
H27 前期 自由記述 初修Ⅰ 1

平成 27 年度前期 授業評価アンケート （全学共通アンケート） 自由記述欄 全回答

初修外国語Ⅰ ドイツ語Ⅰ，フランス語Ⅰ，中国語Ⅰ，韓国・朝鮮語Ⅰ

教育開発センターが学内の全科目を対象に実施している授業評価アンケートには自由記述欄が設けられています。以下，松江キャン

パスで行われているドイツ語Ⅰ，フランス語Ⅰ，中国語Ⅰ，韓国・朝鮮語Ⅰに寄せられた全回答をまとめました。

【自由記述欄の回答者数】

ドイツ語Ⅰ 188

フランス語Ⅰ 58

中国語Ⅰ 183

韓国・朝鮮語Ⅰ 158

合計 587

 公表に際し，具体的な外国語名や個人名が特定できる箇所は伏字としましたが，それ以外はすべて原文のまま掲載しています。

 良かった点，改善すべき点ともに「特になし」等のコメントについては，省略しました。

 回答に対する教員からのコメントについては，大学全体の取り組みとして，別途公表されることになっています。

アンケートへのご協力ありがとうございました。

No.

この授業のよかった点は何ですか？ 具体的な例を挙げて答

えてください。

（回答しない人は「特になし」と書いてください）

この授業の改善すべき点は何ですか？ 単なる批判ではなく，

授業の改善につながるような建設的な意見を書いてください。

（回答しない人は「特になし」と書いてください）

1 ○○語のことを知ることができた点 特になし

2
○○人の先生と発音の練習をすることで、生の○○語に接す

る機会が増えてよかった。
特になし

3 ネイティヴの発音が聞ける 特になし

4
リスニング・リーディング・スピーキングの全てができて退屈に

ならなかった。
特になし

5 会話練習ができたこと 特になし

6 会話練習もできたこと。 みんなが出されたリスニングの課題をやってくるとよい。

7 先生がかわる点
学生がわからないときの先生の接し方が、責めているようであ

まり好きではなかった。

8 先生の発音 特になし

9 先生方がとても丁寧に説明してくださったところ 特になし

10
発音が複雑な○○語だが、先生のおかげでただしい発音を身

につけることができた。
特になし

11 文法と会話で週 2 回授業があること。 特になし

12
文法のポイントを整理して、分かりやすく教えてくれたこと 会話

の練習も多くあったので、発音が身についたこと。

火曜日１コマではなく、２コマめ以降に移したほうが良いと思い

ます

13 隣同士でのスピーキング練習 受け身の授業は良くないと感じた

14
・ペアでの音読、発音練習 その時の先生の指導 ・外国のニュ

ースを見ること
特になし

15 100 秒ニュース。 もう少しテンポよくてもいい回があった。

16 しっかりと学ぶことができた 特になし

17 ○○の文化も紹介してくれたこと 特に無し

18 ネイティヴの発音が聞けること

もっと文法について詳しくわかりやすく説明してほしい。週 2 の

授業で発音よりも文法の説明が最初の曜日でないと頭に入っ

てこない。

19 会話の練習が多かったところ 特になし

20
会話練習が授業中に先生が教室内を回って教えていただいた

こと
特になし

21
講義の内容を「文法・書き」と「会話・聞き取り」に分けて、より具

体的に講義の内容を教えていたこと
特になし
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22 動画を用いて○○語に触れられた事。興味が湧いた。 特になし。

23
念入りに読みの練習を行ったり、黒板を使いわかりやすく、説

明をしてくれた点
特になし。

24 発音の反復練習。 学生が発表したら反応して欲しい。

25
文法の授業でニュースを見て内容を把握するという取り組みが

あって座学だけではなかったことです。
特になし

26
○○先生の授業。とくに会話練習。あと、単語などをその都度、

丁寧に説明されていたところ。
とくになし

27
○○語について学べる ○○の文化を知れる 外国に興味が

持てる
特になし

28
○○語に興味があったので、学べて良かったです。 ○○に行

った時に使えたらいいなと思いました。
特にありません。

29 ○○語を学ぶことで少し○○に興味を持つことができた 特になし

30 ペア学習で発音をすること 特になし

31
一時間ごとに一つの単元をしっかり取り組めてスピード的にや

り易かったです。
特になし

32
実際に○○の先生に教えてもらえることで本場の発音が聴け

たことが良かった。

○○先生の声が小さくて時々聴き取りづらいことがあったの

で、できればもう少し大きな声で話してほしいです。

33 主に文法を学ぶ時間と発音を主にする時間を分けてあった点 特になし

34 進度がゆっくりだったのでついて行きやすかった ないです

35
中間試験がありその際に今までの学習内容をまとめる機会が

あった点
特になし

36 特になし 授業の進むスピードがはやい。

37 発音 特になし

38 発音をすることが多かった点。 特になし

39
発音練習などがあった点 授業終わりに復習用のプリントが配

られていた点
特になし

40 文法と発音を分けて教えてもらえたこと。 特になし。

41
本場の発音は○○先生が教えてくれて、文法などは○○先生

が教えてくれたので、とてもよく理解することができました。
特になし

42
ただ文法を学ぶだけではなく、話すこともきちんと学べるように

なっていたこと。
特になし

43 ○○の豆知識なとを聞くことで、さらに○○に興味が湧いた。 特になし

44 ○○語の基本的な知識を得ることができた。 特になし。

45
○○語を一から学べたことと、ネイティブの発音が毎週聞ける

こと。
特になし

46
ペアワークをすることなどで、実際に発音してみる点がよかっ

た。
２つのコマの進行具合のズレがきになった。

47 会話と文法と分けて授業していた点 特になし

48 楽しい雰囲気 わかりやすい説明 特になし

49 授業中にまんべんなく当てていて、発表機会がしっかりあった 特になし

50
週に２回授業があるので、分からないところがあれば頻繁に先

生に聞くことができた。
特になし。

51 先生の説明がわかりやすかった。 特になし

52
先生方が○○の文化に関するお話もして下さり、印象に残る授

業だった。
特になし。

53 全員理解を目指してやっていたと思われる。 特になし。

54 全体的に丁寧でした。 特になし

55 復習の教材をもらえた事 特になし

56
文法と会話の授業が別れていて、一週間で１つの課を進める

のでとても分かりやすかった。
特になし

57
文法中心と会話中心に分かれていたこと。 ペアになって○○

語を話す機会が多かったこと。
特になし

58 2 人一組での会話練習 特に無し

59 ネイティヴの授業を受けられた。 特になし

60 ネイティブと日本人両方の先生がいたこと 特になし
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61 わかりやすかった 特になし

62 英語以外の言語を学ぶのは新鮮な経験だった 文法と発音の授業がもっと連携してほしい

63 解説が、とても丁寧だった。 特になし

64
覚える場所を黒板に表として書いてくださったので、非常にわ

かりやすかった
特になし

65 覚え方などを教えてくださったので勉強しやすかった。 特になし

66 学生が参加できてよかった。 特になし

67 教材が見やすくて分かりやすい 特になし

68
○○先生の文法説明が分かりやすかったのと○○先生の会話

練習などで話すための知識が身についた点。
特になし

69 自分で実際に声を出して読む点 特になし

70
実際に会話練習をして○○語の発音を学んだり、演習問題を

解いたりして○○語をより確実に定着させようとしていたこと。
特になし。

71 説明がとても丁寧だった 特になし

72 説明がわかりやすかった。 特になし

73 発言の機会があった 特になし

74 隣の子と、教科書見ながらでも○○語で話す 特になし

75
2 人組になって対話の練習が出来たので簡単な○○語での対

話や発音をしっかりと勉強できた
特に無し

76 Speaking があったこと 進むのが速いところがあった点

77 きちんと発音の指導をしてくれる。 特になし

78

○○先生からは○○語の発音や会話を通して、リスニング能

力が身についた。○○先生の授業では単語や○○語の文法

や規則を学べ、とてもわかりやすかった。

特になし

79
ジョークを交えた解説がとてもわかりやすく、理解しやすかっ

た。
特になし

80 テストが暗記試験なところ。 特になし。

81 テストの範囲を細かく教えてくれたところ 特になし

82 テスト範囲が分かりやすく、勉強しやすかった 黒板に書いた文字がたまに読み取りづらい

83
○○のニュースを見ることがとても楽しみだった。 ペアでの練

習が多く実践的だった。
特になし

84 ペアワーク
どこを今やっているかを明確にして欲しかった 板書の文字が

よみにくい

85 ペア練習があって実践的な感じでよかった 特になし

86 会話の練習ができる点。 特になし

87 結構声を出すこと。 特になし

88
実際に○○語で話す機会がたくさんあった。 ○○の歌やニュ

ースなどで○○の文化に触れることができた。
特になし

89
実際に○○人の先生と日本人の先生が担当することによっ

て、語学勉強をより身近に感じられたこと
文法の解説、説明をもうすこしわかりやすくしてほしい

90 実際に声に出して発音練習をするところ 特になし

91 授業が分かりやすかった。 特になし

92
授業の最初に毎回 100 秒ニュースを見せてくださったりと○○

について興味がわくような工夫があった点がよかった。
特になし

93
授業の内容が分かり易かったこと 百秒ニュースが興味深かっ

たこと
特になし

94 授業進行がちょうど良かった。 特になし。

95
出席を適切な方法でとること。 詳しい解説があること。 声を出

して、○○語を音から学ぶことができること。
特になし

96 先生や友達と楽しく会話が出来て、友達などが出来た。 特になし

97
読みと書きの二回に講義が分けられていたので、やりやすかっ

た
特になし

98 発音練習楽しかった 特になし

99 文法と本文の両方を分けてしっかり学習できた点。 特になし

100 ・授業の最初に、○○語でニュースを見る時間があり、とても楽 特になし
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しかった。○○語をより身近なものに感じることができた。また

動画で生きた○○語を聞くことによって、教科書からだけでは

なく、リスニングから○○語を勉強し、理解することができ

た。 ・授業の中で他の学生と対話する時間が毎回設けられて

おり、スピーキングを通じて、○○語を学ぶことができた。 ・先

生は質問に行くと、親切に分かるまで説明してくれた。オフィス

アワーでは、分からないところがたくさんあったが、1 時間以上

勉強を教えて下さった。 ・○○語だけでなく、○○という国や文

化にも興味を沸かせてくれる授業であった。 ・もっと○○語を

一生懸命勉強し、身に付けたいと思わせてくれるような楽しい

授業だった。

101 1 つ 1 つ丁寧に文法事項を説明してくれた。
後半から突然授業のスピードが上がってわかりにくいところが

あった。

102 テストの範囲が明確に分かること。 特になし

103
○○語の授業が たのしみだなぁ と 思うようにしてくれた

事。
特になし

104
ネイティブな○○語を生で聞くことができ、違う発音をしていた

らわかりやすく教えてくれる点。
特になし

105 ペアでできる所 特になし

106
英語以外の外国語だったので単語などから文化の違いが見え

てきた
特になし

107
月曜日のニュースで、生の○○語を聞いたこと。 ○○人の先

生から発音をしっかり学べた。
特にない

108

語呂合わせが覚えやすかったことと、テスト範囲が明白で何を

勉強すればいいか分かりやすく、自然と少しずつ理解が深まっ

た

丁寧な板書

109 正しい発音をしっかりと教えてくれた。 特になし

110

○○先生の方は間に休憩を挟んでくれて集中して勉強できた。

○○先生は時々冗談を混ぜながら話してくれて面白かったと思

います。

特になし。

111 説明が丁寧で、理解しやすかったこと。 特になし。

112 先生が親身に教えてくれた。 特になし

113 先生の発音がよかった点 特になし

114 特になし なしで

115 特になし

授業中順番に当てていくと、自分があたるところだけを考えて

それよりも前のところの話をきけなかったりするので当てていく

のはあまり良くないと思います。少し時間をあげるか宿題にし

て、先生が解説する方法をとれば、しっかりと話をきけて理解も

深まると思います。

116 日常で使ってる言葉の○○語訳が知れておもしろかった点 特になし

117 頻繁に発音をしたこと 特になし

118 文法の説明 単語の説明 特になし

119

木曜に発音、月曜に文法とすることがはっきりしていたので予

習しやすかった。自分は英語の Speaking が苦手だが、○○語

は発音などを毎回一時間したので○○語の Speaking は得意に

なった。

特になし

120 1 人の先生が週 2 で教えてくれたこと。 特になし

121 テキストがとても分かりやすかった。 特になし

122 テストでしっかり点が取れた 特になし

123 ○○に親しみを持てたこと 特になし

124
○○語の基礎を学んだことで、○○語圏への興味や旅行に意

欲が生まれたことが良かった。
特になし

125

英語とは全然違って新鮮でした 毎回当たるとわかってるので

必ず予復習しなくちゃいけないのも 逆に理解が深まってよかっ

たです。

特になし

126 教授が丁寧に指導してくださった点。 特になし。

127 授業の進め方が分かりやすかった。 特になし
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128 授業の進行具合がちょうど良かった点 特になし

129 授業中に当てられ、回答したこと 特になし

130
先生の説明がわかりやすく、声がよくきこえた。また学生ひとり

ひとりに問題をだして理解を深めることができた。
特になし

131 全員が授業で当たること とくになし

132 特になし
文法の説明を発音の時間をなるべく削って多く時間を取るべ

き。

133 毎回当ててくれるので頭に入りやすい 特になし

134 2 人の先生が授業してくれた. 特になし

135 ○○先生による本場の発音が聞けるところ 特になし

136

○○先生の授業では、隣の人と会話練習をすることで、授業に

楽しく積極的に参加できるところがよかったと思う。 ○○先生

の授業では、文法を丁寧に解説されていたので、理解しやすく

てよかったと思う。

特になし

137 ダイアログの度に書き取りの復習をしてくれること 特になし

138 たまに映像を見れる 会話がたくさん出来る 特になし

139 ○○のニュースを見ること 授業中に勝手に人を当てること

140 ○○の国や文化の違いを知ることができた 同じことの繰り返しで飽きる、無駄な時間が多い

141

どちらの授業も教科書に準拠しておりその時間何を学んでいる

かわかりやすかったこと。 教科書がわかりやすかったこと。

文化の紹介があり興味を持ちやすかったこと。

自分で家でやってくるべきとも思うが、穴埋め練習の前に一回

教科書を見ながら CD を聞かせてもらえると覚えやすいと思っ

た

142
ペアになって音読したり、質問の受け答えをすることでコミュニ

ケーションをとることができたこと。
特になし

143 ペアの練習 出席点を高くするべきだと思う

144

英語以外の外国語が初めてだったので不安だったが、やって

みるととても興味がわいた。 言語が○○語の国にも興味をも

てた。

○○先生の文法の説明をもう少しゆっくりやってほしい。

145 課題が少なかった 特になし

146 会話の練習が多く、○○語の発音を学べた。 特になし

147
授業の合間に○○語の動画などが入ってちょうどいい息抜き

になっていた 授業の後の質問の対応が丁寧だった
特になし

148

授業の中で 2 人組で会話を練習する時が何度もあったので、

実際に声に出してみると単語や文法を覚えたりしやすかったで

す。

練習問題の答えを聞き逃したり、口頭では単語がわからなかっ

たりしたので解答例のプリントを配っていただけたら、テスト勉

強しやすいです。

149

○○先生の授業では、毎回授業の始めに 100 秒ニュースがあ

り、それによって生の○○語に触れる機会があったことがよか

った。○○先生の授業では、音読やペア練習など主体的に参

加できる授業スタイルであったのがよかった。

特になく、今のままで十分に良い授業であると思う。

150 説明が分かりやすかった 特になし

151 説明が分かりやすかった点 特になし

152 先生が面白かった点
板書で○○と○○の見分けがつかないときがあったので、見

分けがつくように書いてほしい点

153 先生の指導がよかった 特になし

154 特になし 教科書が分かりにくい。

155 特になし 教科書を安くしてほしい。

156 本文の音読 特になし

157 ○○先生の字が綺麗 特になし

158 ○○のニュースを毎回見せてもらえるのは楽しくてよかった 特に思い当たりません

159 ○○の文化も取り入れていただいたこと 説明が、簡略で理解に少し時間がかかる点

160 ○○語の基本的な部分を理解することができた。 特になし

161 ○○語を学べたこと。 特になし。

162 とても理解しやすい授業だった。 特になし。

163 ネイティブスピーカーの先生から○○語を教えてもらえた。 特になし

164 ペアワークで対話の練習ができたこと。 特になし

165 わからないです わからないです
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166 わかりやすかった。授業の雰囲気が良かった。 特になし

167 楽しくわかりやすい授業だった 特になし

168 緩さと厳しさ 文法の解説

169 最初の○○のニュースが良かった。 特になし

170 試験が易しい 小テストやレポートなどの課題がなかった 特に無し

171 実際に音読する練習ができたことでより理解が深まった。 特になし

172 授業が楽しかった。 特になし。

173
松江の出雲の授業で完結していて、いろいろな先生に学べた

ので視野が変わってよかった
ない

174
○○先生の○○ニュースを見せてくれたり、音楽を聴かせてく

れる時間が有益だった。

○○先生の授業は生徒を当てるなど、緊張感をふや工夫が必

要だと思う。

175
○○先生も、○○先生も熱心かつ楽しい授業を心掛けてくださ

ったことです。
特に無いです。

176 説明が簡潔でわかり易かった 特になし

177
説明が日本語でされていたり、黒板で説明する際に色分けして

あって、より○○語を容易に理解することができた点。
特になし

178 先生が素晴らしかった。 特になし

179 先生が分からない所もきくと丁寧に教えてくださった。 特になし。

180 先生が面白く、楽しく授業を受けることができた。 特になし

181 先生が優しかった点。 特になし。

182 先生の教え方が面白かった。 少しスピードが早い。

183 先生の説明がとても丁寧で分かりやすかった。 特になし

184 先生の熱意が感じられた。 特になし

185
発音を重視してやってくれたこと。 文法も丁寧に教えてくれた

こと。 100 秒ニュース。 音楽を聴くこと。 終わり次第帰れる。
特になし

186

毎回○○語の発音が学べたこと。わからない部分、疑問につ

いてその質問にすぐ答えてくれること。また、教科書に載ってい

ない慣用的な表現を教えていただけたこと。

特になし。

187 毎回ネイティブな○○語に触れる機会があったこと。 特になし。

188 量は多かったが、リズムが良く、学びやすかった
授業で学ぶ量が多く、テストを簡単にしないといけないのは分

からないでもないが、それだとあまり意味がないと思う。

189
授業のスピードがちょうど良かったです。実際に習った○○語

を喋る機会が多くて良かったです。

生徒側に覇気が無かった。時間帯を変えれば多少変わるのか

なと思います。

190 ネイティヴに授業をしてもらえること ペラペラと○○語で話されてもあまり分からなかった

191 ○○の様子について聞けたこと。 特になし

192 ○○語の発音をネイティブの先生に教えてもらえてよかった 特になし

193 挨拶など普段でも使えそうなことが学べたところ。 特になし。

194 会話の練習が出来たこと 特になし

195
実際に発音したりと参加型授業であったため、理解しやすかっ

た。
特になし

196 テスト対策の時間があった。 特になし

197
○○のいろいろな知識な体験談を話してくださり、とても楽しい

授業だった
特になし

198 ○○の文化が知れた。 特になし

199
ペアワークの時間が多いこと。○○についての知識が増えたこ

と。

文法の説明がもっとあるといい。全体的に説明がもっとあると

いい。

200 会話の授業があったことと、文化面の話があったこと。 特になし

201 会話や発音も一人一人確認してくださったこと。 特になしねんけど

202 活動的な学習内容で身に付けやすかった。 特になし

203 教材や先生の説明が分かりやすかった テキストにもう少し日本語での説明が欲しかった

204 声が非常に大きく教室の後ろの方まで聞こえました 声が大きすぎる、返事してるのに聞き取ってもらえない

205 先生の声が大きいところ 板書を綺麗に書く

206 特にありません。むしろ悪い点の方しかないように思います。

・いきなり大きい声を出すので、ビックリする。・板書がまとまっ

ておらず、非常に分かりずらい。日本語での説明書きもないた

め、何を説明しているかが理解できない。・学生に問題を当て
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た際に、間違えたらものすごく怒ってくる。また、学生のことをバ

カにしたような態度をとることも度々ある。 ・教科書の文を説明

しているときに、頻繁に無駄話をするため、授業内容が頭に入

ってこない。また、無駄話のせいで30分程度で終わると思われ

る文に 1 時間もかかることがあり、授業が進まない。・自分で授

業を遅らせているにも関わらず、このクラスの授業は他のクラ

スよりも遅れていると言われ、嫌な気分になった。・○○人の先

生と明らかに発音が異なっており、分かりずらい。

207 特になし きちんとした授業を展開して欲しい。 無駄話が多い。

208 特になし
先生が、分かっている前提で話をされるが、1 から教えてもらっ

ていないので何の勉強をするべきなのかもわからない。

209 特になし。
主語や述語についてなんの知識もないのにいきなり例文を出

されることが多く、文法を理解できなかった。

210 発音の練習をしっかりとっていた点 特になし

211
発音練習をする際、クラス全体が積極的に取り組もうとする雰

囲気、環境づくりができていて、学習しやすかった。

文法や課題に対する説明が不十分だと思うので、課題の要項

を強調するようにしたりして分かりやすくするべき。また、会話

文に対する解釈が主観的、個人的なもので理解し難い。なの

で、教科書自体に説明をつけたり、もしくはそういった解釈をす

る必要を減らし、できるだけ会話文を多めにするなどして改善

を図るべきだと思います。

212 文化なども学べたこと 特になし

213
文化面についても触れてもらい、私の興味があったことを深め

られたこと
小テストがあれば嬉しかったです。

214 様々な観点から○○語を学ぶことができて、よかった。 難しい授業内容なので、もう少し詳しい説明がほしい。

215 いろんな人と会話できる 特になし

216 ○○語や○○の事を深く知れた。 特になし

217 ○○人の授業を受けられたこと 特になし

218 ペアで○○語を話す時間があったので、わかりやすかった。 特になし

219
実際に会話などを通して行う授業が多かったので初めて学ぶ

言語には効果的で能動的に行うことができた。
特になし

220 先生がおもしろかったのでとても授業に参加しやすかった。 特になし

221 特になし 難しかったのに 間違えると怒られるのは嫌だった。

222 二人組での会話の練習 もう少しゆっくりと発音をしてほしい。 単語ごとに区切るなど。

223 ネイティブな○○語の発音を聞けた 特になし

224

教科書が手作りのものであり、分かりやすいように編集されて

いたので、使いやすかった。週に二回の講義を、一方は文法、

他方は会話というように分けてあったので、分かりやすかった。

文法の授業であっても、○○の文化について聞くことができた

ので、○○への理解を深めることができた点がよかった。

特になし

225 声を出すこと 発音をはっきりしてほしい

226
先生が積極的に学生に関わってくれてとても理解することがで

きました。
特にないです。

227 先生が優しい 特になし

228 発音をくりかえしやることでわかりやすかった 特になし

229 本場の○○語を聞けたこと 特になし

230 テキストのデザインがよかったです。
毎週、簡単な復習ワークプリントを配って頂ければ、より深く知

識の確認ができたかなと思います。

231
テスト範囲が明確で対策をしやすかった 先生が質問に丁寧に

答えてくれた
覚えるべきことを明確にすることです、

232 ○○の写真がテキストにたくさんあった ノートに文法をまとめる風な授業をしていただきたかったです。

233 ○○後の文法を詳しく学べたこと。 特になし。

234
○○語だけでなく、○○という国のことについても理解を深める

ことができました。
特になし。

235 基本的な文法を習得できた 特になし

236
教科書が手作りで○○語の勉強だけでなく○○の文化にも触

れた内容があった点。 会話文のストーリーがずっとつながって
特になし
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いたので楽しみながら学習できた点。

237 宿題がでないこと
文法の説明を本文を読むなかでもう少し丁寧に一つ一つ上や

っていただければ学習効果ぎ上がると思う

238

水曜日と金曜日で先生がかわるため毎回の授業が新鮮だっ

た。 金曜日は会話の練習が多く他の○○語選択者と話す機

会になった。

特になし

239 声が大きく聞き取りやすかった 特になし

240 先生の○○に関する話。
主語、動詞の種類等をまとめて説明した後に 文章に入ると、

もう少し理解がはやまった気がします。

241 特になし もう少し文法を丁寧に説明してほしい。

242 日常生活の具体的な場面をあげて例文がつくられていたこと。 もっと文法の説明を体系的にわかりやすく行って欲しかった。

243 発音学習。 文法をもっとやってほしい。

244
普段授業中に発言しない私でも話す機会が与えられ、苦手克

服の助けとなった。
特になし。

245 文法の説明がわかりやすかった 特になし

246 話が面白い 文法が断片的で体系的に理解しにくかった

247

・先生が分かりやすく教えてくれるし、優しいし、面白い。 ・単

語の分かりやすい覚え方を教えてくれる。 ・単語で出てきた○

○の食べ物や土地などについても教えてくれて、○○と日本の

違いなど知らなかったことが知れた。

特になし

248 ・先生の話し方が分かりやすかった 特になし

249

まず発音から取り組んだことで、○○語を学んでいると感じ、や

る気が上昇した。文法の学習に入っても、読み上げがあり、発

音を忘れにくくなっていてよい。

小テストがあるのはいいが、週二時間のうちどちらを小テスト

にあてるか具体的に決定してくれた方がよかった。

250
一人でするのではなく、全員で声をだして練習をしたり、隣の人

と確認する時間がある事がとても良かったと思う。
特になし。

251 楽しく学ぶことができた 特になしと

252 作文練習や発音する時間が多くとられていた点。 特になし。

253 色々 もう少し演習問題多くてもいいかも、

254 説明がわかりやすい。 特になし

255 説明が分かりやすかった点。 特になし。

256

先生が、○○事情も詳しく教えてくれた点。○○の文化と日本

の文化は違うので、言葉の成り立ちや使い方のちがう理由を

詳しく知れて良かった。

特になし

257 先生がハキハキ授業を行って下さったこと 特にありません。

258

先生の教え方がとてもわかりやすかったこと。 実際に○○の

お金をみせてくださったり、色々な○○の話を聞かせてくださっ

たことで、○○に対する興味がわいた。

特になし

259 先生の説明が非常にわかりやすい。 今のままでいいと、思います。

260

先生の話がわかりやすく、面白かった。○○の文化も所々で聞

くことができて良かった。○○が面白かったし、多少○○の発

音に慣れることができた。小テストが定期試験のテスト勉強に

なって良かった。

もう少し詳しく説明してほしい部分があったので大事な説明は

ゆっくりしてほしい。

261 先生の話がわかり易く、てきぱきと授業が進む点。
説明のスピードが早く、まだ理解しないうちに練習問題に移る

点。

262

多くの生徒が取っているので、わからなくても質問する友達が

多いこと。先生が他の外国語の先生の人数に比べて多いこと。

将来に繋がりそうなこと。

もっと実践の問題を出してほしい。文法の説明をされて、単語

を覚えても、実際に使う場が少ないとあまり定着しないように思

う。

263
○○、日本のことと関連させた授業展開で、分かりやすく面白

かったです。
特になし

264
○○に興味が出てきたこと。 発音練習があること。 文法の詳

しい説明があること。
特になし

265 ○○の文化についても教えてもらえたこと。 特になし

266 ○○の文化についても触れることができた点。 特になし

267
○○語の文法だけではなく、文化的な話を聞くことができたこ

と。
特になし

268 ○○人の先生に○○語を学ぶことができたこと。 特になし
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269 発音から入ることで、○○語の文字が覚えやすくなったこと。 特になし

270 発音など正解するまで繰り返し教えてくださった点。 特になし

271
本や映像では分からない、○○の文化などを知ることができで

よかったです。

初めて単語を読むとき発音が分かりにくいところがあるため、

初めてのときは先生について読んだ方が理解しやすいです。

272 毎回配布されるレシュメが分かりやすかったこと 特になし

273
話を聞くだけでなく、実際に発音をすること。小テストでより理解

を深めれた。
特になし。

274
・○○が将来性のある国であると分かったこと。 ・○○先生の

話が興味深かったこと。
特になし

275
1 つの課が終わるごとに小テストがあり、どのくらい理解できて

いるか把握できる点。
特になし

276
インターネットを使用し、○○語だけでなく○○文化や現在の

○○情勢についても授業が行われた点。
特になし

277

これからの社会でどんどんメジャーな言語になっていくであろう

○○語をこの時期に学べたことが大変良かったことであると思

っている。将来○○語がメジャーになったときに全く話せないよ

りは少しでも話せたほうが絶対に良いと思うから、かなりために

なったと思う。また、○○の文化に関する映像を見る機会もあ

って、知らなかったことを知ることができたし、今の○○の現状

を知り、これから変わっていくことがよくわかったのでこれから

の○○に期待することもできた。

特になし

278
ただ言葉だけでなく、文化などの話もあって、○○という国につ

いても知識を得られたこと。
特になし

279
たまに授業内容だけでなく、○○に関することも教えてくれた

点。
特になし

280 テスト前の対策をしっかりしてくれるところ 特に無し

281 ペアでの活動。理解の足りない部分を補いあえたので。
もう少し整理して板書していただけると理解しやすいときがあり

ます。

282

ほぼ毎回○○の現状、文化について、先生が教えて下さった

事。○○語を学ぶだけでなく、その背景である○○文化も学ぶ

ことが出来た。

特になし

283
暗唱がほとんど毎時間あったため、文法が頭に入りやすかっ

た。
特になし

284 以前より○○に興味を持つようになった点 特になし

285
教員の授業の進め方が自分に合っていて、内容が理解しやす

かった。
特に無し。

286
教科書の内容だけでなく、○○の現状や文化などを知ることが

できたところ。
特になし

287

繰り返し声に出して音読する練習ができたこと、○○語の学習

のみではなく現在の○○社会の様子とその問題点についての

話も聞けたこと

もう少し大きな声で喋ってほしい

288
言語を習得するにはどうすれば良いかをはっきりと示し、適度

に復習を挟んでおられたこと
特になし

289
語学だけでなく、○○の文化や国内情勢について触れることが

できた点。
特になし。

290 質問に対して、丁寧に応じてくださる点。 特になし

291 授業のゆっくりとしたペースが良かった。 終わる時間がもっと早い方が良かった。

292 授業の流れが決まっており予習・復習がしやすかった。 特になし

293

授業内で分かるように、ゆっくり指導してくださった点です。発

音を友達と練習する時間があり、確認できたことが良かったで

す。

特になし

294
小テストの前に復習をしてくれるので、自分では分からなかっ

たところを確認できる。
特になし

295 新しいことが知れるのが楽しい もっと沢山授業あってほしい

296 人柄が良い先生だった点。 特になし

297
先生が丁寧に教えてくださったこと。 ○○語の文化に対する

映像を見せてくださったこと。
特になし

298 先生が丁寧に教えてくれた所や○○の時事問題を学べたこと 特になし
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299
先生のお話から、○○語の将来性を感じ、○○語を選んでとて

も良かったと感じ毎回の授業に参加できている。
特になし

300

先生の解説がわかりやすかったことと、最近の○○の様子に

ついて話していただいたり、ビデオを見たりして、日本の報道で

は知ることのできない○○を知れたことです。

特になし

301 先生の人柄 授業を受けることで心にゆとりが生まれた。 とくにありません。

302
先生の説明が分りやすかった。○○の時事問題の紹介がよく

あった。
特になし。

303 ○○に関する動画が見れたこと。 特になし。

304 ○○に対する考え方が変わった。 特になし

305 ○○の文化について理解が進んだ 特になし

306 ○○の様々な点をいろんな視点から見ることができたこと。 特になし

307
○○語だけにとどまらず、○○という国について、楽しく学ぶこ

とができた。
特になし

308
○○語の勉強だけでなく、現在の○○の事も学ぶことができた

点
特になし

309
丁寧に教えて下さって、授業内容に関心 が持てたこと ○○の

文化に興味を持てて、授業を楽しいと感じられたこと
特になし

310

分かりやすい解説や丁寧な指導のおかげで講義だけである程

度の内容を理解することができ、定期的な小テストを挟むこと

によって、自分の講義終了時の達成レベルを理解させてくれた

という点。

文法において教科書で学んだ例文しかなく、様々な使い方を学

べなかったため幅広く対応できるものであったかという点が疑

問に残った。

311

文法をまず確認して、それから練習問題をたくさんした点。内

容を理解しやすかったです。また○○の文化についても映像を

見せてもらえたりしたので、学習に対する意欲がわきました。

練習問題をもっとたくさんしてもいいと思いました。

312

プリントが配布され、文法の説明が非常に分かりやすかった。

また、プリントで演習問題を多く解く事で習った文法をすぐ使い

実践出来たのがよかった。

特になし。

313 わかりやすかった 特になし

314 ○○○○ なし

315 各講義でプリントを用いた点 特になし

316 楽しかった。 授業の雰囲気がたまにわるくなる。

317
教科書以外に別のプリントが配付されていた。小テストや文法

事項を復習する機会がたくさんあった。
特になし。

318

授業プリンとが配布されることで授業内容の理解にとても役立

った。発音を何度も繰り返すことで自分の上達していく感覚が

分かった。

特になし

319 授業内容が興味深い、先生の話が面白い 特になし

320 説明が分かりやすい。 特になし、

321 先生の声や説明がはっきりしていてわかりやすい。 なし

322 先生の説明がわかりやすかった。 特になし

323
先生の説明が丁寧で分かりやすかった。 親しみやすい先生

で、教室の雰囲気が良かった。
特になし

324 単語の説明や歴史的背景の説明もあり、分かりやすかった。 特になし

325 ○○語だけでなく○○の文化にも興味を持てた点 特になし

326
○○人の教員に教わったことで、母国語とする人から正しい発

音で教わることができたのが良かった。
特になし。

327 定期的に小テストを行っていた点 特になし

328 分かりやすかったです 特になし

329 文法のプリントの配布 特になし

330
文法を繰り返し復習してくれる点(授業中や小テストなど) 様々

な文化を紹介してくれる点

授業中に使用したプリントの問題で、履修していない単語が出

てくることが多く、解答に時間がかかることが多かった。

331

問題演習の時間がおおく、実際に問題を解くことで、文法を身

につけられた。小テストが頻繁にあることで定期的に復習する

機会をもつことができた。

特になし

332
隣の人とコミュニケーションをとる機会が多かったのでとても活

動的で自発的に学べたと思います。また相談したりわからない
特になし
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ところを教え会うことで学びを深められました。

333 わからないところを質問したら丁寧に説明してくださったところ。 特になし

334 わかりやすく丁寧に最後まで指導してくれた。 特になし

335

一つの課に 3 時間くらいかけてくれたので理解が遅い人やじっ

くりやりたい人にとっては納得のいく授業であったところ。わか

らないところも先生が気さくで呼びやすいのですぐに質問する

ことができたところ。

特になし。

336
格段階ごとの説明、解説が非常に丁寧であり余計な情報も少

なくわかりやすい 授業でした。

一度単位を落としたのですが担当教員によって単位取得の難

易度が違いすぎると思います

337 楽しい 特になし

338 教科書がわかりやすかった 特になし

339
今まで知らなかった○○の文化、食べ物を知ることができた。

先生の説明が分かり易かった。
特になし。

340 授業がわかりやすかった 特になし

341 初めてでも楽しくできたこと。 特になし

342 小テストが多く、知識が定着しやすかった 特になし

343 進度に無理がなく、予習復習をきちんと行うことができた 特になし

344 説明が分かりやすい、質問しやすい雰囲気 特になし

345
先生の教え方が丁寧で授業を真面目に受けていれば文法など

を理解しやすい点
特になし

346 先生の説明が明確で分かりやすかった。 特になし

347

○○に関する音楽やニュースに触れることができたことがとて

も良かった。また、それによって、より○○語について学びたい

と思った。

特になし

348 ○○の情勢について知る機会があったこと。 特になし

349
○○語だけでなく○○の文化についても 少し教えて下さった

ので、面白かったです。
特になし

350 特になし 授業が遅い

351 配布されたプリントが見やすかった 特にない

352 復習に多くの時間を割いていること。 問題の答えを口頭だけでなく黒板にも書いて欲しい。

353

毎回、復習があった点は良かったです。授業外学習で追いつ

けていないところを補うことができました。また、先生がよく○○

の文化紹介などをスライドで流されていて、興味がわきました。

練習時間が多すぎる気がするのでもう少し教材を進めてもい

いと思います。

354 ちゃんと何回も繰り返し繰り返し演習の時間をとってくれたこと 特になし

355 よくまとめられた授業でした。 特になし

356
学生のことを第一に考えて授業が進められていた点 学生を授

業に引き込む構成であったこと
特になし

357 記述の仕方を細かく指導してもらえたこと 特になし

358 取り組みやすさ
生徒がボードに書いた後、確認したのち正解のものを消す前

に少し確認する（ノートに写す）時間が欲しい。

359 説明が分かりやすかった。 特になし

360 先生がきれいな発音をしていてくれたこと。 特になし

361 先生の教え方がよい 特になし

362 演習をしっかり行ってくれたこと 特になし

363
○○語だけでなく○○の文化や現状について学習できた点が

よかった。
特になし

364 特になし 教室内が寒いです。

365 特になし 高圧的なときがある

366 問題の解説を丁寧に行ってくれた点 特になし

367 テストがいい復習になった. 授業の開始がいつも遅れるのできちんと始めてほしい

368 一人一人に当てられるため真剣に考えることが出来る 特になし

369 一生懸命に○○語を教えてくれる姿勢と 特になし

370
授業の進め方や説明が丁寧だったためとても分かりやすかっ

た
特になし

371 初めての○○語だったが、とても新鮮な気持ちで受けられた 特になし
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372 単純な○○語はわかるようになった 特になし

373 ○○語だけでなく、○○のことについても知ることができた。
先生の板書が少し早いので、もう少し板書をした後に、書き写

す時間がほしい。

374 特になし とくになし

375
文法をまとめてくださったプリントには見直しなどでお世話にな

った。

もう少し発音練習など生徒のみでやらせてほしい。覚えられな

いので

376 テスト範囲を早く終わらせるのは良い 特になしら。

377 楽しく○○語を学べた 特になし

378

たまに国際ニュースとかで○○が取り上げられた時に、中継と

かで映される○○の看板とかの意味を多少理解できるようにな

った。

特になし。

379 テキストがあったこと 特になし

380
プリント教材が多かった。生活でも使えるような言葉が多かっ

た！
プリントの解答がたまに間違ってた

381

楽しい雰囲気で授業が進められため、自分の回答を述べやす

かったです。また、先生が何度も教室を回ってくださるし、質問

の時間を長くとってくださったため、自分の学力向上にとても役

立ちました。

特になし

382

今まで○○という国に対してあまり良いイメージは持っていな

かった。しかし、○○語を勉強して、特に先生の話を聞いて○

○という国に興味が沸いたこと。

特になし

383
質問の時間や隣の人と読んだり、意味を確認したりなど、効率

よく学ぶことができました。
特になし。

384 質問の容易さ 特になし

385
授業中に質問しやすく、その場で解決できる。読み(音)からは

いるのでわかりやすい。
教科書やプリントの間違いをなおすべき。

386 授業中に生徒の質問に先生が答えてくれる点。 特になし

387 小テストを行うこと。 テスト前に練習プリントを配られること。
重要なとこを説明するとき、黒板に書くことをもう少し増やして

ほしい。

388 進度がちょうど良い。 特になし。

389 席が近い人と本文の読み合わせをしたこと 特になし

390

先生が穏やかな方だったので、積極的に質問ができた。 授業

の雰囲気がよかった。 授業で、○○の文化などの話題を取り

上げてくれたので、楽しかったし学習意欲が湧いた。

特になし

391 先生との距離が近く感じられるところ 特になし

392 先生の説明がわかりやすかった。 特になし

393
先生の話が面白くて分かりやすいところ。何度も繰り返し文法

を教えてくれるところ。質問しやすい雰囲気であるところ。

覚えるべき単語が多いのにあまり授業で触れないため、予習

復習が大変だった。

394 ○○の文化や考え方がわかった。 いろいろな人をランダムに当てるべきだと思います。

395
○○語だけでなく、○○の歴史や現状などを知ることもできた

こと
特になし

396 ○○語だけでなく○○よ文化についても学ぶことができたこと 特になし

397 特になし

もう少しゆっくりした授業スピードにしたり、重要な文法のところ

は教科書とは別にプリントを配布したほうが理解しやすいので

はないかと思う。

398
日本でよく目にする言語なので、簡単なものなら分かるように

なったこと。
特になし。

399 ・先生の授業がわかりやすかった ・先生の熱意を感じた 特になし

400

1 つの課を何回かに分けて授業が行われたため、理解がしや

すかった。ただ教科書の内容を進めるだけでなく、○○の生活

や歴史についても触れる場面があったので良かったと思う。

特になし

401
レジュメと教科書で授業を進行していて説明もわかり易かっ

た。
特になし

402 わからないときは先生がヒントをだして教えてくれた 中間テストで出ないはずの問題があった

403 わかりやすかったところ 特になし

404 教え方が分かりやすく、生徒のためにいろいろやってくれる とくになし

405 授業がわかりやすかったです。 特になし。
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406
授業毎にプリントが配られ、先生の説明も分かりやすかったの

で良かった。
特になし

407
初修外国語にも関わらず、分かりやすい教え方であったため、

理解に苦しむことがなかった。
特になし

408
上でも述べたように英語以外の別の言語を聞き取れるようにな

ってきたことが自分の中ではとても有意義に感じます。

日本語の漢字がたまに普通とは異なる形であることがあるの

で、別の字と思うことがあります。

409 説明が分かりやすく、頭に残る。 満足しているので、特になし。

410
先生がおもしろい。 字がきれい。 わかりやすい。 日本語が

聞き取りやすい。
ないです。

411 先生の教え方がわかりやすかった 特になし

412

先生の授業の仕方がとてもわかりやすかった。○○のお札な

ど、授業に実物を持ってきてくれたりしたのが良かった。発音が

非常に聞き取りやすかった。

特になし

413
先生の声が聞き取りやすくわかりやすい、興味の持てる内容で

もあった

説明をしてから練習問題をすぐ解いていたので、理解するため

の時間を少し設けた方が良い

414 先生の説明がとてもわかりやすくてよかった。 特になし。

415
先生の説明がわかりやすい。映画を見たことで○○語の文化

に対しても興味が湧いた。
特になし

416 先生の説明がわかりやすく、文法などを丁寧に学べた点 新鮮味を持たせるために１回くらい席替えをしてもいいと思った

417 先生の発音が正確で真似るのに迷うことが少なかった。
教科書の単語の部分を勉強しやすいようにしていただきたいで

す。 ○○語と○○、日本語の単語の頭を揃えるなど。

418 丁寧かつ親切 特になし

419
読み書きだけではなく、○○の文化なども学ぶことができたとこ

ろ。
特になし

420 文法の説明が非常にわかりやすかった点。 特になし。

421

別のプリントを使って、授業を行うことがよかったです。教科書

にないことがプリントには載っていて、とても勉強になりました。

また、○○の習慣などを授業中に話をしていただいてとても面

白かったです。

出席の確認が後期になると疎かになったので、平等に授業を

受ける側からすれば、しっかり出席の確認を取っていただきた

かったです。

422
毎回、声に出して例文を読むため、寝ないですむ。テンポよく授

業が進めむ。
特になし。

423
毎回、単語や文の発声練習があったこと。この方法で、○○語

の理解度が高まったと思う。
特になし

424

毎回問題を指名されるので全問考えようという気になる所 全

員が解答出来る問題量が授業で用意されている所 先生がち

ょっとした発言を拾って下さる所

特になし

425 ○○語の基礎がきちんと学べたこと

鑑賞した映画の感想文や民族衣装のビデオの感想文をかくと

いった○○語を学ぶスキルにあまり関係のないことはやめて

ほしい。第二外国語として○○語を選んでいるが、学部的には

専攻しているのではないから、他の学習の妨げになるようなも

のは困る。

426
○○語講座や○○の歴史や文化の DVD を見て、○○語や○

○についての理解が深まった点。
特になし。

427 特になし。 宿題・小テストが頻繁に行われ、負担が少々大きかった。

428

小テストや問題演習が頻繁に行われていたので、知識の定着

の助けになった。 中間試験や期末試験に対しても、さほど慌

てずに対応することができた。

授業内で○○語検定の問題を扱って、解説をしてほしかった。

現時点での自分の○○語の力がどの程度のものなのかを試

す指標になると思うから。

429

大変だと思うときもあったが、小テストを定期的に行ってくださ

り、復習をこまめにすることができ、よかった。また、復習プリン

トを出してくださり、授業で習ったことを自分で使って確認するこ

とができ、とてもためになった。

特になし

430
○○語の文法だけではなく、○○の文化やしきたりなど実体験

をふまえた話を聞くことができる点
特になし

431

基本をしっかりと教えてくださった。 発音の仕方や読み方など

を何度も授業中で復習してくださるので、 のちのち忘れること

がなく文章の意味がわからなくても 文章を読めるようになっ

た。

特になし

432 先生が、文法用語を積極的に使っていたこと。「言語の経済 特になし
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性」や「母音逆行同化」などである。私個人が文法が好きなの

で、とても興味がそそられたし楽しかった。

433 先生がパワフルで睡魔に負けることはなかった。 特になし

434
先生が個別でアドバイスして下さるので、授業が理解しやす

い。
特になし

435
先生が授業の内容と関連して、実体験を話してくださり、○○

の文化や習慣について、より深く学ぶことができた。
特になし。

436 先生が面白い。先生の声が聞き取りやすい。 特になし。

437 先生の声が大きく、はっきりしていてとても聞き取りやすかった 特になし

438

先生の文法の説明がわかり易かった。 先生が○○の文化や

○○での実体験などを色々と話してくださり、言語以外の勉強

にもなった。

特になし

439 先生の話してくれた雑談が興味をそそるものでした。 特になし。

440 特になし 無駄話をなくすこと

441 文法の説明がわかりやすかった。 特になし

442
グループでの活動だったので、楽しかったし、責任を感じて頑

張れました。
特になし

443
グループワークだったのでわからないところは同じグループの

人にすぐ聞けたので、すぐ解決できたのはよかった。
特になし

444 ペアワークが多かった 特になし

445 先生がよかった 特になし

446
先生の教え方がとてもわかりやすく、さらに、生徒のやる気を

出させるような人柄の先生だったので非常に満足している。
特になし

447 先生の指導が明瞭であった。 特になし

448 先生の説明がとても分かりやすかったことです。 特になし

449
○○語を目にした時意味は分からないが読むことは出来るよう

になった。そして、多言語への学習意欲が高まった。
特になし。

450 ○○先生の丁寧な教え方 特になし

451
グループワークが多かったからほかの人とのコミュニケーショ

ンも取れてより深く理解することが出来た
とくになし

452
グループワークが多かったことと、個人的に指導をしてくれたこ

と。
特になし

453
グループワークが中心で意欲的に活動できた 先生の授業展

開が上手く、たのしく学べた 分かりやすかった
特になし

454
ゲーム方式で行ったり、ペア方式で行ったりすることで より楽

しくコミュニケーションをとりながら授業にとりくめた。
特になし

455 わかりやすい授業だった。 特になし

456 楽しみながら学習できた 理解したいと思える内容だった 特になし

457 授業のはじめにその回の授業内容を明確にしてした点。 特になし

458 小テストがあったので、忙しい中勉強する癖がついた。 特になし

459
先生が丁寧に教えてくれたこと。 我々、学生の興味を引き出

すような授業をしてくれたこと。
特になし

460 先生の教え方がわかりやすい とくになし

461 先生の指導方法が分かりやすかった。 指導が熱心だった。 特になし

462
先生の説明が本当にわかりやすかった。みんなで楽しく○○語

を学べる形式の授業で、意欲向上に繋がっていいとおもった。
特になし

463 発音や文法を重点的に学習することができた点 特になし

464
いろいろな学習法で楽しく授業が展開されていたこと、そして、

わかりやすい授業展開でもあったこと。
特になし。

465 グループワーク 説明がわかりやすかった 特になし

466
グループワークなどが多かったり実際に○○を着ることがで

き、○○への興味が湧いてきた
特になし

467 グループ学習やロールプレイングなどの工夫があったこと 特になし

468

グループ活動があった点、難しそうなところは丁寧に教えて下

さった点、１回何か学んだ時にその事柄を自分の頭に整理する

時間が設けられていた点。

特になし



H27 前期 自由記述 初修Ⅰ 15

469 グループ対戦 特になし

470
こまめに小テストや発音テストがあったのでより身につきやす

かった。
特になし

471
スライドをつかったり、○○をきたりして○○の文化に触れられ

たこと。
特になし

472
できるだけ生徒を惹きつけようとする内容を用いた授業を行っ

ていた。
特になし。

473
ロールプレイも楽しかったし グループ対抗もたのしかった。 楽

しみながら○○語を覚えれた

文法の覚える量が 多いと思った。（一日で） でも頑張ればち

ゃんと できるのでそんなに改善してほしい わけじゃないで

す！

474
○○語だけでなくスライドで○○の文化や食べ物を知ったり、

○○を実際に着てみたりしたこと。
特になし

475

自分は単語がどうしても覚えられなくて、それを努力不足という

ことをいわず、個別に単語プリントを出してくださり、もっと頑張

ろうという気持ちになれた。

グループワークの点数はプラスにするのはいいが、マイナスに

するのはあまり良くないと思った。グループの状況は運で決ま

ってしまうしいくら頑張ってもマイナスになってしまうなんて不公

平だと思った。

476 先生がとてもわかりやすく説明してくれること 特になし

477

先生がひとりずつ丁寧に教えてくれていたところ。 わからなく

て手が止まっているのを見つけていつも声をかけてくれてい

た。

ロールプレイのやり方についてもう少し工夫することが必要な

のではないかと思う。

478 先生が分からないとに助けてくれるという点。 特になし

479 先生の作るスライドが面白かったです。 少し進むのが早い

480
先生の説明がわかりやすく、授業を進めるスピードがちょうど

良かった
特になし

481
班活動が良かったなと思います。みんなで協力しながら学ぶこ

とができたのが一番良かったと思います。
もう少しゆっくり学べたらいいなと思います。

482
班別対抗のかるたやロールプレイングなど楽しみながら○○

語を学ぶような工夫がなされていた点。
特になし

483 雰囲気がよかった。 特になし

484

文法についての指導や、グループワークだけでなく、ロールプ

レイングや○○体験など体験型の学習も何度かあり、意欲的

に取り組むことができた。

特になし。

485
毎回授業のテーマが明確で予習・復習がしやすかった。視聴

覚資料が面白かった。

最初の方は月曜日が小テストで勉強しやすかった。実習等が

あって仕方ないのはわかってるのですが、月曜日がやりやす

いです。

486
様々な授業方法で授業を展開してくれた。わかりやすい説明を

してくれた。楽しい授業だった。
特になし。

487 話が分かりやすい。 特になし

488 ○○語が読めるようになった 特になし

489 基礎がしっかり力をつけれた 特になし

490

週二回の授業でしたが、一回は小テストがあって毎回真剣に

取り組むことができました。○○が読めるようになったことと書

けるようになったこと文法の意味が理解できたことによって○

○に行きたいと思いました。毎回みんなで読むことも良かったと

おもいます。特に隣の人と読み合いっこするのはとても良かっ

たとおもいます。

特にありません。

491 小テストの実施 特になし

492 特になし もう少し学生にやさしくしてほしい

493 特になし 予習が多すぎる

494

毎回、声に出して文章を読んだり、単語を発音したりするから

身についた ○○の文化にも触れたことで、○○自体に興味を

もてた

特になし

495 旅行などで人気の国の言葉を学習できたこと 特になし

496 テストについて詳しく教えてくれた 特になし

497 わかりやすかった。 面白かった。 特になし。

498 楽しく学べる 特になし

499 ○○に対する興味が深まった 特に
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500 ○○語に親しめた 特になし

501
○○語を学ぶきっかけができて、○○語の発音等をしっかり学

ぶ事ができた。
特になし

502
教えかたが一つ一つ丁寧で、理解しやすかった。特に文法のと

ころが。
特にない

503 講義がとても楽しい雰囲気で退屈しなかった 特になし

504 説明が分かりやすかった。 特になし

505
先生の教え方がとても良かった。わかりやすく要点を教えてく

れるので理解しやすかった。
特になし

506 先生の説明がわかりやすくてとてと興味が持てる内容だった。 特になし

507
先生の熱意がとても伝わる授業でした。○○語が苦手な私に

も教えてもらえて嬉しかったです。

グループで問題を解いて競うとき、最下位のグループの平常

点を下げるのは違うんじゃないかと思いました。

508 分かりやすくて先生が丁寧だった 特になし

509 グループワークがあって楽しかったです。 特になし

510 グループワークが初期からあり友達ができたこど 特になし

511 グループワークなど楽しい授業 わかりやすく丁寧な説明 特になし

512 ただ○○語を学ぶだけでなく文化にも触れることができたこと 特になし

513 ロールプレイングを使った会話の練習を取り入れたこと。 特になし

514 覚え方を工夫して教えてくれること 特になし

515 楽しい 特になし

516
授業の合間に映画を見せてもらったり、○○の民族衣装を着さ

せてもらったこと
特になし

517 説明が丁寧で一人一人に対しても丁寧 特になし

518

先生と学生との心の距離が近い感じがした。 分かりにくいとこ

ろはプリントにまとめて、理解しやすいように工夫されていてよ

かった。 毎週、授業アンケートのようなものを実施し、いつも学

生の様子を気にしていた。

授業で習ったことが身についているか確認するテストで、チー

ム戦にしてチーム別に成績をつけるのはあまり的確な見方で

はないと思う。

519 先生の説明が理解しやすかったこと 特に無し

520 適度にゲーム的なこともあり楽しく学べたところ。 特になし。

521 内容が深かった 特になし

522 練習問題で知識の確認をした 特になし

523
クラスの学生全員が理解できるように手厚い指導で内容がわ

かりやすく教えてくれた。
時々説明不足のまま授業が進む。

524 映画とか、○○文化がわかって興味を持ったこと 特になし

525 ○○の文化について触れれたこと。 特になし

526
○○の文化体験で○○の料理を作り、日本との違いを感じれ

たこと
なし

527 ○○料理を班員で作ったこと。 特になし

528
授業のとき発音しているところ 単純な座学でないところが良い

と思います
特になし

529
授業内でその日の内容を覚えされられるのであとで復習する

のにとても役に立った
特になし

530 説明が丁寧だった 本文の復習のとき、みんなで読むのが 1 回は少ないと思った

531 先生の説明 グループ活動 特になし

532 先生の話かわかりやすかった 少し時間を超えるときがあった

533 特になし
ノートをとっていることが、怪しく見えるだけで注意すること ノー

ト、メモをとる時間を少し増やしてほしかった

534 熱意が伝わった 特になし

535
文法など詳しいところまで教えてくださったり、○○の文化など

についても話していただいたのでとても楽しかったです。
特になし

536 おもしろかった 特になし

537 グループワークがあり楽しく学習できました。 特になし

538 グループワークがあること。 特になし

539 グループワークで楽しく学べてよかった 特になし

540 グループワークやペアワークを通じてわからないことがあって 特になし
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も友達と協力して理解することができた。単語なども、前に出て

書くので自然と勉強しようという気にさせられてよかったと思っ

た。またレジュメが毎回配られて、それに要点がまとめられてい

たので、授業内容の理解やテスト対策などもしやすかった。

541 グループワークを行うことでより理解出来た 特になし

542 プリントが分かりやすかった 特になし

543 ○○に行った時に役立ちそうな気がした。 特になし

544 先生が明るく面白い方だったので授業も楽しかった プリントをもう少し分かりやすくきてください

545 先生が優しくて講義がわかりにくくてもやる気が出た。 もっと習う量を増やしてほしい。

546 分かりやすかった。 特になし

547
グループになっての活動があった 単語テストがあったのでこま

めに単語を覚えれた 映画やアーティストの動画鑑賞があった
特になし

548 グループワーク 特になし

549 グループワーク、ロールプレイは刺激になってたのしくできた。

文法説明の授業は単調過ぎるため、どうしても眠くなる。。 文

法のときの黒板は無理に書き切ろうとして、読め無い字がおお

くあった プリントでの解説はどのプリントを示しているのかよく

わからない。

550 グループワークを楽しんで出来たこと 特になし

551 グループ学習が良かった。 特になし

552 グループ対戦 特になし

553 ただの座学ではなく、体を使った授業などもあり面白いと思った 特になし

554 ○○を着れたこと。 先生が丁寧に教えてくれたこと。 新しい内容が次々と出てきて頭が追いつかない。

555

ロールプレイやグループ対戦があって積極的に取り組むことが

できた。また、単語テストが頻繁にあって、勉強する機会を得る

ことができた。

特になし

556
学習意外にも○○の文化の紹介などにより○○に関する興味

が深まったこと。
特になし

557 楽しく覚えやすく先生が教えてくださったこと 特になし

558

○○語が少し読めるようになったってゆうところも良かったが、

時々パワーポイントで○○と日本の違いなどを説明してくれた

りするのがとても役にたった

特になし

559 授業一つ一つがまとまっていた 特になし

560 小テストがこまめにあったこと 特になし

561 先生が熱心で、授業が面白かったです 特になし

562
先生の説明や板書が分かりやすかった。グループ学習が楽し

かった。
特になし

563 丁寧に説明されていた 特になし

564 班での対戦、語呂合わせ 特になし

565
分かりやすいレジュメが配られること パワーポイントではなく

主に黒板で授業したこと
特になし

566 たまに面白い 隣の人との会話形式での練習を増やした方がいいと思う

567
テスト終わりに DVD が見れたこと はんかつどうを通して班員と

の仲が深まったこと 先生がおもしろい
応用が少し難しい

568 ○○が読めるようになったこと。

チョークで黒板をガンガン叩いたり、手で黒板を叩かれるとびっ

くりします。重要な所を熱心に教えてくださっているのは分かり

ますが、びっくりして余計頭に入りません。

569 楽しく○○語を学べた 特になし

570 楽しく授業が学べたこと、講義がわかりやすかったこと 特になし

571
○○の文化をたくさん紹介されたし、班別活動で○○の文化に

触れることができたので、○○に興味が湧いた。
特になし。

572
○○映画が見れたり、○○の食事の写真を見るなど○○の文

化が知れたこと。
特になし。

573 ○○語だけでなく○○の文化にもふれることができた 特になし

574
授業には直接関係ないおもしろい話をたくさんしてくださって楽

しかった

授業の最後にやる確認テストのようなものは、もう少し早めに

始めないと解説時間が短くて聞き取れない人もいると思う

575 授業内で内容を覚えられるように、何度も繰り返し発音したり、 特になし。
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テストしたりした点。

576 生徒が寝ないように工夫しているところ このままで良いと思います

577 先生。 特になし。

578 先生がおもしろい 特になし

579
先生がとっても面白く、でも説明はとてもわかりやすくて、本当

によかった。
特になし

580
先生の授業に対する熱意と声の大きさがとっても良かったで

す。○○についての話が面白かったです！
とくになし

581
先生の声がとても聞き取りやすかった点。 毎回の授業で習っ

たことは、そのときに覚えるように小テストをしてくれたこと。
特になし

582 先生の声が大きく聞きやすかったから。 特になし

583
先生の昔話が大好きだった 娘からもらった定規入れを大切に

使っている熱意が伝わってきた
ない

584

先生の熱意が伝わってきました。小テストは大変でしたが、小

テストのためにこまめに覚えることができたので、定期テストも

あまり困りませんでいた。

特にないです。

585 先生の話が面白い 特になし

586 先生の話が面白い 特になし

587
普段一緒に学習をしない看護学科の人とグループワークがで

きたところ。
特になし

島根大学外国語教育センター


