体評価 

⑯ 

4.06 4.0 高い評価を得られていると考える 

登録者数＝２４名： 受験者数 A＝１６名： 単位取得者数 B＝１６名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

授業の評価基準：受講態度（30%）およびレポート（70%）で評価した．  

学習目標の達成：出席日数が充分であり，レポートを提出した学生は全員合格した．アンケート結果も 

概ね良好であり，学習目標がほぼ達成されたと考えられる． 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 9月 3日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 精密加工学        

授業担当者（代表者）名：大惠 克俊       所属：機械システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.14 4.0 高い評価を得られていると考える 

内容の理解度 

⑤ 

3.79 4.0 概ね高い評価を得られていると考える．理解度確認のテスト等を

行う必要があるか 

授業時間 

⑦ 

4.14 4.0 高い評価を得られていると考える 

担当者の熱意 

⑧ 

4.14 4.0 高い評価を得られていると考える 

板書・教材 

⑩ 

4.38 4.0 高い評価を得られていると考える 

理解への配慮 

⑪ 

4.14 4.0 高い評価を得られていると考える 

伝える工夫 

⑬ 

4.14 4.0 高い評価を得られていると考える 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.79 4.0 概ね高い評価を得られていると考える．グループワーク等を取り

入れ，プレゼン等を行わせるべきか 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.45 4.0 高い評価を得られていると考える 

全体評価 

⑯ 

3.90 4.0 概ね高い評価を得られていると考える．アクティブな機会や理解

度確認を行いたい 

登録者数＝２７名： 受験者数 A＝２２名： 単位取得者数 B＝２１名：  比率（B/A）＝９５％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

授業の評価基準：受講態度（30%）およびレポート（70%）で評価した．  

学習目標の達成：出席日数が充分であり，レポートを提出した学生は全員合格した．不合格者１名は日

常レポートの提出が０であった．アンケート結果も概ね良好であり，学習目標がほぼ

達成されたと考えられる． 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 9月 3日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 医療福祉機器概論     

授業担当者（代表者）名：大惠 克俊       所属：機械システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.47 4.0 低い値となってしまった．講義ごとのレポートを課す等の方策が

必要か． 

内容の理解度 

⑤ 

4.21 4.0 高い評価を得られていると考える 

授業時間 

⑦ 

4.79 4.0 高い評価を得られていると考える 

担当者の熱意 

⑧ 

4.79 4.0 高い評価を得られていると考える 

板書・教材 

⑩ 

4.71 4.0 高い評価を得られていると考える 

理解への配慮 

⑪ 

4.50 4.0 高い評価を得られていると考える 

伝える工夫 

⑬ 

4.64 4.0 高い評価を得られていると考える 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.21 4.0 低い値となってしまった．最終課題（プレゼン）にさらに多くの

時間を割き，進捗報告等の機会を増やすべきか． 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.21 4.0 高い評価を得られていると考える 

全体評価 

⑯ 

4.50 4.0 高い評価を得られていると考える 

登録者数＝１７名： 受験者数 A＝１７名： 単位取得者数 B＝１７名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

授業の評価基準：受講態度（30%）およびレポート・プレゼンテーション（70%）で評価した．  

学習目標の達成：出席日数を満たしレポートを提出した学生は全員合格した．アンケート結果も概ね良 

好であり，学習目標がほぼ達成されたと考えられる． 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 20日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 工業力学         

授業担当者（代表者）名：大惠 克俊       所属：機械システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.36 4.0 高い評価を得られていると考える 

内容の理解度 

⑤ 

3.61 4.0 概ね高い評価を得られていると考える．理解していない学生には

質問に来るよう伝えているがまだ不足か 

授業時間 

⑦ 

4.48 4.0 高い評価を得られていると考える 

担当者の熱意 

⑧ 

4.43 4.0 高い評価を得られていると考える 

板書・教材 

⑩ 

4.02 4.0 高い評価を得られていると考える 

理解への配慮 

⑪ 

4.16 4.0 高い評価を得られていると考える 

伝える工夫 

⑬ 

4.34 4.0 高い評価を得られていると考える 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.02 4.0 高い評価を得られていると考える 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.11 4.0 高い評価を得られていると考える 

全体評価 

⑯ 

3.98 4.0 概ね高い評価を得られていると考える 

登録者数＝28名： 受験者数 A＝17名： 単位取得者数 B＝9名：  比率（B/A）＝53％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

授業の評価基準：受講態度（40%）および定期試験（60%）で評価した．  

学習目標の達成：オンライン講義に対応しレポート課題を増やしたため，受講態度（レポート等）の評

価を高めに設定した．定期試験前に単位を諦めた学生が多く，受験者数が例年より少なくなった．今後

は不合格者を減らすべく，理解度の低い学生に対して補習および意識改革等を行う必要があると考えら

れる．アクティブラーニングは本講義のような基幹科目には適さないと考えているが，板書・教材，理

解への配慮に関しては今後何らかの手段を講じたい． 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 9月 13日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 機械要素設計法      

授業担当者（代表者）名：大惠 克俊       所属：機械システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.38 4.0 高い評価を得られていると考える 

内容の理解度 

⑤ 

4.08 4.0 高い評価を得られていると考える 

授業時間 

⑦ 

4.58 4.0 高い評価を得られていると考える 

担当者の熱意 

⑧ 

4.62 4.0 高い評価を得られていると考える 

板書・教材 

⑩ 

4.12 4.0 高い評価を得られていると考える 

理解への配慮 

⑪ 

4.50 4.0 高い評価を得られていると考える 

伝える工夫 

⑬ 

4.38 4.0 高い評価を得られていると考える 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.04 4.0 高い評価を得られていると考える 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.35 4.0 高い評価を得られていると考える 

全体評価 

⑯ 

4.27 4.0 高い評価を得られていると考える 

登録者数＝35名： 受験者数 A＝30名： 単位取得者数 B＝26名：  比率（B/A）＝87％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

授業の評価基準：受講態度（30%）および定期試験（70%）で評価した．  

学習目標の達成：全ての項目を通じて高い評価を得られていると考える．合格率も高いが今後は不合格

者を減らすべく，理解度の低い学生に対して補習および意識改革等を行う必要があると考えられる．ア

クティブラーニングは本講義のような基幹科目には適さないと考えているが，板書・教材，理解への配

慮に関しては今後何らかの手段を講じたい． 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 9月 13日  

授業対象学科： 航空工学科    

授業科目名 ： 機械要素設計       

授業担当者（代表者）名：大惠 克俊       所属：機械システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.83 4.0 高い評価を得られていると考える 

内容の理解度 

⑤ 

3.50 4.0 高い評価を得られていると考える．理解していない学生が質問に

来やすい雰囲気を作る必要があるか 

授業時間 

⑦ 

4.00 4.0 高い評価を得られていると考える 

担当者の熱意 

⑧ 

4.00 4.0 高い評価を得られていると考える 

板書・教材 

⑩ 

3.83 4.0 高い評価を得られていると考える 

理解への配慮 

⑪ 

3.67 4.0 高い評価を得られていると考える．理解度チェックのようなテス

トを行う必要があるか 

伝える工夫 

⑬ 

4.00 4.0 高い評価を得られていると考える 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.50 4.0 高い評価を得られていると考える 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.33 4.0 高い評価を得られていると考える 

全体評価 

⑯ 

3.83 4.0 高い評価を得られていると考える 

登録者数＝4名： 受験者数 A＝3名： 単位取得者数 B＝2名：  比率（B/A）＝67％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

授業の評価基準：受講態度（30%）および定期試験（70%）で評価した．  

学習目標の達成：同じ講義を受講した機械システムの学生と比較して，やや低い評価となった．受験者

数が少ないため評価は難しいが，今後は不合格者を減らすべく，理解度の低い学生に対して補習および

意識改革等を行う必要があると考えられる．アクティブラーニングは本講義のような基幹科目には適さ

ないと考えているが，板書・教材，理解への配慮に関しては今後何らかの手段を講じたい． 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 26日  

授業対象学科： 機械システム工学科（2年） 

授業科目名 ： 応用材料工学       

授業担当者（代表者）名： 大脇 康博       所属： 機械システム工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 
4.00 4.0 

各章毎に小テストを実施。期末評価に加味させることで、自主学

習意欲を向上させるようにした。 

内容の理解度 

⑤ 
3.90 4.0 

平衡状態図が複雑であり、その理解に苦労していたように思う。

もう少し時間を多く取り、演習問題等も行って一人一人の理解度

を確認していく。 

授業時間 

⑦ 
4.75 4.0 

毎回終業ベルまでフルに活用し、できるだけ多くのことを教えら

れるよう務めた。 

 

担当者の熱意 

⑧ 
4.50 4.0 

必ず覚えてもらいたい内容を、動画や教科書以外の資料を使っ

て、ゆっくり分かりやすく説明するようにした。 

板書・教材 

⑩ 
4.85 4.0 

重要なポイントを PPT にまとめて、教科書と併用して説明する

ように努めた。また、試験に出すところを板書し、重要ポイント

であるところを強調した。 

理解への配慮 

⑪ 
4.70 4.0 

毎回小テストを行い、個人個人の理解度を確認した。 

伝える工夫 

⑬ 
4.80 4.0 

授業で使用する PPT を moodle に掲載し、事前に学習できるよ

うにした。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 
3.80 4.0 

内容的にアクティブラーニングを取り入れるのは難しいが、次回

はトライしてみたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 
4.10 4.0 

章毎の小テストを行うことで、必ず自主的に学習するように仕向

けた。また、材料工学は機械分野でも重要であることを頻繁に伝

えた。 

全体評価 

⑯ 
4.50 4.0 

初回に比べ、少しずつ評点が上がってきている。 

来年度は更に高評点が得られるようブラッシュアップを図る。 

登録者数＝25名：  受験者数 A＝20名：  単位取得者数 B＝16名：  比率（B/A）＝80％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

前回のオンライン授業で導入した moodle を有効活用し、授業のやり方も以前よりレベルアップできた

と考える。 

 



第一工業大学 FD 委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333 年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9 月 3（金）までに各学科 FD 委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 21 日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： コンピューターリテラシー  

授業担当者（代表者）名： 中井 雄貴      所属：  機械システム工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.53 4.0 進捗の早い学生向けに追加課題等も準備しておく。 

パソコン未購入の学生がいるため入学時に購入を勧めたい。 

内容の理解度 

⑤ 

4.44 4.0 パソコンに対して元々の理解度に個人差はあるが、TA 制度を活

用し授業内で対応できたと思われる。 

授業時間 

⑦ 

4.68 4.0 作業時間に多く時間をかけることができた。 

個々のプレゼンの時間を作りたい。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.41 4.0 大学生活や社会人としてのコンピュータースキルの基礎となる

ようにしたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.76 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.65 4.0 TA 制度の活用を継続して個別質問に対応していく。 

伝える工夫 

⑬ 

4.47 4.0 質問が苦手な学生もいるため、プレゼンの機会を増やして双方

向的なコミュニケーションの機会を増やしていく。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.47 4.0 個別で作業を進める時間が多くなっていたので、課題発表など

を通して自分の意見を発表する機会を設ける。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.35 4.0 パソコンスキルの個人差が大きいが、個人に合わせた課題を提

出していきたい。 

全体評価 

⑯ 

4.50 4.0 Word、Excel、PowerPoint の扱いに関して、一通り基礎を習得

できたと思う。 

登録者数＝ 43 名： 受験者数 A＝ 42 名： 単位取得者数 B＝ 41 名：  比率（B/A）＝ 98％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

コンピューターの基礎を学ぶことができた。 

自主学習は個々に合わせた課題を与えて、自分の理解度を確認していけるようにする。 

課題発表などの意見を発表する機会を増やしてコミュニケーションの場を設けたい。 

 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和３令和３令和３令和３年度年度年度年度前期前期前期前期講義）講義）講義）講義）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年 ８月１８日  

授業対象学科： 機械システム工学科  

授業科目名 ： 自動車実習Ⅰ   

授業担当者（代表者）名： 東條 雄太     所属：  機械システム工学科   

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

4.17 4.0 座学との連携を密にし、より理解度につなげていきたい 

内容の理解 

③ 

4.33 4.0 実習を通して、構造理解に繋げ、理解度を高められればと思う 

知識の増加 

⑤ 

0.00 4.0 全科目 0.00のため 入力フォームのミスかと思う 

板書・教材 

⑥ 

5.00 4.0 現状以上が出来るように心がけたい 

伝える工夫 

⑦ 

5.00 4.0 現状以上が出来るように心がけたい 

全体評価 

⑧ 

5.00 4.0 現状以上が出来るように心がけたい 

登録者数＝ 7名： 受験者数 A＝ 7名： 単位取得者数 B＝ 7名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

分野に分かれて、最初の実習の授業となる為、理解度と楽しさを追求した授業となるよう、これからも

現状に満足することなく突き詰めていきたい。 

 

 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和３年度前期令和３年度前期令和３年度前期令和３年度前期講義）講義）講義）講義）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年 ８月１８日  

授業対象学科： 機械システム工学科  

授業科目名 ： 自動車実習Ⅱ   

授業担当者（代表者）名： 東條 雄太     所属：  機械システム工学科   

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

4.78 4.0 座学との連携を密にし、より理解度につなげていきたい 

内容の理解 

③ 

4.67 4.0 実習を通して、構造理解に繋げ、理解度を高められればと思う 

知識の増加 

⑤ 

0.00 4.0 全科目 0.00のため 入力フォームのミスかと思う 

板書・教材 

⑥ 

4.60 4.0 より見やすさと理解に繋がるよう工夫していきたい 

伝える工夫 

⑦ 

4.40 4.0 分かりづらい内容を分かりやすくする工夫を 

アクティブラーニングも活用していきたい 

全体評価 

⑧ 

4.60 4.0 難しい内容が増えてくる時期であるため 

分かりやすさから理解につなげたい 

登録者数＝ 11名： 受験者数 A＝ 11名： 単位取得者数 B＝ 11名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

自動車の難しい内容が増えてくるため、構造理解から名称の覚え方など工夫し、これからも現状に満足

することなく突き詰めていきたい。 

 

 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和３年度前期令和３年度前期令和３年度前期令和３年度前期講義）講義）講義）講義）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年 ８月１８日  

授業対象学科： 機械システム工学科  

授業科目名 ： 自動車実習Ⅳ   

授業担当者（代表者）名： 東條 雄太     所属：  機械システム工学科   

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

4.50 4.0 座学との連携を密にし、より理解度につなげていきたい 

内容の理解 

③ 

4.50 4.0 実習を通して、構造理解に繋げ、理解度を高められればと思う 

知識の増加 

⑤ 

0.00 4.0 全科目 0.00のため 入力フォームのミスかと思う 

板書・教材 

⑥ 

4.25 4.0 より見やすさと理解に繋がるよう工夫していきたい 

伝える工夫 

⑦ 

4.75 4.0 分かりづらい内容を分かりやすくする工夫を 

アクティブラーニングも活用していきたい 

全体評価 

⑧ 

5.00 4.0 現状以上の理解につながる授業を行っていきたい 

登録者数＝ 11名： 受験者数 A＝ 11名： 単位取得者数 B＝ 11名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

社会人として旅立つ手前の授業となる為、自動車を通して心構えや心得を伝えられる授業にしていけれ

ばと考える。 

 

 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 10日  

授業対象学科： 機械システム工学科    

授業科目名 ： 応用熱力学        

授業担当者（代表者）名：板倉 朗        所属： 機械システム工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.67 4.0 毎回指導しておりが、ほぼ全員が毎回されたとの回答してい

る。引き続き、自主学習方法の周知徹底をはかる。 

内容の理解度 

⑤ 

4.33 4.0 ある程度(66.7%)、完璧に(33.3%)の理解度を示しており、全員

が近い出来ていると判断できるので、今後も継続していく。 

授業時間 

⑦ 

4.67 

 

4.0 全員が、十分に活用し、適切に使っていると評価されている

が、更に有効な使い方を工夫。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.00 

 

4.0 全員が熱意が感じられるとの意見であり、引き続き熱心に指導

していく。 

板書・教材 

⑩ 

4.67 

 

4.0 適切に板書・教材を使用していると評価されていると判断し、

更なる改善に努める。 

理解への配慮 

⑪ 

3.67 

 

4.0 「ある程度理解に配慮」以上が 66.7%で配慮しているとの評価

ではあるが、「あまり理解度に配慮無」が 1名いるので、より配

慮した講義に努める。 

伝える工夫 

⑬ 

3.67 

 

4.0 「ある程度工夫している」66.7％だが、よりよく工夫して行く

よう、更なる改善策を講じる。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.33 4.0 全体的に発表する機会が少な過ぎたと感じる。今後、課題を出

し、それに対する発表の機会を増やしていく。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.33 4.0 学生自身で積極的に学習する態度を植え付けるべく、課題の提

示、自宅学習の徹底等、指導していく。 

全体評価 

⑯ 

4. 

 

4.0 満足以上が 66.7%だが、全体的に目標値以下であり、更なる改

善の必要があると感じ、今後に向けた改善策を講じていく。 

登録者数＝ 33名： 受験者数 A＝ 33名： 単位取得者数 B＝ 31名：  比率（B/A）＝93.9％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

シラバスに従い、期末試験（70%）、ノート取得状況＆受講態度及び、復習課題の提出（30%）で評価し

た。 

学習目標の達成：合格者の割合が再試験後において 93.9%（33名中 31名）で、未取得者 2名。 

ただし、理解度が低く、理解度の確認不足との評価なので、次の回の授業で復習を織込みながら理解度

をはかりながら理解力向上に向けた方策を取りながら、授業を進めて行きたいと考える。 

その他：有効回答数が少なかったため、解答率の引き上げを指導していく必要がある 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 10日  

授業対象学科： 機械システム工学科   

授業科目名 ： 機械要素の形      

授業担当者（代表者）名： 武田 隆宏      所属： 機械システム工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.06 4.0 おおむね問題ないと認識している 

内容の理解度 

⑤ 

4.06 4.0 おおむね問題ないと認識している 

授業時間 

⑦ 

4.81 4.0 おおむね問題ないと認識している 

担当者の熱意 

⑧ 

4.44 4.0 おおむね問題ないと認識している 

板書・教材 

⑩ 

4.69 4.0 おおむね問題ないと認識している 

理解への配慮 

⑪ 

4.56 4.0 おおむね問題ないと認識している 

伝える工夫 

⑬ 

4.63 4.0 おおむね問題ないと認識している 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.88 4.0 学生間の発表の場等を設定し、アクティブな機会の増加を図る 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.13 4.0 おおむね問題ないと認識している 

全体評価 

⑯ 

4.31 4.0 おおむね問題ないと認識している 

登録者数＝２０名： 受験者数 A＝１６名： 単位取得者数 B＝１６名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 総合的に、自習やアクティブラーニングに関する不足が指摘された。自習課題やレポート課題を設定

し、学生自身が学ぶ意欲を持てるような講義内容に変更する。演習問題の回答をテキストチャットで回

答させる試みは行っていたが、他の学生との討論の機会が少なかったので、増加させるように試みる 

 

 

  



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 10日  

授業対象学科： 機械システム工学科   

授業科目名 ： ロボット工学      

授業担当者（代表者）名： 武田 隆宏      所属： 機械システム工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.26 4.0 おおむね問題ないと認識している 

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0 おおむね問題ないと認識している 

授業時間 

⑦ 

4.74 4.0 おおむね問題ないと認識している 

担当者の熱意 

⑧ 

4.48 4.0 おおむね問題ないと認識している 

板書・教材 

⑩ 

4.74 4.0 おおむね問題ないと認識している 

理解への配慮 

⑪ 

4.52 4.0 おおむね問題ないと認識している 

伝える工夫 

⑬ 

4.83 4.0 おおむね問題ないと認識している 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.70 4.0 学生間の発表の場等を設定し、アクティブな機会の増加を図る 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.65 4.0 おおむね問題ないと認識している 

全体評価 

⑯ 

4.61 4.0 おおむね問題ないと認識している 

登録者数＝２０名： 受験者数 A＝２０名： 単位取得者数 B＝２０名：  比率（B/A）＝１００％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 アクティブな機会に関して不足が確認された。レポート課題を出すだけでなく、講義中にそれらの発

表の機会を設けることで、積極的に学生間での討論の機会にしていきたいと思う。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 ９日  

授業対象学科：機械システム工学／航空工学 

授業科目名 ： 材料力学         

授業担当者（代表者）名： 満丸 浩       所属： 機械システム工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.20 4.0 次の授業内容を明確に示し，積極的な授業参加を促します。 

内容の理解度 

⑤ 

3.80 

 

4.0 授業始めに復習問題を解くなどして理解度をあげていきます。 

授業時間 

⑦ 

4.75 4.0 概ね良好と考えます。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.75 4.0 概ね良好と考えます。 

板書・教材 

⑩ 

4.50 4.0 スライドや実物提示など教材の工夫を進めます。 

理解への配慮 

⑪ 

4.75 4.0 さらに理解を深める教材を作成していきます。 

伝える工夫 

⑬ 

4.45 4.0 教材の工夫や対話的な授業を展開します。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.15 4.0 コロナ禍への対応を配慮した上で工夫してみます。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.10 4.0 主体的な学びができるような課題設定をします。 

全体評価 

⑯ 

4.40 4.0 社会で役立つという視点での内容の精選に取り組みます。 

登録者数＝３２名： 受験者数 A＝２７名： 単位取得者数 B＝２６名：  比率（B/A）＝96.3％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

対面授業で，アンケート回答率は 74.1%（20人／27人）です。 

授業中に無駄話をする学生が一部いて，授業の邪魔になっていたことがあるとの自由記述がありまし

た。授業中に授業内容を理解できていないことが一因にあり，分かりやすく，きめ細かな指導に努めま

す。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 ９日  

授業対象学科：機械システム工学／航空工学 

授業科目名 ： 応用材料力学       

授業担当者（代表者）名： 満丸 浩       所属： 機械システム工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.36 4.0 オンラインでの対話的な工夫を増やします。 

内容の理解度 

⑤ 

3.64 4.0 難解な内容について教材の工夫に努めます。 

授業時間 

⑦ 

4.76 4.0 概ね良好と考えます。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.48 4.0 概ね良好と考えます。 

板書・教材 

⑩ 

4.84 4.0 概ね良好と考えます。 

理解への配慮 

⑪ 

4.28 4.0 基礎的な課題から発展的な課題へという工夫を心がけます。 

伝える工夫 

⑬ 

4.48 4.0 個別指導の機会等を設けます。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.20 4.0 オンラインでの難しさを感じています。工夫します。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.24 4.0 わかりやすい課題設定で取り組みの工夫をします。 

全体評価 

⑯ 

4.08 4.0 一人ひとりの状況把握に努め，対話的な内容を増やします。 

登録者数＝２５名： 受験者数 A＝２５名： 単位取得者数 B＝２２名：  比率（B/A）＝88.0％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

オンライン授業で，アンケート回答率は 100%（25人／25人）です。 

 材料力学分野の応用科目で，微分積分などを活用する場面が多い内容であり，もう少し講義の内容を

わかりやすく説明してほしい，また，学習内容が多いのではとの自由記述がありました。１，2 年次の

「材料力学基礎」，「材料力学」も含めて更なる授業内容の精選，指導法の改善に努めます。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 ９日  

授業対象学科：機械システム工学／航空工学 

授業科目名 ： 機械制御         

授業担当者（代表者）名： 満丸 浩       所属： 機械システム工学科        

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.59 4.0 概ね良好と考えます。 

内容の理解度 

⑤ 

4.11 4.0 難易度の高い内容をわかりやすく理解できる工夫をします。 

授業時間 

⑦ 

4.44 4.0 概ね良好と考えます。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.44 4.0 概ね良好と考えます。 

板書・教材 

⑩ 

4.81 4.0 概ね良好と考えます。 

理解への配慮 

⑪ 

4.33 4.0 授業始めに前時の復習をします。 

伝える工夫 

⑬ 

4.41 4.0 概ね良好と考えます。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.70 4.0 オンライン授業での工夫を研究します。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.22 4.0 身近な事例を取り扱うなどの工夫をします。 

全体評価 

⑯ 

4.30 4.0 一人ひとりの状況把握に努め，満足のいく工夫を心がけます 

登録者数＝３１名： 受験者数 A＝３１名： 単位取得者数 B＝２８名：  比率（B/A）＝90.3％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

オンライン授業で，アンケート回答率は 87.1%（27人／31人）です。 

 理解していない人に対する時間を設けて欲しいとの自由記述がありました。オンラインでの個別指導

や対面で指導する時間を設けるなどの工夫をしていきます。 
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第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 3日  

授業対象学科： 自然環境工学科      

授業科目名 ： 施工管理Ⅰ        

授業担当者（代表者）名： 岩元 泉       所属：  自然環境工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.8 4.0 授業の終わりに毎回復習の小テストは行っていたが、予習に対

しての課題等を更に数を多くしするべきである 

内容の理解度 

⑤ 

3.8 4.0 学生に問いかけて、理解度を確認していくべきである。 

授業時間 

⑦ 

4.6 4.0 適切である。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.4 4.0 適切である 

板書・教材 

⑩ 

4.8 4.0 教科書を購入しているので、演習問題多く活用した。 

施工方法については動画を利用して伝えた。 

理解への配慮 

⑪ 

4.6 4.0 学生に問いかけて、理解度を確認していくべきである。 

伝える工夫 

⑬ 

4.8 4.0 教科書を購入しているので、演習問題多く活用した。 

施工方法については動画を利用して伝えた。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.2 4.0 学生が授業の中で意見する時間を更に設けていくべきである。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.2 4.0 中間でグループ討論を 1回設けたが、更に回数を増やして学生

同士で意見できる時間を設ける 

全体評価 

⑯ 

4.6 4.0 予習課題とアクティブな授業を工夫していく。 

登録者数＝  21名： 受験者数 A＝  19名： 単位取得者数 B＝ 18名： 比率（B/A）＝95％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

全員教科書も購入しており出席率は良い。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ８月２６日  

授業対象学科： 自然環境工学科      

授業科目名 ： エコマテリアル論     

授業担当者（代表者）名： 髙嶋 洋       所属： 自然環境工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.5 4.0 事前配布資料等、充実させて参りたい。 

内容の理解度 

⑤ 

3.5 4.0 平易な言葉と具体的な図表等で理解を促進したが、化学の基礎

知識を理解する機会を増やしたい。 

授業時間 

⑦ 

5.0 4.0 時間はきっちり使い切るが、逆に足りなくなることが多々あっ

た。理解との兼ね合いが課題。 

担当者の熱意 

⑧ 

5.0 4.0 100%全力で取り組んだ。 

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0 教材作成に時間をかけた。 

理解への配慮 

⑪ 

4.0 4.0 化学基礎にさかのぼって解説を行った。 

伝える工夫 

⑬ 

5.0 4.0 順番に工夫を凝らした。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.0 4.0 オンラインで一方的な解説となった。グループディスカッショ

ンなどを取り入れてみたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

5.0 4.0 関係する本などを紹介して、関心を深めたい。 

全体評価 

⑯ 

4.5 4.0 積極的な学生を活用し、個人個人が参加できる授業展開が図れ

るよう、工夫したい。 

登録者数＝10名： 受験者数 A＝10名： 単位取得者数 B＝10名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

3年生ということもあり、専門領域に踏み込んだ解説を行ったが、化学の基礎的理解が少なかった。より

基礎的な領域からわかりやすい説明に努めたい。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ８月２６日  

授業対象学科： 自然環境工学科      

授業科目名 ： エコライフ論       

授業担当者（代表者）名： 髙嶋 洋       所属： 自然環境工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.23 4.0 事前配布資料等を充実させて参りたい。 

内容の理解度 

⑤ 

3.92 4.0 テーマを絞って平易な言葉と具体的な図表等で理解を促進し

た。より興味を引く展開を考えたい。 

授業時間 

⑦ 

4.46 4.0 時間はきっちり使い切るが、逆に足りなくなることが多々あっ

た。理解との兼ね合いが課題。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.23 4.0 100%全力で取り組んだ。 

板書・教材 

⑩ 

4.54 4.0 教材作成に時間をかけた。 

理解への配慮 

⑪ 

4.31 4.0 理解を求める問いかけを増やして参りたい。 

伝える工夫 

⑬ 

4.23 4.0 図表等の作り込みや順番に工夫を凝らした。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.46 4.0 オンラインで一方的な解説となった。グループディスカッショ

ンなどを取り入れてみたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.31 4.0 関係する本などを紹介して、関心を深めたい。 

全体評価 

⑯ 

3.85 4.0 積極的な学生を活用し、個人個人が参加できる授業展開が図れ

るよう、工夫したい。 

登録者数＝36名： 受験者数 A＝32名： 単位取得者数 B＝29名：  比率（B/A）＝ 90.6％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

1 年生は授業時間に慣れさせる工夫から始める必要があると感じた。内容を平易にするとともに、区切

りをつける工夫を行ってみたい。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ８月２６日  

授業対象学科： 自然環境工学科      

授業科目名 ： ビオトープ論       

授業担当者（代表者）名： 髙嶋 洋       所属： 自然環境工学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.00 4.0 事前配布資料等を充実させて参りたい。 

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0 平易な言葉と具体的な図表等で理解を促進した。引き続きわか

りやすさを求めていきたい。 

授業時間 

⑦ 

5.00 4.0 時間はきっちり使い切るが、逆に足りなくなることが多々あっ

た。理解との兼ね合いが課題。 

担当者の熱意 

⑧ 

5.00 4.0 100%全力で取り組んだ。 

板書・教材 

⑩ 

5.00 4.0 教材作成に時間をかけた。 

理解への配慮 

⑪ 

5.00 4.0 学生が一人ひとり、理解するまで時間を使って解説した。 

伝える工夫 

⑬ 

5.00 4.0 解説の順番に工夫を凝らした。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.67 4.0 野外での解説も取り入れたが、意見が少なく一方的な解説とな

った。グループディスカッションなどを取り入れてみたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.33 4.0 資格取得を進めて、指導を行った。 

全体評価 

⑯ 

4.67 4.0 積極的な学生を活用し、より積極的な展開が図れるよう、工夫

したい。 

登録者数＝19名： 受験者数 A＝17名： 単位取得者数 B＝17名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

対面で実施できたため、学生の性格、クラスの雰囲気を把握することができ、全員に単位が出せるまで

理解を進めることができた。今後はより、アクティブラーニングの機会を取り入れて展開を計りたい。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 1日  

授業対象学科： 自然環境工学科             

授業科目名 ： 土質工学Ⅰ             

授業担当者（代表者）名： 寺村 淳           所属： 自然環境工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.25 4.0 振り返り課題を丁寧に実施した 

内容の理解度 

⑤ 

3.88 4.0 振り返り課題などで理解度の確認を行い，理解度を高める 

授業時間 

⑦ 

4.63 4.0 現状を維持する 

担当者の熱意 

⑧ 

4.38 4.0 現状を維持する 

板書・教材 

⑩ 

4.63 4.0 現状を維持する 

理解への配慮 

⑪ 

4.50 4.0 現状を維持する 

伝える工夫 

⑬ 

4.50 4.0 現状を維持する 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.25 4.0 オンライン且つ情報提供の多い科目であるが，相互学習などを

取り入れることを試みる 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.88 4.0 レポートなどで主体的な学びの機会を設ける 

全体評価 

⑯ 

4.38 4.0 改善すべき点を考慮し，よりよい授業の実施に努める 

登録者数＝ 28名： 受験者数 A＝ 25名： 単位取得者数 B＝ 22名： 比率（B/A）＝88％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

授業内容の多い科目であるため，時間の融通はつきにくいが， 

振り返り課題などで理解度を上げる工夫をしていく． 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 1日  

授業対象学科： 自然環境工学科             

授業科目名 ： 緑地環境工学          

授業担当者（代表者）名： 寺村 淳           所属： 自然環境工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.56 4.0 主体的な調査の実施を行った 

内容の理解度 

⑤ 

4.33 4.0 現状を維持する 

授業時間 

⑦ 

4.78 4.0 現状を維持する 

担当者の熱意 

⑧ 

4.89 4.0 現状を維持する 

板書・教材 

⑩ 

4.89 4.0 現状を維持する 

理解への配慮 

⑪ 

4.89 4.0 現状を維持する 

伝える工夫 

⑬ 

4.89 4.0 現状を維持する 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.89 4.0 校外実習を実施する 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.44 4.0 現状を維持する 

4.67 5.00 4.0 現状を維持する 

登録者数＝ 17名： 受験者数 A＝ 15名： 単位取得者数 B＝ 15名： 比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

後半に集中して，WEB上でのグループワークを実施したが， 

前半から少しづつその機会をつくり，ツールになれる工夫をしたい． 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 9月 1日  

授業対象学科： 自然環境工学科             

授業科目名 ： 地域生態学実習            

授業担当者（代表者）名： 寺村 淳           所属： 自然環境工学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.50 4.0 主体的な調査の実施を行った 

内容の理解度 

⑤ 

4.50 4.0 現状を維持する 

授業時間 

⑦ 

4.50 4.0 現状を維持する 

担当者の熱意 

⑧ 

5.00 4.0 現状を維持する 

板書・教材 

⑩ 

5.00 4.0 現状を維持する 

理解への配慮 

⑪ 

5.00 4.0 現状を維持する 

伝える工夫 

⑬ 

5.00 4.0 現状を維持する 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.75 4.0 校外実習を実施する 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.75 4.0 現状を維持する 

全体評価 

⑯ 

5.00 4.0 現状を維持する 

登録者数＝ 4名： 受験者数 A＝ 4名： 単位取得者数 B＝ 4名： 比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

調査に用いる図鑑，専門書が図書館にない． 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 18日  

授業対象学科： 自然環境工学科      

授業科目名 ： 環境アセスメント     

授業担当者（代表者）名： 村尾 智       所属： 自然環境工学科                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.0 4.0 Moodleのチャット機能で細かい指導をした成果が出たと感じま

す。 

内容の理解度 

⑤ 

3.3 4.0 すぐに解決策を与えなかったことが不満でこのような採点をし

たと思われます。今後も妥協せず、あえて突き放したいと思い

ます。 

授業時間 

⑦ 

4.3 4.0 講義時間中に在席するのが、オンライン講義における双方の礼

儀という点を強調したが、理解が得られたと思います。 

担当者の熱意 

⑧ 

3.7 4.0 Zoomを使わないため無言の講義であった。にもかかわらず、

このような得点となり、安心しました。 

板書・教材 

⑩ 

3.3 4.0 板書が皆無なので低い評価は織り込み済みです。 

理解への配慮 

⑪ 

3.3 4.0 教材を徹底的に工夫していますが、スマホで見る学生が多いた

め、理解が十分でないようです。 

伝える工夫 

⑬ 

3.7 4.0 教材を徹底的に工夫していますが、スマホで見る学生が多いた

め、理解が十分でないようです。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.3 4.0 オンラインのため作業を指示できないので、この部分の評価が

低くなる事は織り込み済みです。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.7 4.0 私が最も重要視するのがこの項目です。高得点であったことで

講義は成功したと感じます。 

全体評価 

⑯ 

3.7 4.0 対面にしないと理解できない項目があるのでこの評価になった

と思います。 

登録者数＝  名： 受験者数 A＝  名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

スマホで受講する学生が多いので、あえてパワーポイントや Zoom は使用しませんでした。また、学生

をつきはなし、時々レポート提出をさせて、面談する方法を取りましたが、最重要項目の⑮が高得点で、

成功したと感じます。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 18日  

授業対象学科： TB TC合同        

授業科目名 ： 環境工学概論       

授業担当者（代表者）名：            所属：自然環境工学科                  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.3 4.0 Moodleのチャット機能で細かい指導をした成果が出たと感じま

す。 

内容の理解度 

⑤ 

3.9 4.0 すぐに解決策を与えなかったことが不満でこのような採点をし

たと思われます。今後も妥協せず、あえて突き放したいと思い

ます。 

授業時間 

⑦ 

3.8 4.0 講義時間中に在席するのが、オンライン講義における双方の礼

儀という点を強調したが、理解が得られたと思います。 

担当者の熱意 

⑧ 

3.2 4.0 Zoomを使わないため無言の講義であった。にもかかわらず、

このような得点となり、安心しました。 

板書・教材 

⑩ 

3.6 4.0 板書が皆無なので低い評価は織り込み済みです。 

理解への配慮 

⑪ 

3.3 4.0 教材を徹底的に工夫していますが、スマホで見る学生が多いた

め、理解が十分でないようです。 

伝える工夫 

⑬ 

3.2 4.0 教材を徹底的に工夫していますが、スマホで見る学生が多いた

め、理解が十分でないようです。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.0 4.0 オンラインのため作業を指示できないので、この部分の評価が

低くなる事は織り込み済みです。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.9 4.0 私が最も重要視するのがこの項目です。高得点であったことで

講義は成功したと感じます。 

全体評価 

⑯ 

3.4 4.0 対面にしないと理解できない項目があるのでこの評価になった

と思います。 

登録者数＝  名： 受験者数 A＝  名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

スマホで受講する学生が多いので、あえてパワーポイントや Zoom は使用しませんでした。また、学生

をつきはなし、時々レポート提出をさせて、面談する方法を取りましたが、最重要項目の⑮が高得点で、

成功したと感じます。 

 

ただ、建築の学生は、不足した単位数を埋めるために受講するため、態度の悪い者が多いですね。この

ような合同授業は廃するべきです。 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 18日  

授業対象学科： 自然環境工学科      

授業科目名 ： 地球環境概論       

授業担当者（代表者）名： 村尾 智       所属：自然環境工学科                  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

 4.0 Moodleのチャット機能で細かい指導をした成果が出たと感じま

す。 

内容の理解度 

⑤ 

 4.0 すぐに解決策を与えなかったことが不満でこのような採点をし

たと思われます。今後も妥協せず、あえて突き放したいと思い

ます。 

授業時間 

⑦ 

 4.0 講義時間中に在席するのが、オンライン講義における双方の礼

儀という点を強調したが、理解が得られたと思います。 

担当者の熱意 

⑧ 

 4.0 Zoomを使わないため無言の講義であった。にもかかわらず、

このような得点となり、安心しました。 

板書・教材 

⑩ 

 4.0 板書が皆無なので低い評価は織り込み済みです。 

理解への配慮 

⑪ 

 4.0 教材を徹底的に工夫していますが、スマホで見る学生が多いた

め、理解が十分でないようです。 

伝える工夫 

⑬ 

 4.0 教材を徹底的に工夫していますが、スマホで見る学生が多いた

め、理解が十分でないようです。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

 4.0 オンラインのため作業を指示できないので、この部分の評価が

低くなる事は織り込み済みです。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

 4.0 私が最も重要視するのがこの項目です。高得点であったことで

講義は成功したと感じます。 

全体評価 

⑯ 

 4.0 対面にしないと理解できない項目があるのでこの評価になった

と思います。 

登録者数＝  名： 受験者数 A＝  名： 単位取得者数 B＝  名：  比率（B/A）＝  ％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

21TCは、不真面目な学生が多く、授業の秩序を保つのに苦労しました。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ９月 １日  

授業対象学科：自然環境工学科 ２年 

授業科目名 ：測量学Ⅱ       

授業担当者（代表者）名：田中龍児    所属：自然環境工学科            

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.60 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。 

内容の理解度 

⑤ 

4.60 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。 

授業時間 

⑦ 

4.40 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.80 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。 

板書・教材 

⑩ 

4.60 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。 

理解への配慮 

⑪ 

4.80 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。 

伝える工夫 

⑬ 

4.80 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.60 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.80 4.0 目標をかなり超えている。問題無し。コロナのため ZOOM授業

であったが、授業中も手ごたえを感じた。 

全体評価 

⑯ 

4.80 4.0  

登録者数＝27名： 受験者数 A＝25名： 単位取得者数 B＝24名：  比率（B/A）＝96％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

コロナのため遠隔授業であったが、その都度簡単なレポートを提出させた。 

また、途中で試問したりして。しっかり理解させるよう心掛けた。 

 

 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和３令和３令和３令和３年度年度年度年度前期前期前期前期講義）講義）講義）講義）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年 ９月 １日  

授業対象学科：自然環境工学科 １年   

授業科目名 ：製図Ⅰ      

授業担当者（代表者）名：田中龍児    所属：自然環境工学科           

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

4.67 4.0 目標をかなり超えている。 

内容の理解 

③ 

4.33 4.0 目標を超えており、さらに理解させるよう工夫する。 

知識の増加 

⑤ 

2.00 4.0 無効回答のためか、集計がおかしい。１人が 4.00の回答であ

る。 

板書・教材 

⑥ 

3.67 4.0 目標より下であるが、パソコンで説明したので板書はほとんど

しなかった。教材をもう少し工夫する。 

伝える工夫 

⑦ 

4.67 4.0 目標をかなり超えている。 

全体評価 

⑧ 

3.67 4.0 どちらでもない、という評価でもう少し興味を持つ内容にした

い。 

登録者数＝28名： 受験者数 A＝28名： 単位取得者数 B＝28名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

内容的には難しくなかったと思うが、パソコンの操作が不慣れな受講生が数名いた。 

しかし、全員３課題を最後までやり遂げた。 

 

 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和３令和３令和３令和３年度年度年度年度前期前期前期前期講義）講義）講義）講義）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年 ９月 １日  

授業対象学科：建築デザイン学科 ２年   

授業科目名 ：建築測量      

授業担当者（代表者）名：田中龍児    所属：自然環境工学科           

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

4.50 4.0 目標をかなり超えている。 

内容の理解 

③ 

4.00 4.0 目標と同じ。さらに理解させるよう工夫する。 

知識の増加 

⑤ 

0.00 4.0 無効回答のため 0.00評価担っている。 

板書・教材 

⑥ 

5.00 4.0 目標をかなり超えている。 

伝える工夫 

⑦ 

4.00 4.0 目標と同じ。さらに工夫したい。 

全体評価 

⑧ 

4.00 4.0 目標と同じ。回答数が少ないため全体の評価ではないが、実習

は真剣に取り組み、レポートも全員提出した。 

登録者数＝28名： 受験者数 A＝28名： 単位取得者数 B＝28名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

２年次の科目であるが、４年も４，５名受講していたようだ。 

対面授業で、楽しく、真剣に受講していた。 

建築デザイン学科の学生であるが測量に興味を持った、という学生がいて教える側としても嬉しいこと

だ。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 自然環境工学科     

授業科目名 ： どぼく学        

授業担当者（代表者）名：本田泰寛       所属：自然環境工学科    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 
4.35 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

内容の理解度 

⑤ 
4.23 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

授業時間 

⑦ 
4.50 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

担当者の熱意 

⑧ 
4.62 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

板書・教材 

⑩ 
4.77 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

理解への配慮 

⑪ 
4.58 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

伝える工夫 

⑬ 
4.73 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 
4.50 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

自ら学ぶ態度 

⑮ 
4.65 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

全体評価 

⑯ 
4.42 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

登録者数＝28名： 受験者数 A＝27名： 単位取得者数 B＝27名：  比率（B/A）＝96％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

①自然環境工学科で学ぶ土木工学の全体像を概観すること 

②学生同士のコミュニケーションの機会を設けること 

を大きな目標として授業を実施した。 

授業のおおよそ半分は学生数名によるグループ学習方式を採用した。 

「調査」 →「グループディスカッション」 → 「ポスター作成」 →「発表」 

の流れを複数回実施したことで、特にコロナ下で登校機会が少ない一年生にとっては学生生活に慣れ

つつ、級友との交流の機会となったのではないかと考える。 

 

  



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 自然環境工学科     

授業科目名 ： 計画学        

授業担当者（代表者）名：本田泰寛       所属：自然環境工学科    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

内容の理解度 

⑤ 
4.50 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

授業時間 

⑦ 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

担当者の熱意 

⑧ 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

板書・教材 

⑩ 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

理解への配慮 

⑪ 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

伝える工夫 

⑬ 
4.50 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 
4.33 4.0 

90 分を講義と演習に分けて実施したが、学生が発表する機会は

少なくせざるを得なかったため、今後改善の余地あり。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 
5.00 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

全体評価 

⑯ 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

登録者数＝25名： 受験者数 A＝25名： 単位取得者数 B＝20名：  比率（B/A）＝80％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

全体的に目標点を達成している。ただし、相対的にアクティブな機会の提供についてはやや評価が低

い。科目の性質上、講義中心とならざるを得ないものの、演習等では学生が主体的に学べるような方法

の導入も検討していく必要があると考える。 

 

  



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 自然環境工学科     

授業科目名 ： 地域社会環境学     

授業担当者（代表者）名：本田泰寛       所属：自然環境工学科    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 
4.00 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

内容の理解度 

⑤ 
4.33 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

授業時間 

⑦ 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

担当者の熱意 

⑧ 
5.00 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

板書・教材 

⑩ 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

理解への配慮 

⑪ 
4.33 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

伝える工夫 

⑬ 
4.00 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 
3.33 4.0 

遠隔での授業であったため、一方的な説明に偏っていた。遠隔方

式での発表なども検討する必要がある。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 
4.33 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

全体評価 

⑯ 
4.67 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

登録者数＝26名： 受験者数 A＝26名： 単位取得者数 B＝19名：  比率（B/A）＝73％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

全体的に目標に達しているものの、アクティブな機会において目標が達せられていない。今回主に鹿

児島県内に現存する土木遺産を軸に地域社会に対する理解を深められるような授業を実施したが、基本

的な概念や制度の説明を重視した結果、学生が主体的に学び、まとめ、発表する機会が少なくなったも

のと考える。今後の改善点としたい。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 自然環境工学科     

授業科目名 ： 都市計画        

授業担当者（代表者）名：本田泰寛       所属：自然環境工学科    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 
4.18 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

内容の理解度 

⑤ 
4.18 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

授業時間 

⑦ 
4.18 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

担当者の熱意 

⑧ 
4.82 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

板書・教材 

⑩ 
4.91 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

理解への配慮 

⑪ 
4.55 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

伝える工夫 

⑬ 
4.73 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 
3.91 4.0 

科目内容の性質上、説明に偏らざるを得ない点があったが、遠隔

方式での発表なども検討する必要がある。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 
4.64 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

全体評価 

⑯ 
4.82 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

登録者数＝44名： 受験者数 A＝44名： 単位取得者数 B＝34名：  比率（B/A）＝77％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

全体的には目標に達しており、現状維持ないしさらなる質の向上にむけた工夫や改善が必要であると

考える。相対的にアクティブな機会の欠如が指摘されている。遠隔方式における質の高い講義と学生が

主体的に学ぶ方法の構築は今後の重要な課題であると考える。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 自然環境工学科     

授業科目名 ： 景観デザイン論        

授業担当者（代表者）名：本田泰寛       所属：自然環境工学科    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

内容の理解度 

⑤ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

授業時間 

⑦ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

担当者の熱意 

⑧ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

板書・教材 

⑩ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

理解への配慮 

⑪ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

伝える工夫 

⑬ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

自ら学ぶ態度 

⑮ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

全体評価 

⑯ 
5 4.0 目標に達しており、現状維持に努める 

登録者数＝23名： 受験者数 A＝23名： 単位取得者数 B＝21名：  比率（B/A）＝91％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

全体的には目標に達しており、現状維持ないしさらなる質の向上にむけた工夫や改善が必要であると

考える。授業の前半は景観工学の基礎的な理論の解説を行い、後半はグループ演習形式で、大学キャン

パスを対象にグループワーク及びポスター発表によるキャンパス改善案のプレゼンを実施した。二度ほ

ど、取り組みに対する姿勢を注意したが、全体的に学生の主体的な姿勢が確認できた。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 ８月 20日  

授業対象学科：  建築デザイン学科３年  

授業科目名 ：  建築施工        

授業担当者（代表者）名： 森 元一       所属： 第一工科大学建築デザイン学科                 

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.17 4.0 現状を継続 

内容の理解度 

⑤ 

4.17 4.0 現状を継続 

授業時間 

⑦ 

4.5 4.0 現状を継続 

担当者の熱意 

⑧ 

4.67 4.0 現状を継続 

板書・教材 

⑩ 

4.67 4.0 現状を継続 

理解への配慮 

⑪ 

4.83 4.0 現状を継続 

伝える工夫 

⑬ 

4.33 4.0 現状を継続 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.83 4.0 ZOOMの授業だったが、予習をしてもらうように指示ししてい

きたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.33 4.0 現状を継続 

全体評価 

⑯ 

4.67 4.0 現状を継続 

登録者数＝33  名： 受験者数 A＝33 名： 単位取得者数 B＝ ３２名：  比率（B/A）＝96 ％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

予習や復習した内容をより積極的に発表させる機会を増やしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 建築法規         

授業担当者（代表者）名：辻 潔         所属：建築デザイン学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.13 4.0 現状を継続していく。 

内容の理解度 

⑤ 

3.74 4.0 現状を継続していく。 

授業時間 

⑦ 

4.30 4.0 現状を継続していく。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.00 4.0 現状を継続していく。 

板書・教材 

⑩ 

4.61 4.0 現状を継続していく。 

理解への配慮 

⑪ 

3.87 4.0 現状を継続していく。 

伝える工夫 

⑬ 

4.43 4.0 現状を継続していく。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.13 4.0 アクティブな機会については学生との双方向的な学習場面を今

後取り入れていこうと思います。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.22 4.0 現状を継続していく。 

全体評価 

⑯ 

4.09 4.0 現状を継続していく。 

登録者数＝33名： 受験者数 A＝33名： 単位取得者数 B＝33名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

全体評価⑯を見ると 4.09 と概ね学習目標を達成出来たものと理解している。 

今後も更なる授業内容の見直しを継続していこうと思う。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 環境デザイン特論     

授業担当者（代表者）名：辻 潔         所属：建築デザイン学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.06 4.0 現状を継続していく。 

内容の理解度 

⑤ 

4.13 4.0 現状を継続していく。 

授業時間 

⑦ 

4.50 4.0 現状を継続していく。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.25 4.0 現状を継続していく。 

板書・教材 

⑩ 

4.69 4.0 現状を継続していく。 

理解への配慮 

⑪ 

4.13 4.0 現状を継続していく。 

伝える工夫 

⑬ 

4.13 4.0 現状を継続していく。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.25 4.0 アクティブな機会については学生との双方向的な学習場面を今

後取り入れていこうと思います。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.06 4.0 現状を継続していく。 

全体評価 

⑯ 

4.19 4.0 現状を継続していく。 

登録者数＝24名： 受験者数 A＝24名： 単位取得者数 B＝24名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

全体評価⑯を見ると 4.19 と概ね学習目標を達成出来たものと理解している。 

今後も更なる授業内容の見直しを継続していこうと思う。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 環境工学Ⅰ        

授業担当者（代表者）名：辻 潔         所属：建築デザイン学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.58 4.0 現状を継続していく。 

内容の理解度 

⑤ 

3.79 4.0 学生の理解度を確認する機会を作るよう検討していく。 

授業時間 

⑦ 

4.79 4.0 現状を継続していく。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.53 4.0 現状を継続していく。 

板書・教材 

⑩ 

4.84 4.0 現状を継続していく。 

理解への配慮 

⑪ 

3.95 4.0 現状を継続していく。 

伝える工夫 

⑬ 

4.63 4.0 現状を継続していく。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.95 4.0 アクティブな機会については学生との双方向的な学習場面を今

後取り入れていこうと思います。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.63 4.0 自主学習の場面を作るよう検討していく。 

全体評価 

⑯ 

4.26 4.0 現状を継続していく。 

登録者数＝38名： 受験者数 A＝38名： 単位取得者数 B＝38名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

全体評価⑯を見ると 4.26 と概ね学習目標を達成出来たものと理解している。 

今後も更なる授業内容の見直しを継続していこうと思う。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 建築設備         

授業担当者（代表者）名：辻 潔         所属：建築デザイン学科  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.90 4.0 現状を継続していく。 

内容の理解度 

⑤ 

3.75 4.0 学生の理解度を確認する機会を作るよう検討していく。 

授業時間 

⑦ 

4.25 4.0 現状を継続していく。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.20 4.0 現状を継続していく。 

板書・教材 

⑩ 

4.75 4.0 現状を継続していく。 

理解への配慮 

⑪ 

4.55 4.0 現状を継続していく。 

伝える工夫 

⑬ 

4.45 4.0 現状を継続していく。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.45 4.0 アクティブな機会については学生との双方向的な学習場面を今

後取り入れていこうと思います。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.00 4.0 現状を継続していく。 

全体評価 

⑯ 

3.90 4.0 現状を継続していく。 

登録者数＝32名： 受験者数 A＝32名： 単位取得者数 B＝32名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

全体評価⑯を見ると 3.90 と概ね学習目標を達成出来たものと理解している。 

今後も更なる授業内容の見直しを継続していこうと思う。 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月  23日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 建築計画Ⅰ        

授業担当者（代表者）名： 副田 和哉      所属： 建築デザイン学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.53 4.0 他の講義（特に設計演習）との関連も意識させながら 

自主学習について意識づけを行う。 

（昨年度から評点は向上したが、目標値までもう少しである。） 

内容の理解度 

⑤ 

4.21 4.0 現状を継続 

（昨年度から向上し、目標値を超えることができた。） 

授業時間 

⑦ 

4.47 4.0 現状を継続 

担当者の熱意 

⑧ 

4.42 4.0 現状を継続 

板書・教材 

⑩ 

4.74 4.0 現状を継続 

理解への配慮 

⑪ 

4.21 4.0 現状を継続 

伝える工夫 

⑬ 

4.58 4.0 現状を継続 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.53 4.0 オンラインにおいてはツール・手法も含め更なる検討を行う。 

（昨年度から評点は向上したが、目標値までもう少しである。） 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.00 4.0 現状を継続 

全体評価 

⑯ 

4.37 4.0 現状を継続 

登録者数＝ 35名： 受験者数 A＝ 34名： 単位取得者数 B＝ 32名：  比率（B/A）＝ 94.1％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

建築計画は、他の講義の基礎となる科目でもある。 

全体評価を見ると 4.37と概ね良かったのではないかと思う。 

自主学習を指導し、アクティブな機会を増やしていきたい。 

“とても分かりやすく、建築について知り、理解することができたので良かったと思いました。”との学

生からのコメントもあり、当初の意図である建築学におけるイントロの役割は果たせたのではないか、

と思う。 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月  23日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 福祉環境計画       

授業担当者（代表者）名： 副田 和哉      所属： 建築デザイン学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

2.87 4.0 他の講義（特に設計演習）との関連も意識させながら 

自主学習について意識づけを行う。 

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0 現状を継続 

（昨年度から向上し、目標値を超えることができた。） 

授業時間 

⑦ 

4.47 4.0 現状を継続 

 

担当者の熱意 

⑧ 

4.33 4.0 現状を継続 

 

板書・教材 

⑩ 

4.67 4.0 現状を継続 

 

理解への配慮 

⑪ 

4.40 4.0 現状を継続 

 

伝える工夫 

⑬ 

4.53 4.0 現状を継続 

 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.87 4.0 オンラインにおいてはツール・手法も含め更なる検討を行う。 

（昨年度から評点は向上したが、目標値までもう少しである。） 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.80 4.0 他の講義（特に設計演習）との関連も意識させながら 

学ぶ態度について意識づけを行う。 

全体評価 

⑯ 

4.27 4.0 現状を継続 

 

登録者数＝ 34名： 受験者数 A＝ 33名： 単位取得者数 B＝ 30名：  比率（B/A）＝ 90.9％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

福祉環境計画は、これからの時代に必要な科目でもある。 

全体評価を見ると 4.27と概ね良かったのではないかと思う。 

自主学習を指導し、アクティブな機会を増やし、自らが学ぶ態度を高める講義としたい。 

“建築において、福祉について考えることの大切さを学習することができたので勉強になって良かった

と思いました。”との学生からのコメントもあり、これからの建築を考える上で、重要な視座を与えるこ

とができたのではないか、と思う。 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月  23日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 都市デザイン特論（計画系特論Ａ） 

授業担当者（代表者）名： 副田 和哉      所属： 建築デザイン学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.29 4.0 現状を継続 

 

内容の理解度 

⑤ 

3.93 4.0 おおむね理解できているようだが、 

難易度の見直しと確認をしながら進めることとする。 

授業時間 

⑦ 

4.57 4.0 現状を継続 

 

担当者の熱意 

⑧ 

4.43 4.0 現状を継続 

 

板書・教材 

⑩ 

4.79 4.0 現状を継続 

 

理解への配慮 

⑪ 

4.43 4.0 現状を継続 

 

伝える工夫 

⑬ 

4.64 4.0 現状を継続 

 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.29 4.0 現状を継続 

 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.71 4.0 現状を継続 

 

全体評価 

⑯ 

4.29 4.0 現状を継続 

 

登録者数＝ 26名： 受験者数 A＝ 26名： 単位取得者数 B＝ 25名：  比率（B/A）＝ 96.2％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

都市デザイン特論（計画系特論Ａ）は、建築・都市計画学における応用的な科目でもある。 

全体評価を見ると 4.29と概ね良かったのではないかと思う。 

さらに内容の理解度を深める講義としたい。 

 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月  23日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 構造力学Ⅱ        

授業担当者（代表者）名： 副田 和哉      所属： 建築デザイン学科          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.50 4.0 現状を継続 

 

内容の理解度 

⑤ 

3.71 4.0 おおむね理解できているようだが、 

難易度の見直しと確認をしながら進めることとする。 

授業時間 

⑦ 

4.71 4.0 現状を継続 

 

担当者の熱意 

⑧ 

4.50 4.0 現状を継続 

 

板書・教材 

⑩ 

4.71 4.0 現状を継続 

 

理解への配慮 

⑪ 

4.79 4.0 現状を継続 

 

伝える工夫 

⑬ 

4.43 4.0 現状を継続 

 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.93 4.0 オンラインでの双方的な機会は 

そのツールや手法も含めて検討の必要がある。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.43 4.0 現状を継続 

 

全体評価 

⑯ 

4.14 4.0 現状を継続 

 

登録者数＝ 37名： 受験者数 A＝ 37名： 単位取得者数 B＝ 35名：  比率（B/A）＝ 94.6％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

構造力学Ⅱは、建築構造における基礎的な科目でもある。 

全体評価を見ると 4.14と概ね良かったのではないかと思う。 

内容の理解度を深めながら、アクティブな機会を増やす講義としたい。 

“問題を解いた解答解説のみだったので、最初に問題の説明をしてから解いて解答解説をして欲しかっ

た。”との学生からのコメントもあった。本講義は、演習も兼ねた講義であるが、オンラインにおける取

り組み方・時間配分については、今後の課題としたい。学生に対しても、講義の意図や意義、目的を共有

して進めていきたい。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 23日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 建築計画Ⅱ        

授業担当者（代表者）名：  堀口譲司      所属：    建築デザイン学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.4 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

内容の理解度 

⑤ 

4.3 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

授業時間 

⑦ 

4.7 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

担当者の熱意 

⑧ 

4.5 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

板書・教材 

⑩ 

4.7 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

理解への配慮 

⑪ 

4.0 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

伝える工夫 

⑬ 

4.6 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.2 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.7 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

全体評価 

⑯ 

4.1 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

登録者数＝ 39名： 受験者数 A＝ 39名： 単位取得者数 B＝ 38名： 比率（B/A）＝97.4％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 昨年担当された山尾先生の資料を用いながら、各授業で私が企業時代に担当したﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟの作例

を説明したので、学生にとっては具体性のある授業だったと思う。ただアンケートに「20年前の資料は

古い」というものがあった。確かに受け継いだ資料に古いものがあったのは事実なので、来年度はより

アップデートした資料を用いたい。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8 月 23日  

授業対象学科：  建築デザイン学科     

授業科目名 ： 工学デザイン基礎Ⅰ     

授業担当者（代表者）名：  堀口譲司      所属：    建築デザイン学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.17 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

内容の理解度 

⑤ 

4.5 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

授業時間 

⑦ 

4.5 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

担当者の熱意 

⑧ 

4.67 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

板書・教材 

⑩ 

4.33 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

理解への配慮 

⑪ 

3.67 4.0 授業で課題を出し次の週に優秀作品を講評するというスタイル

であるため理解度が低い学生にとっては辛かったかもしれない 

伝える工夫 

⑬ 

4.83 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.5 4.0 コロナの影響で学生同士の議論はどうしても少なくなった 

来年度以降は学生同士の議論も行いたい 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.33 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

全体評価 

⑯ 

4.17 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

登録者数＝36名： 受験者数 A＝36名： 単位取得者数 B＝35名：  比率（B/A）＝97.2％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

「毎回の課題を通して、スケッチについて理解がすることができたので良かった」という自由記述にあ

るよう、講評には今までの事例や類似事例、参考事例などバリエーションに富んだ作例を出しながら、

デザインに対しての基礎を構築すべく授業を行ったが、一部のレベルの学生には理解できない所があっ

たようである。来年度はそうした学生をフォローする方法を考慮していきたい。 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 23日  

授業対象学科： 建築デザイン学科    

授業科目名 ： ｲﾝﾃﾘｱ建築都市デザイン演習Ⅱ 

授業担当者（代表者）名： 堀口譲司       所属：    建築デザイン学科       

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.91 4.0 エスキス相談の時間を各課題 5回取っており、的確な指導して

いると思うが、一部の消極的な学生に対して強化していきたい 

内容の理解度 

⑤ 

4.36 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

授業時間 

⑦ 

4.82 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

担当者の熱意 

⑧ 

4.45 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

板書・教材 

⑩ 

4.27 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

理解への配慮 

⑪ 

4.09 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

伝える工夫 

⑬ 

4.18 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.09 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.82 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

全体評価 

⑯ 

4.18 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

登録者数＝40名： 受験者数 A＝40名： 単位取得者数 B＝39名：  比率（B/A）＝97.5％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

昨年は前期 1課題であったが、今期は 2課題とした。昨年より評点は高くなっている。 

個人のエスキスを丁寧に見たつもりであるが、エスキスを持って来ない学生にとっては、自主学習が弱

かったと感じる。消極的な学生をどう指導していくかは、来期への課題としたい。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 23日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： ｲﾝﾃﾘｱ建築都市デザイン演習Ⅳ 

授業担当者（代表者）名： 堀口譲司       所属：  建築デザイン学科         

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.88 4.0 課題の説明や、各課題 5回のエスキス相談において的確に指導

したつもりであるが、今後より強化していきたい 

内容の理解度 

⑤ 

4.13 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

授業時間 

⑦ 

4.00 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

担当者の熱意 

⑧ 

4.38 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

板書・教材 

⑩ 

4.25 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

理解への配慮 

⑪ 

3.75 4.0 各課題 5回のエスキス相談において的確に指導したつもりであ

るが、今後より強化していきたい 

伝える工夫 

⑬ 

4.13 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.63 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.88 4.0 目標を上回っているので今後も改良しながら継続する 

全体評価 

⑯ 

3.75 4.0 課題の説明や、各課題 5回のエスキス相談において的確に指導

したつもりであるが、今後より強化していきたい 

登録者数＝32名： 受験者数 A＝32名： 単位取得者数 B＝30名：  比率（B/A）＝93.75％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

課題の説明や、各課題 5 回のエスキス相談において的確に指導したつもりであるが、消極的な学生や一

般レベルに達していない学生に対し、より丁寧かつ熱意のある指導を行っていきたい。 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： コンピューターリテラシー     

授業担当者（代表者）名：  李志炯      所属：   建築デザイン学科    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.57 4.0 学生が面白いと思える課題を考える。 

内容の理解度 

⑤ 

4.35 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

授業時間 

⑦ 

4.39 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.52 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

板書・教材 

⑩ 

4.70 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.35 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

伝える工夫 

⑬ 

4.52 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.17 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.22 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

全体評価 

⑯ 

4.30 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

登録者数＝ 33名： 受験者数 A＝ 33名： 単位取得者数 B＝ 32名：  比率（B/A）＝ 97％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

学生がより興味を持って授業に参加できる授業を考える。 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 情報リテラシー      

授業担当者（代表者）名： 李志炯        所属：     建築デザイン学科     

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.35 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

内容の理解度 

⑤ 

4.53 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

授業時間 

⑦ 

4.59 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.71 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

板書・教材 

⑩ 

4.94 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.65 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

伝える工夫 

⑬ 

4.76 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.94 4.0 課題を行う際に他の学生と討論が可能になるように工夫する。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.18 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

全体評価 

⑯ 

4.53 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

登録者数＝ 42名： 受験者数 A＝ 42名： 単位取得者数 B＝ 40名：  比率（B/A）＝ 95％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

他の学生と意見交換ができるように授業内容を変更する。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 建築 3DCG        

授業担当者（代表者）名： 李志炯        所属：    建築デザイン学科      

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.64 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

内容の理解度 

⑤ 

4.36 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

授業時間 

⑦ 

4.73 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.82 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.73 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

伝える工夫 

⑬ 

4.82 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.0 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.27 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

全体評価 

⑯ 

4.73 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

登録者数＝ 42名： 受験者数 A＝ 42名： 単位取得者数 B＝ 39名：  比率（B/A）＝ 93％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

課題の発表会などを行い、自分の作品について語る時間を設ける。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 基礎製図         

授業担当者（代表者）名： 李志炯        所属：     建築デザイン学科      

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.26 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

内容の理解度 

⑤ 

4.13 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

授業時間 

⑦ 

4.45 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.45 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

板書・教材 

⑩ 

4.55 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.35 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

伝える工夫 

⑬ 

4.03 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.61 4.0 発表、討論が可能な課題について考える。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.23 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

全体評価 

⑯ 

4.16 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

登録者数＝ 35名： 受験者数 A＝ 35名： 単位取得者数 B＝ 34名：  比率（B/A）＝ 97％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

討論を通じて意見交換ができるような課題を考える。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 建築デザイン学科     

授業科目名 ： 建築工学基礎概論     

授業担当者（代表者）名： 李志炯        所属：     建築デザイン学科      

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

2.74 4.0 復習が可能な課題を考える。 

内容の理解度 

⑤ 

3.97 4.0 もっと分かりやすくするために資料や教材などを準備する。 

授業時間 

⑦ 

4.38 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.68 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

板書・教材 

⑩ 

4.94 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.12 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

伝える工夫 

⑬ 

4.44 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.12 4.0 授業内容を用いた討論会を設ける。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.47 4.0 予習復習が可能な課題を考える。 

全体評価 

⑯ 

4.38 4.0 特に問題はなかったため、これまでの通りにする。 

登録者数＝ 34名： 受験者数 A＝ 34名： 単位取得者数 B＝ 33名：  比率（B/A）＝ 97％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

学生が授業に積極的に参加できるようにその内容を工夫する。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ：令和 3 年 ８月 １９日  

授業対象学科：全学科（パイロットコースを除く） 

授業科目名 ：総合英語Ⅰ         

授業担当者（代表者）名：ケラウェイ 宏子     所属： 共通教育センター     

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.22 4.0 自主学習が円滑にできるよう、計画的な学習指示を行っていき

ます。 

内容の理解度 

⑤ 

4.33 

 

4.0 個別指導に努めていきます。 

授業時間 

⑦ 

4.78 4.0 時間を有効活用できるように計画していきます。 

担当者の熱意 

⑧ 

5.0 4.0  

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

5.0 4.0  

伝える工夫 

⑬ 

4.89 4.0 今後もパワーポイントや資料を工夫していきます。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.67 4.0 対面形式とオンラインとの混合授業では、言語活動に限りがで

てくるため、どちらか一方の形式に絞り、できるのであれば対

面形式のみの授業が行えるように働きかけます。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.78 4.0 興味をかきたてられる内容を多く取り入れ、英語学習に対して

関心を高められるようにしていきます。 

全体評価 

⑯ 

4.67 4.0  

登録者数＝77名： 受験者数 A＝65名： 単位取得者数 B＝61名：  比率（B/A）＝93.3％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

今回の授業では、オンラインと対面形式を同時並行で行い、また英語力の段階に違いのある学生の集団

であったため、一人一人のニーズに合わせるのが難しいものでした。今後はテーマを絞って、できるだ

け英語力の違いにも関わらず、個々の力がそれぞれ伸ばせるよう取り組んでいきたいです。 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科：全学科（パイロットコースを除く） 

授業科目名 ：ビジネス英語Ⅰ        

授業担当者（代表者）名：ケラウェイ 宏子    所属：共通教育センター    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.75 

 

4.0 自主学習が円滑にできるよう、計画的な学習指示を行っていき

ます。 

内容の理解度 

⑤ 

4.00 4.0 個別指導に努めていきます。 

授業時間 

⑦ 

5.0 4.0  

担当者の熱意 

⑧ 

5.0 4.0  

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

4.75 4.0 パワーポイントの工夫や個別指導の時間の確保に努めます。 

伝える工夫 

⑬ 

4.75 4.0 今後もパワーポイントや資料を工夫していきます。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.75 4.0 さらに学生主体の授業になるよう工夫し、レッスンを組み立て

ていきます。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.5 4.0 興味をかきたてられる内容を多く取り入れ、英語学習に対して

関心を高められるようにしていきます。 

全体評価 

⑯ 

4.75 4.0  

登録者数＝32名： 受験者数 A＝24名： 単位取得者数 B＝24名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

英検受験を目標に取り組み、学生は意欲的に取り組んでいたように思えます。今後の課題として英語力

の違いのある集団に対して、個々の力が伸びる活動を多く取り入れていきたいです。 

 



第一工業大学 FD委員会 

 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科：全学科（パイロットコースを除く） 

授業科目名 ：Freshman EnglishⅠ    

授業担当者（代表者）名：重久睦・徳山ティーダ・ケラウェイ宏子（ケラウェイ宏子）  所属：共通教育センター                  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.4 4.0 自主学習が円滑にできるよう、計画的な学習指示を行っていき

ます。 

内容の理解度 

⑤ 

4.19 

 

4.0 学生が理解しやすいように補助資料の提供や個別指導に努めて

いきます。 

授業時間 

⑦ 

4.64 4.0 時間を有効活用できるように計画していきます。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.81 4.0  

板書・教材 

⑩ 

4.95 4.0  

理解への配慮 

⑪ 

4.67 4.0 個別課題、補助資料の工夫や個別指導の時間の確保に努めま

す。 

伝える工夫 

⑬ 

4.76 4.0 今後もパワーポイントや資料を工夫していきます。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.49 4.0 さらに学生主体の授業になるよう工夫し、レッスンを組み立て

ていきます。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.32 4.0 興味をかきたてられる内容を多く取り入れ、英語学習に対して

関心を高められるようにしていきます。 

全体評価 

⑯ 

4.45 4.0  

登録者数＝165名： 受験者数 A＝155名： 単位取得者数 B＝140名：  比率（B/A）＝90.3％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

英語力の違いがある集団での一斉指導は、言語活動で難しさがでてくるため、そのための補助資料と課

題の工夫で、個々の力が伸びるよう努めていきたいと思います。 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年８月１８日  

授業対象学科： 工学部教職課程      

授業科目名 ： 「教育相談」  「教育心理学」  

授業担当者（代表者）名： 永田正明      所属： 共通教育    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 
3．4 4.0 

レポート課題の状況を見ると，前年度よりレポートの質が向上し

ており自主的学習は上級学年よりよく取り組んでいるといえる。 

内容の理解度 

⑤ 
4．1 4.0 

シラバスの計画進度からすると７０％程であったが，その分内容

の理解度は良かった印象がある。 

授業時間 

⑦ 
4．5 4.0 

授業に集中できない学生は，毎時間 1名いるかどうか程度であ

り，授業を行う側としても満足できている。 

担当者の熱意 

⑧ 
4．7 4.0 

 

板書・教材 

⑩ 
4．8 4.0 

適時に参考文献のコピーを配布しながら，実物投影機を使用した

授業を展開したので，学生は確認しながら講義に集中できた。 

理解への配慮 

⑪ 4．5 4.0 

教員採用試験問題に「教育心理学」があるので、学生が理解に苦

しむ分野であり，採用試験問題への対策としてはよくできた方だ

と考える。 

伝える工夫 

⑬ 
4．2 4.0 

 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 
3．4 4.0 

中学・高校での授業科目にないため、一から知識を増やさねばな

らず、アクティブな機会を持つ時間的余裕はないと思われる。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 
3．8 4.0 

 

全体評価 

⑯ 
4．4 4.0 

概ね講義する側，講義を受ける側ともに有意義な時間を過ごせた

という印象であった。 

登録者数＝１７名： 受験者数 A＝１７名： 単位取得者数 B＝１７名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 「教育相談」についての授業形態は、今後も効率よく学習できるような指導計画を考えなければなら

ないと思う。他大学のシラバス等の検討も考えたい。 

 遠隔授業のできる講義室が 1 号館に不足しており、次年度もコロナが続くようであれば黒板やスクリ

ーンまで入る遠隔カメラの設置が望まれる。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 23日  

授業対象学科：   自然環境工学科   

授業科目名 ： コンピュータリテラシー  

授業担当者（代表者）名： 森園 由香      所属： 共通教育センター          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.25 4.0 パソコン操作の得意不得意に関わらずタイピング練習や他講義

の課題作成に積極的に PCを利用するよう指導した 

内容の理解度 

⑤ 

4.0 4.0 講義の前半に前週の復習問題に取り組ませ、その週の内容がよ

り理解できるよう工夫した。来年度も継続する。 

授業時間 

⑦ 

4.75 4.0 ネットワークの速度も向上し講義がスムーズに進められた。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.5 4.0 在学中に習得すべきスキルやどのような場面で活用できるかを

具体的に示し、意欲を持たせるよう努めた。 

板書・教材 

⑩ 

4.5 4.0 大型スクリーンを活用し、全員から見えるように文字色やサイズ

を工夫した。今後も継続する。 

理解への配慮 

⑪ 

4.75 4.0 PC操作は必ず 2回以上説明し、区切りの良いところで全員に

向けて疑問点の有無を確認した。 

伝える工夫 

⑬ 

5.0 4.0 教科書の補足説明、重要なポイントの説明時には声のトーンや

話し方を変え、十分な工夫ができた。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.25 4.0 前週の復習問題については学生に操作方法を発表させるなど、

双方向のやり取りをおこなった。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

5.0 4.0 質問や意見、自分なりのやり方を発表する機会を設けたことも

あり、意欲的な学生が多かった。 

全体評価 

⑯ 

4.75 4.0 昨年まで通年の講義であったため講義の組み立てには苦慮した

が概ね良好な内容になったと考える。 

登録者数＝28名： 受験者数 A＝28名： 単位取得者数 B＝27名：  比率（B/A）＝96.4％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 ８月 21日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： 電気工学基礎概論     

授業担当者（代表者）名： 大山良一       所属：共通教育      

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.1 4.0 予習・復習の取り組みが活きる授業を展開する。 

内容の理解度 

⑤ 

4.3 4.0 視覚的に解りやすいプレゼン資料の作成に努める。 

授業時間 

⑦ 

4.8 4.0 今後も計画通りの授業展開を行う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.5 4.0 誠意の伝わる授業となるよう努力する。 

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0 パワー・ポイントと資料を活用した授業内容とする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.5 4.0 学生個々の解度を確認しながら授業を進める。 

伝える工夫 

⑬ 

4.5 4.0 教材(ICT活用)を活かした講義内容に努める。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.0 4.0 学び合いの時間を設け、理解度向上に勤める。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.0 4.0 自己学習の必要性について指導する。 

全体評価 

⑯ 

4.5 4.0 達成感及び 満足度の高い授業となるように努める。 

登録者数＝６５名： 受験者数 A＝５８名： 単位取得者数 B＝５８名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

電気工学の基礎内容の講義である。予習・復習による理解力向上を図るための課題や「学び合い」に

よる学生相互理解等の環境整備が必要と考える。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 23日  

授業対象学科：   自然環境工学科   

授業科目名 ：  生活環境論    

授業担当者（代表者）名： 森園 由香      所属： 共通教育センター          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

5.0 4.0 参考資料をMoodleに掲出し、予習と復習に利用するよう指導

した。今後も継続する。 

内容の理解度 

⑤ 

3.0 4.0 毎回のレポートや前講義をおさらいする時間を設けたが内容が

不足していた。毎回の小テストの導入等を検討する。 

授業時間 

⑦ 

5.0 4.0 30分を一区切りとして講義を構成し、集中力が持続するよう工

夫した。今後も継続する。 

担当者の熱意 

⑧ 

5.0 4.0 非常に身近なテーマを扱い、自らが解決に向け考え、行動すべ

き内容であることを毎回伝えることに注力した。 

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0 各スライドの文字数は少なくし、ポイントは強調表示して見やす

いよう工夫した。PPTを PDF化しMoodleに示した。 

理解への配慮 

⑪ 

4.75 4.0 区切りの良いところで全員に向けて疑問点や意見について尋ね

る機会を設けた。 

伝える工夫 

⑬ 

5.0 4.0 重要なポイントの説明時には声のトーンや話し方を変え、十分

な工夫ができた。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.0 4.0 Zoomのブレイクアウトルームを活用し、ディスカッションや

グループワークをおこなった。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.0 4.0 生活を取り巻く様々な環境について考える時間や調べる手段を

享受できたと考える。 

全体評価 

⑯ 

5.0 4.0 オンライン講義であったため講義の組み立てには苦慮したが概

ね良好な内容になったと考える。 

登録者数＝22名： 受験者数 A＝22名： 単位取得者数 B＝22名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（令和授業改善計画書（令和授業改善計画書（令和授業改善計画書（令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してくださ

い。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 8月 18日  

授業対象学科：教職課程  

授業科目名 ：技術科教育法Ⅰ  

授業担当者（代表者）名：倉元 賢一    所属：共通教育  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

5.00 4.0 教育実習を目前とした授業であったため，学校での実際の指導

方法や，心構え等を中心に授業を展開した。必然的に予習も必

要な内容となったため，自然な学習の流れとなった。 

内容の理解度 

⑤ 

4.75 4.0 理論的な内容に関しては，興味関心を持たせるために，学生自

身が受けた授業がどのような根拠で展開されていたかを解説し

た。現行の学習指導要領との違いが大きいため，できる限り丁

寧に解説するように心がけた。 

授業時間 

⑦ 

5.00 4.0 説明の後に実践的な議論ができるように配慮したが，説明が多

くなってしまったため，反転授業を取り入れるなどして議論中

心の展開にしたい。 

担当者の熱意 

⑧ 

5.00 4.0 中学校現場の実際を分かりやすく解説するように心がけた。メ

ディアより熱意と俯瞰した見方という背反するもののバランス

が取れるように心がけたい。 

板書・教材 

⑩ 

4.75 4.0 プロジェクターでの投影が主であったが，文字の大きさや解像

度等，配慮が必要であった。 

理解への配慮 

⑪ 

5.00 4.0 個別最適化された学びになるよう，それぞれの経験や考えを聞

いてから理論と結びつけるように配慮した。難しい理論を簡単

に伝えるよう研究に努めたい。 

伝える工夫 

⑬ 

5.00 4.0 Society 5.0に対応できるようなコンピテンシーベースの学力と

は何かを体感してもらえるように何を学んでいるのかを学生自

身が意識できるように構成した。何ができるようになったのか

を体験的に理解できるよう議論の時間を設けたい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

5.00 4.0 実習前には指導案の書き方を中心に授業を展開するなど工夫し

た。授業を設定した社会的な根拠などを議論したりしながら構

築していく展開を更に深めていきたい。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.00 4.0 毎回のテーマから派生した事項の解説などの時間が多かったた

め，知識・理解の部分が多くなってしまった。能動的な授業展

開のために，課題解決的な展開になるように工夫したい。 

全体評価 

⑯ 

4.75 4.0 教育実習や教員採用試験等，理論的なことから実践的なことへ

の転換が必要とされていた。実習から学んだことなどを活かし

て更なる深い学びに繋がるように配慮していきたい。 

登録者数＝3名： 受験者数 A＝3名： 単位取得者数 B＝3名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

学習指導要領の内容をどうやって実践へと結びつけていくのかという一貫したテーマで授業を展開し

た。多岐に渡る中学校技術の内容の中のごく一部しか扱えないが，技術の見方・考え方を活かした問題

解決という授業の根幹を体感的に学ぶ機会としての役割は果たせたのではないかと考える。 

教員を目差す学生のためには，中学生にとって分かりやすい授業とは何か，何ができるようになるか，

どのように学ぶか，何を学ぶかということについて更に深く議論できる授業になるように，反転授業な

どを有効に活用してまずは自らがアクティブラーナーになることを目標としていきたい。 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（令和３年度前期講義）（実験・実習）授業改善計画書（令和３年度前期講義）（実験・実習）授業改善計画書（令和３年度前期講義）（実験・実習）授業改善計画書（令和３年度前期講義）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してくださ

い。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年 8月 18日  

授業対象学科：教職  

授業科目名 ：電気（含む実習）  

授業担当者（代表者）名：倉元 賢一     所属： 共通教育  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

4.67 4.0 座学を最初に行ない，その知識を利用して実習を行なったが，

初期の知識を忘れてしまっていたので，都度実習を行う必要が

あった。 

内容の理解 

③ 

4.67 4.0 電気の一般的な知識の講義からスタートしたが，学校現場です

ぐに教えるための方法論も織り交ぜる必要があった。 

知識の増加 

⑤ 

5.00 4.0 中学校の授業では扱わない専門的な知識よりも，より現代の学

校現場に即した授業展開が求められているようであった。 

板書・教材 

⑥ 

4.67 4.0 ICT機器を有効に利用し，個別最適化された学びに添えるよう

したが，はんだ付けなど技能を習得させる工夫が必要である。 

伝える工夫 

⑦ 

5.00 4.0 知識に関することに関しては，実生活の事例と関連させながら

授業を展開するように努めた。 

全体評価 

⑧ 

5.00 4.0 知識とそれを確かめる実習を交互に行なえば更に理解度が上が

ったと考えられる。 

登録者数＝３名： 受験者数 A＝３名： 単位取得者数 B＝３名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

中学校の技術・家庭科の技術分野の Cエネルギー変換の技術の中でも特に電気に特化した授業展開をお

こなった。生活の中でのエネルギーの利用という切り口から授業を展開し，様々な回路の理解から最後

はその実例として，テスターの回路をつくり，理論を確かめるという実習であったが，途中で実験を細

かく行なった方が理解が深まったのではないかと感じている。 

 

 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（令和３年度前期講義）（実験・実習）授業改善計画書（令和３年度前期講義）（実験・実習）授業改善計画書（令和３年度前期講義）（実験・実習）授業改善計画書（令和３年度前期講義）（実験・実習）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してくださ

い。 

３．この文書を 9月 3日（金）までに学科の FD委員に添付ファイルで送付して下さい。 

記入年月日 ： 令和３年 8月 18日  

授業対象学科：教職  

授業科目名 ：栽培（含む実習）  

授業担当者（代表者）名：倉元 賢一     所属： 共通教育  

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

座学との関係 

② 

4.67 4.0 座学と実習が交互に行えればよかったが，実習に時間がかかり

過ぎてしまうことがあった。 

内容の理解 

③ 

4.67 4.0 一般的な知識から，学校現場で使える知識へとつなげる工夫が

必要であった。 

知識の増加 

⑤ 

4.67 4.0 専門的な知識から派生した実践的な知識をどのように使えばい

いのか体現する場を設ける必要があった。 

板書・教材 

⑥ 

5 4.0 できる限り ICT機器を有効に利用し，個別最適化された学びに

添えるように，机間指導等を積極的に行なった。 

伝える工夫 

⑦ 

5 4.0 実際の学校現場での経験を織り交ぜながら，ケースによってど

のように対処するか議論しながら授業を展開した。 

全体評価 

⑧ 

4.67 4.0 栽培という性質上，天気に左右される場面も多く，実習と座学

のバランスが取りづらかった。 

登録者数＝4名： 受験者数 A＝4名： 単位取得者数 B＝4名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

中学校の技術・家庭科の技術分野の B生物育成の技術の中でも，特に植物の栽培に特化した授業展開を

おこなった。学校現場で特に必要な栽培の知識は，畑で行なう作物の栽培から花壇で行なう園芸まで多

岐に渡る。今回の授業では，その区別を無くし，一般的な苗づくりや土づくりについて行なったが，学

生のニーズとしては，学校現場ですぐに実践できる知識を欲していた。今後の授業の参考にしたいと考

える。 

 

 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 ８月 21日  

授業対象学科： 工学部教職課程      

授業科目名 ： 工業科教育法Ⅰ      

授業担当者（代表者）名： 大山良一       所属： 共通教育    

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.5 4.0 事前課題への取り組みが活きる授業を展開する。 

内容の理解度 

⑤ 

4.0 4.0 解りやすいプレゼン内容や資料の作成・配布に努める。 

授業時間 

⑦ 

4.2 4.0 授業計画どおり実施する。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.2 4.0 誠意の伝わる授業となるよう努力する。 

板書・教材 

⑩ 

4.3 4.0 パワー・ポイントと資料を活用した授業内容とする。 

理解への配慮 

⑪ 

3.5 4.0 学生個々の解度を確認しながら授業を進める。 

伝える工夫 

⑬ 

4.7 4.0 教材(ICT活用)の見直しを図る。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

2.7 4.0 グループ・ワーキングの時間を増やす。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.8 4.0 教師を目指す者として、自己学習の必要性について指導する。 

全体評価 

⑯ 

4.0 4.0 達成感及び 満足度の高い授業となるように努める。 

登録者数＝４８名： 受験者数 A＝４６名： 単位取得者数 B＝４６名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

高校(工業)の教員免許取得のための講義である。教師としてどうあるべきかと考えると学びの姿勢・自

己学習による知識の向上、そして思考力・表現力(教える力)を養う必要がある。それらを修得させる為に

教材・資料・講義内容等を改善し、充実する必要があると考える。 

 

 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3年 ８月 21日  

授業対象学科： 情報電子システム工学科  

授業科目名 ： 電気工学基礎概論     

授業担当者（代表者）名： 大山良一       所属：共通教育      

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.1 4.0 予習・復習の取り組みが活きる授業を展開する。 

内容の理解度 

⑤ 

4.3 4.0 視覚的に解りやすいプレゼン資料の作成に努める。 

授業時間 

⑦ 

4.8 4.0 今後も計画通りの授業展開を行う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.5 4.0 誠意の伝わる授業となるよう努力する。 

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0 パワー・ポイントと資料を活用した授業内容とする。 

理解への配慮 

⑪ 

4.5 4.0 学生個々の解度を確認しながら授業を進める。 

伝える工夫 

⑬ 

4.5 4.0 教材(ICT活用)を活かした講義内容に努める。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

3.0 4.0 学び合いの時間を設け、理解度向上に勤める。 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.0 4.0 自己学習の必要性について指導する。 

全体評価 

⑯ 

4.5 4.0 達成感及び 満足度の高い授業となるように努める。 

登録者数＝６５名： 受験者数 A＝５８名： 単位取得者数 B＝５８名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

電気工学の基礎内容の講義である。予習・復習による理解力向上を図るための課題や「学び合い」に

よる学生相互理解等の環境整備が必要と考える。 

 

 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 20日  

授業対象学科：   １学年（全学科）    

授業科目名 ：   基礎数学 Ｃクラス     

授業担当者（代表者）名： 竹下俊一       所属：  共通教育センター     

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

4.00 4.0 毎回、指導・指示を受けていたが、50.0%であったが、クラス

全員に終始徹底できるように工夫が必要。 

内容の理解度 

⑤ 

3.50 4.0 完璧に理解しているが 0%、ある程度理解しているが 50.0%であ

るので、工夫が必要と思う。 

授業時間 

⑦ 

5.00 4.0 授業時間の活用については適切に行っていると評価してもらっ

ていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

5.00 4.0 熱意についてもある程度の評価は得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

2.50 4.0 教材は十分であったが 0%だったので、もっと内容を伝える工夫

が必要と思う。 

理解への配慮 

⑪ 

4.50 4.0 理解度に十分に配慮が、50.0%であるが、まだまだ全員に理解

をさせる工夫が必要。 

伝える工夫 

⑬ 

4.50 4.0 よく工夫されているが、50.0%であったが、理解度の高い工夫

が必要と感じる。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

1.50 4.0 毎回他の人と討論するが、0%だったので、もっとクラス全体で

取り組む講義工夫が必要である 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

3.00 4.0 積極的に学習する態度が.0%、自ら考えた機会が多いが、0%で

あったので、もっと工夫が必要である。 

全体評価 

⑯ 

4.50 4.0 「大変満足」が 50.0%「満足」が 50.0%だが、今後もっと工夫

を進める必要がある。 

登録者数＝50名： 受験者数 A＝46名： 単位取得者数 B＝46名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：シラバスに従い、試験（70%）、ノート取得状況＆受講態度（30%）で評価した。 

学習目標の達成：合格者が 100％であったが、欠席オーバーの学生もおり、また欠席の多い学生も 

若干いるので、講義を通じて生活面の指導も行っていきたい。 

        復習や小テストを増やしもっと理解を深めさせたい。 

その他： 自由記述について、特に要望等はありませんでした。 

 

 



第一工科大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 20日  

授業対象学科：   ４学年（全学科） 教職課程   

授業科目名 ：   総合演習応用     

授業担当者（代表者）名： 竹下俊一       所属：  共通教育センター     

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.50 4.0 毎回、指導・指示を受けていたが、50.0%であったが、クラス

全員に終始徹底できるように工夫が必要。 

内容の理解度 

⑤ 

3.50 4.0 完璧に理解しているが 0%、ある程度理解しているが 50.0%であ

るので、工夫が必要と思う。 

授業時間 

⑦ 

5.00 4.0 授業時間の活用については適切に行っていると評価してもらっ

ていると思う。 

担当者の熱意 

⑧ 

4.50 4.0 熱意についてもある程度の評価は得られていると思う。 

板書・教材 

⑩ 

5.00 4.0 教材は十分であったが 100%だったが、もっと内容を伝える工

夫が必要と思う。 

理解への配慮 

⑪ 

4.50 4.0 理解度に十分に配慮が、50.0%であるが、まだまだ全員に理解

をさせる工夫が必要。 

伝える工夫 

⑬ 

5.00 4.0 よく工夫されているが、100%であったが、理解度の高い工夫が

必要と感じる。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

5.00 4.0 毎回他の人と討論するが、100%だったが、もっとクラス全体で

取り組む講義工夫が必要である 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

4.50 4.0 積極的に学習する態度が.50.0%、自ら考えた機会が多いが、

50.0%であったが、もっと工夫が必要である。 

全体評価 

⑯ 

4.50 4.0 「大変満足」が 50.0%「満足」が 50.0%だが、今後もっと工夫

を進める必要がある。 

登録者数＝15名： 受験者数 A＝13名： 単位取得者数 B＝13名：  比率（B/A）＝100％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

成績の評価基準：シラバスに従い、試験（70%）、ノート取得状況＆受講態度（30%）で評価した。 

学習目標の達成：合格者が 100％であったが、欠席オーバーの学生もおり、また欠席の多い学生も 

若干いるので、講義を通じて生活面の指導も行っていきたい。 

        復習や小テストを増やしもっと理解を深めさせたい。 

その他： 自由記述について、特に要望等はありませんでした。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 31日  

授業対象学科： 全学科          

授業科目名 ： 英会話入門        

授業担当者（代表者）名：徳山ティーダ       所属： 共通教育センター          

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 

3.5 4.0 自主学習のポイントに関する指導・指示がわかりにくいという学

生へのフォローをしっかりしていき、今後の改善に努めたい 

内容の理解度 

⑤ 

4.5 4.0 今回の履修者たちの基礎英会話力が高いので理解度は高かった

と思う 

授業時間 

⑦ 

4.75 4.0 十分に活用していると評価された 

担当者の熱意 

⑧ 

4.75 4.0 ほぼ全員熱意を感じると評価されたので今後も続けていけるよ

うに努めたい 

板書・教材 

⑩ 

5.0 4.0 十分であったと評価された 

理解への配慮 

⑪ 

5.0 4.0 全員十分に配慮されたと評価されたので今後も同じ評価をいた

だけるように努めていきたい 

伝える工夫 

⑬ 

5.0 4.0 よく工夫していると評価されたので今後も同じ評価をいただけ

るように努めていきたい 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会 

⑭ 

4.0 4.0 ペアワークやスピーチなどの機会を増やして自己表現力やコミ

ュニケーション力をもっと磨けるようにしていきたい 

自ら学ぶ態度 

⑮ 

5.0 4.0 今後も多くの学生が、積極的に学習する態度や知識をみにつける

ように努めていきたい 

全体評価 

⑯ 

4.0 4.0 全員満足できたと評価されたので今後も同じ評価をいただける

ように努めていきたい 

登録者数＝40名： 受験者数 A＝27名： 単位取得者数 B＝25名：  比率（B/A）＝93％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

実用的な英語が学べ、英語への苦手意識がなくなったと記述されたので今後も学生の意欲を掻き立てる

ような講義ができるように努めていきたい。 

 

 



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 1年全          

授業科目名 ： 基礎物理 C        

授業担当者（代表者）名： 福永 知哉      所属： 共通教育センター           

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導 

② 
4.22 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

内容の理解度 

⑤ 
3.53 4.0 

初めて物理を学修する学生が多いため、基礎事項を中心に丁寧

に行ったが。基礎的な問題をテストで確認したが、定着してい

るとは言いづらい。来年度は、定着することに重きを置き、内

容を復習する小テストを頻繁にする。 

授業時間⑦ 4.56 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

担当者の熱意⑧ 4.69 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

板書・教材⑩ 4.86 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

理解への配慮⑪ 4.58 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

伝える工夫⑬ 4.44 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会⑭ 

3.14 4.0 

基礎的な知識をつたえることが多いため、学生に自ら考える時

間を与えることが少なかった。小テストや課題などを与え、自

ら学ぶように仕向けたい。 

自ら学ぶ態度⑮ 
3.56 4.0 

ノートをとる時間、小テストや課題を与え、自宅でも積極的に

学べるようにする。 

全体評価⑯ 4.42 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

登録者数＝ 65名： 受験者数 A＝ 58名： 単位取得者数 B＝ 48名：  比率（B/A）＝82.7％  

総括（自由記述に対する対応含む）： 

項目番号⑦、⑧、⑩、⑪、⑫やアンケートのコメント（授業は分かりやすくて計算過程などもしっかり描

いてくれるので理解しやすかった。先生の教え方が丁寧で聞けば教えてくれた。等）を見る限りでは、

好意的な意見が多く授業自体問題はない。しかし、項目番号⑭、⑮ではアンケートの評点が他の項目と

比較して低くなっている。昨年度との変更点で復習型ではなく、予習型の課題を moodle にアップした

り、Zoomで出したりしたが、あまり良い結果ではないと思われる。やはり、初めて物理学を学ぶ学生に

は、講義で習ったことに対する、レポートや小テストでの確認のほうが、基礎学力は定着すると思われ

る。来年度は、対面授業の際には、小テストを印刷して準備し、課題として出し、次の授業ではその解説

を行い、自分で採点をさせ、回収するという流れを取り成果を見たい。 

  



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 1年全          

授業科目名 ： 基礎数学          

授業担当者（代表者）名： 福永 知哉      所属： 共通教育センター           

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導② 4.05 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

内容の理解度⑤ 
3.79 4.0 

高校在学の際、数学Ⅰしか学修していない学生が多数いたた

め、基本事項プラス、三角関数や 

授業時間⑦ 4.66 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

担当者の熱意⑧ 4.84 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

板書・教材⑩ 4.68 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

理解への配慮⑪ 4.61 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

伝える工夫⑬ 4.75 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会⑭ 

3.27 4.0 

基礎的な知識をつたえることが多いため、学生に自ら考える時

間を与えることが少なかった。小テストや課題などを与え、自

ら学ぶように仕向けたい。 

自ら学ぶ態度⑮ 

3.79 4.0 

Moodle上に小テストを毎回アップし自主学習を促した。また、

わからないところを google formsを用いて拾い上げていった。

そこそこ効果はあったような気がする。 

全体評価⑯ 4.29 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

登録者数＝66名： 受験者数 A＝66名： 単位取得者数 B＝52名：  比率（B/A）＝78.7％  

総括（自由記述に対する対応含む） 

項目番号②、⑦、⑧、⑩、⑪、⑫やアンケートのコメント（難しいとは感じますが分かるまで説明してく

れて助かります。私は先生も先生も授業もいいと思います。もんだいないと思います。等（原文まま））

を見る限りは授業自体は問題ない。今回は新しい試みとして講義終了後に毎回 Google Forms において

アンケートを取り、どこが分からなかったか。どこが復習したいか。などを事細かく調査し対応する授

業を行った。真面目にアンケートに答えてくれる学生や積極性がある学生は積極的に答えてくれ、有意

義なものになったと思うが、問題は意欲のない学生にたいするアプローチをより考えていかなければな

らない。 

  



第一工業大学 FD委員会 

授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（授業改善計画書（令和令和令和令和 3333年度年度年度年度    前期前期前期前期    講義）講義）講義）講義）    

１．授業アンケート結果に基づいて、授業科目ごとに記載して下さい。 

２．複数で担当されている科目は、アンケートに応じて代表者の方あるいは分担者が記載してください。 

３．作成した計画書は 9月 3（金）までに各学科 FD委員宛にお送りください。 

記入年月日 ： 令和 3 年 8月 19日  

授業対象学科： 3年全          

授業科目名 ： 就業力演習（キャリア教育） 

授業担当者（代表者）名： 福永 知哉      所属： 共通教育センター           

評価項目 

項目番号 

アンケートの評点 
現時点での自己評価と改善の方策 

今回 目標 

自主学習指導② 

3.89 4.0 

テキストのページ指定をして、解くようにとの指示は毎回

Zoom 上でお知らせをしていたが、確認はしていない。来年度

は、簡易的なソフトを用いて課題を実施しているかの checkを

実施することを予定している。 

内容の理解度⑤ 4.22 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

授業時間⑦ 4.69 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

担当者の熱意⑧ 4.50 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

板書・教材⑩ 4.66 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

理解への配慮⑪ 4.45 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

伝える工夫⑬ 4.53 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

ｱｸﾃｨﾌﾞな機会⑭ 

3.43 4.0 

積極的な学生は、講義終了後に Zoomの機能を用いて質問や不

安などを相談していた。積極的でない学生は遠隔のため、どの

ような姿勢で受講していたかわからない。Zoom 上にてアンケ

ートや積極的な会話をしていただけるよう外部講師の方にも

協力していただけるようお願いをする予定。 

自ら学ぶ態度⑮ 4.28 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

全体評価⑯ 4.20 4.0 非常に高評価であったため、今後も継続していきたい。 

登録者数＝ 152名： 受験者数 A＝ 147名： 単位取得者数 B＝ 139名： 比率（B/A）＝ 94.5％ 

総括（自由記述に対する対応含む）： 

この講義は、就職入社試験の筆記対策だけでなく、外部講師の方を招き、現在の就職状況を伝えたり、

面接の受け方やその準備、マナー講座など様々な角度から就職を支援している。今年も全講義、Zoomを

用いて実施したため外部講師の方も遠隔授業を実施していただいた。 

 基本的には高評価であったが、学生のアンケートコメントに「外部講師の話はリアルタイムで受講し

たかった。」などがあったため、コロナが治まれば、マナー講座や、集団面接の礼儀などは実際に学生に

演じてもらうほうがより実感してもらえ効果があるように思う。また、適性検査テストや SPIテストは

学生に配布し各自で実施する形となったが、より厳格な雰囲気でできるように集団受検できるようにし

ていきたい。 

 

 


