
授業評価用紙（プロゼミⅡ）　2003年1月23日

回答者27人

平均 標準偏差

２）出席状況は良かったですか？ 4.0 1.1

３）受講態度は良かったですか？ 3.6 0.7

４）習得のための自宅学習はしましたか？ 3.5 0.8

１）詳しい授業方針の説明はありましたか？ 3.7 0.7

２）授業内容に興味がもてましたか？ 4.2 0.8

３）説明は理解しやすかったですか？ 3.7 0.9

４）知的好奇心は刺激されましたか？ 3.9 1.0

５）学生の意見や感想を聞く努力を積極的にしていましたか？ 3.8 1.0

６）どの学生にも公平に接していましたか？ 4.0 0.9

７）板書（ホワイトボードの文字）は読みやすかったですか？ 3.3 0.9

８）教室内の雰囲気は良かったですか？ 3.5 0.9

９）授業に対する熱意を感じましたか？ 3.6 0.8

10）この授業を友達にも薦めたいですか？ 3.9 0.9

ディズニーの研究というテーマは良かった 4.5 0.6

実習があったので良かった 4.1 0.8

発表中心の授業だったので良かった 3.3 0.9

書く練習もしたほうが良い 3.0 0.7

調べ方を詳しく学びたい 3.2 0.8

映画やビデオをもっと見たい 4.6 0.6

この授業に対する総合評価をしてください。 3.9 0.7

教
員
に
対
す
る
評
価

内
容

以下の各質問に1から５までの数字のいずれか1つに○をつけてくださ
い。

自
己
評
価

無記名ですが、今後の重要な資料となるので正直に記入して下さい。当
然、成績とは関係ありません。

質問項目



授業評価用紙(自由記入欄）　2003年１月23日

総合
評価 この授業の良かったところ この授業で改善を要することろ 意見、感想、提案など自由に書いて下さい。

1 5 一人一人の意見を、発表の機会が多いことによっ
て知ることができました。

とくにないです。 毎回、課題などはっきりしていたので分かりやす
かったです。

2

5

ディズニー実習の時、いつもとは違った目でみれ
てよかった。いつもは気にしないことでも調べて
みたりするとすごく興味がでた。

もう少しビデオがみたかった。作品研究もやりた
い。

課題をワードでやったのが初めてだったので、打
つのに初めは時間がかかった。少し慣れてきたと
きには結構打てるようになってよかった。発表を
中心とする授業でよかった。みんなの調べてきた
ことと自分の調べたことをプラスして一層ディズ
ニーに詳しくなれた。また春休みに行こうと思い
ます。ありがとうございます。

3

5

もともとディズニーランドの研究ということです
ごく興味が持て、さらにディズニーの今まで知ら
なかった事を知ることができ、裏側が少し見られ
たところ。

特にありません。 実習やグループで決めたりすることがあったの
で、話したことのない人とも交流が持てました。
さらにディズニーランドに興味が持てました。

4

4.5
自分の好きなことの勉強ができたので集中するこ
とができたし、すごく楽しかったです。そして山
澤先生がとてもよかったです。

ディズニーランドの研究はとってもおもしろかっ
たです。２年になっても３年になってもあればい
いのになと思いました。あと授業でもっともっと
ビデオをみたかったです。

5 4 先生は学生の意見を中心としてやってくれまし
た。それがとてもよかったと思います。

特にありません。 もうちょっとディズニーの映画を見たかったで
す。

6

4

生徒の自主性にかけて、発表なども多く採りいれ
ていたので、その発表のために調べ、まとめると
いった事が身につきました。実習もとても楽しく
新たな発見に出会えたので良かったです。

特にないと思います。 みんなの目的意識をもっと明確にできたらいいと
思います。

7

4

２週間に１回ペースで全員が発表するというのは
良いと思った。授業に対して受身ではなく積極的
に参加している気がした。はじめは嫌だと思った
けれど、回数を増すごとに人前で話すことにも慣
れた。レポートをワードで提出するのもパソコン
の上達につながった。

実習計画については、あらかじめもう少しどこを
どのように回って調べるか学生の中で話し合う機
会を持った方がよいと思う。

このプロゼミを通して、ディズニーにもっと興味
がわいた。今まで自分自身、ディズニーに関する
知識は多く持っている気がしていたが、授業を受
けた上で、まだディズニーについて知らないこと
が多くあることに気づき、もっと色々知ってみた
いと思った。実習も行けたし映画も見れたので楽
しかったです。ありがとうございました。



総合
評価 この授業の良かったところ この授業で改善を要することろ 意見、感想、提案など自由に書いて下さい。

8

4

やりたい勉強をやりたい人がしているので、みん
な打ち込めたと思います。あと、実習があってす
ごくうれしかった。

先生の授業に対する姿勢。ディズニーに本当に詳
しいのかなあ…と思ってしまいました。結局よく
わかりません。初め、いいかげんそうな先生の
しゃべりにびっくりしました。でも実際はそんな
ことなかったと思っています。

授業聞くのも、自分で資料を調べるのも楽しかっ
たです。みんながディズニーをどう思っているの
かもわかったし。好きなことが調べられるという
ことがすごくおもしろかったです。

9

4

ディズニーというテーマに興味が持てたので、楽
しくできた。レポートの回数は多めだったけど、
１回の枚数が少なかったので、ちゃんとできた。

基本的に楽しい授業でした。最初は先生がどのよ
うに授業をすすめていくのかわからなく、不安も
あったけど、最後の方はちゃんと理解して授業に
取り組めました。

10
4

実際ディズニーランドに行って、自分の目で見て
きて調べられたところ。発表を多くしていたとこ
ろ。毎週先生がレジュメを作ってくれたところ。

先生があまりディズニーについて知らない感じを
受けた。

ディズニーについて、深く知れるようになりよ
かった。

11
4

皆の想像力やディズニーに対する思いなどがよく
わかった。授業を終えた段階でもっとディズニー
を好きになれた。

プリントが少し多い。 特になし。

12 4 実習でディズニーランドに実際行って調べたとこ
ろが大変良かったです。

もっと詳しく深いところまで調べていくことがで
きたらもっといいと思います。

13
4

実習がよかった。他の人の発表を聞く機会が多
かったので、よかった。

1人、1人レポートを書くのも良いが、３－４人の
グループ別に調べるという発表の仕方もするべき
なのでは？と思った。

もっとディズニー映画が見たかった。

14

4

もともと自分に興味のあったテーマだったので特
に嫌なこともなく授業ができて全体的に良かった
と思う。ディズニーのことを調べていた時に実習
へ行ったので、今まで行っていたよりも楽しめて
よかった。

特にないです。 ディズニーの事を調べ、ほかの人の調べたものな
ども聞いて、今まで知らなかったことをたくさん
知ることができて良かったです。

15
4

ディズニーに関することに興味が持てる進め方
で、発表する機会など結構全体的に楽しめた。

もう少しビデオが見たかった。 ディズニーのことについて詳しくなれた気がして
良かった。今まで特に気にしていなかったことに
も、視野が広がって、深く追求、理解できてよ

16

4

「ディズニーランドの研究」という授業はそうそ
うとれないので、講義を受けられて良かった。実
習はやってよかったと思う。普段行くときには遊
ぶのに夢中で細かいところまで目が行かないので
良い体験になった。

特になし。 ここまでディズニーランドについて詳しくなれる
とはおもわなかった。地下があることを初めて
知ったし、接客方針にも関心が持てた。とりあえ
ず言えることは、実習は晴れの日に限るというこ
と。



総合
評価 この授業の良かったところ この授業で改善を要することろ 意見、感想、提案など自由に書いて下さい。

17

4

自分の好きな「ディズニー」について色々な知識
を得ることができた。

学生が発表したことで、そのアトラクションや映
画について聞く側が知っていれば、質問せずにわ
かるところを、先生が何度か学生に対して質問し
ている場面があった。もし、あまりアトラクショ
ンや映画について知らないのであれば、もう少し
勉強しておいて欲しかった。

レポートの提出回数が多かったと思う。

18

4

自分の興味のあるところを深く調べたり考えたり
することができてよかった。

生徒が出す意見に対し、否定的な意見が多く、も
う少し受け入れ方を考えてもいいと思う。

ほかの授業でこれほどレポートを出せと言われる
とイヤになってしまうが、このゼミではそう思う
ことはなかった。コレについてやれというのでは
なく、いくつかの課題の中から自ら興味のあると
ころを選択できたのでよかった。

19 4 ディズニーについていろいろな角度から知ること
ができた。

とくになし。 また、是非やってほしいと思います。

20
4

ディズニーという皆に興味のあるものをテーマに
していたところ。生徒一人一人の考えをレポート
という形で発表できたこと。

21

3

実際にディズニーランドに実習で行って、自分の
知らない事をゼミの友達が教えてくれた。

レポートが多かったので、レポート作成の時間が
一つ一つ少なかった。レポートの数を少し減らし
て総合レポートを作成させた方が、中途半端にな
らないし内容がかぶってしまうこともなくていい
と思う。

ディズニー映画をもっとたくさん観たいと思いま
した。映画を観る授業ならみんな楽しみにしては
りきって出席すると思う。それじゃあ授業になら
ないとお思いなら、映画を見て思ったことを学生
＋先生全員で討論してみるのもいいかも。（朝ま
で生テレビ風に！）

22 3 美女と野獣が見られてよかった。 特にないと思います。
23 3 時々ビデオを見たりしたこと。レポートが毎回出

なかったのでゆとりをもってできた。
特になし。 特になし。

24
3

今まで知らなかったディズニーランドのゲストに
対する心遣いや施設などの隠れた秘密などが、学
生同士の発表で知ることができ、良かった。

レポート課題をもう少ししぼり、課題内容を細か
く調べ、発表したほうが、もっと多くの事が見え
てくるのではないだろうか。

25
2

ビデオをみた。 説明をわかりやすくする。 学生のやってきた物に対して批判しすぎたと思
う。せっかくやってきたのに批判されるとやる気
をなくす。

26 無記
入

テーマがディズニーだったので、とても楽しかっ
たです。ビデオなども見れて嬉しかった。

先生、もっとマニアになってください。 ディズニーの裏側がいっぱい知れてうれしかっ
た。

27
無記
入

映画が見れた。ディズニーランドっていうテーマ
が良かったです。

時々先生の質問の意味がわからなかった。 先生がもう少しディズニーランドに行って（本と
かでなく）楽しさをわかっていると、私たちも楽
しいかと思います。ランドより、シーの方がガイ
ドが出てない分、自分で必死に調べるかなって


