2011 年度 教育支援者（TA・SA）活動実績報告書

沖縄国際大学 教学課

教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）活動実績報告書（教員用） 集計結果

様式第4号-1

はい
人数 ％

いいえ
人数 ％

無回答
人数 ％

1.教育支援者（TA・SA）に教育を補助させた。

43

66%

21

32%

1

2%

2 教育支援者（TA・SA）の採用によって 授業内容の改善・効果が得られた
2.教育支援者（TA・SA）の採用によって、授業内容の改善・効果が得られた。

60

92%

5

8%

0

0%

2

3%

63

97%

0

0%

4.教育支援者（TA・SA）の業務は、補佐及び補助的な業務に限られていた。

62

95%

3

5%

0

0%

5.教育支援者（TA・SA）に定期試験（授業期間中に実地した試験等は除く）の
採点をさせた。

0

0%

65 100%

0

0%

6 教育支援者（TA SA）に最終的な成績判定をさせた
6.教育支援者（TA・SA）に最終的な成績判定をさせた。

0

0%

65 100%

0

0%

7.あなたが不在のまま、教育支援者（TA・SA）に授業の代行や補講をさせたりし
た。

1

2%

64

98%

0

0%

8.教育支援者（TA・SA）に授業と関係のない業務をさせた。

0

0%

65 100%

0

0%

9.教育支援者（TA・SA）に授業時間外の業務を与えた。

45

69%

20

31%

0

0%

10 「9 で「は
10.「9」で「はい」の場合、それは定められた時間と業務内容の範囲内であった。
場合 それは定められた時間と業務内容 範囲内であ た

45 100%

0

0%

0

0%

11.教育支援者（TA・SA）に適切な業務と指示を与えた。

65 100%

0

0%

0

0%

12.教育支援者（TA・SA）は適切に業務を遂行した。

63

97%

2

3%

0

0%

13.教育支援者（TA・SA）との関係を良好に保つようつとめた。

65 100%

0

0%

0

0%

14.当初の採用計画とおり、教育支援者（TA・SA）制度を活用し、授業運営を行
14
当初の採用計画とおり 教育支援者（TA・SA）制度を活用し 授業運営を行
うことができた。

64

1

2%

0

0%

3.教育支援者（TA・SA）に授業計画の内容を作成させた。

1.教育支援者（TA・SA）に教育を補助さ
せた。

98%

2.教育支援者（TA・SA）の採用によっ
て、授業内容の改善・効果が得られた。

2%
8%
32%

はい

はい

いいえ
66%

3.教育支援者（TA・SA）に授業計画の
内容を作成させた。
3%

97%

いいえ

無回答

92%

4.教育支援者（TA・SA）の業務は、補佐
及び補助的な業務に限られていた。
5%

はい

はい

いいえ

いいえ
95%

5.教育支援者（TA・SA）に定期試験（授
業期間中に実地した試験等は除く）の
採点をさせた。

6.教育支援者（TA・SA）に最終的な成
績判定をさせた。
0%

0%
はい

はい

いいえ

いいえ
100%

100%

7.あなたが不在のまま、教育支援者
（TA・SA）に授業の代行や補講をさせた
りした。

8.教育支援者（TA・SA）に授業と関係の
ない業務をさせた。
0%

2%
はい

はい

いいえ

いいえ
98%

100%

9.教育支援者（TA・SA）に授業時間外
の業務を与えた。

10.「9」で「はい」の場合、それは定めら
れた時間と業務内容の範囲内であっ
た。
0%

31%
はい
69%

はい

いいえ

いいえ
100%

11 教育支援者（TA SA）に適切な業務
11.教育支援者（TA・SA）に適切な業務
と指示を与えた。
0%

100%

12 教育支援者（TA SA）は適切に業務
12.教育支援者（TA・SA）は適切に業務
を遂行した。
3%

はい

はい

いいえ

いいえ
97%

13.教育支援者（TA・SA）との関係を良
好に保つようつとめた。
0%

14.当初の採用計画とおり、教育支援者
（TA・SA）制度を活用し、授業運営を行
うことができた。
2%

はい

はい

いいえ
100%

いいえ
98%

（法律学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【専門演習Ⅰ・Ⅱ（後期）】（法律学科・末崎衛）
月日
シラバス（授業内容）
後期 12月9日実施の青山学院大学三木義一教授のゼミ（税
法）とのディベートに向けて、ゼミ全体を3班に分け、準備
を行った。ディべートのテーマは次の3つであり、各班に1
つずつ担当させ準備させた。
1、ホステスへの報酬に係る源泉徴収の「計算期間の日
数」（所得税法施行令322条）は、ホステスの実際の稼働
日数か、当該計算期間に含まれるすべての日数か。
2、遊園施設への入場等を無償とする優待入場券の使用
に係る費用が交際費等に該当するか。
3、財産分与は壌土所得課税の対象となるか。
また、1月にはゼミ内でトーナメント方式のディベートを
行った。テーマは「壌土損失の曽根期通算禁止規定を
その施行日の前にされた不動産の壌土に適用する租税
特別措置法附則27条1項は、憲法84条に違反するか」で
あった。

教育支援者職務内容
対象学ディベートまでの期間は、TA2名にそれぞれ1テー
マを割り当て、そのテーマを担当する班の講義時間内・
講義時間外での打ち合わせに参加してもらい、ゼミ生の
疑問に答えたり、反対にゼミ生に質問するなどして議論を
活発にさせる役割を担ってもらった（なお、残り1テーマに
ついては末崎が担当した。）1月のディべートではテーマ
が共通していたこともあり、適宜各班の打合せに参加して
もらう形をとった。ゼミ内でディベートを行った時には、
ディベートの勝敗、差が付いたポイント等についてコメント
してもらった。なお、この一連の業務を行う前に、末崎と
TAとの間で題材となる裁判例や文献を検討し打ち合わ
せて、問題となる論点などを確認した。また、末崎から適
宜TAに声をかけ、必要に応じて打合せを行った。

（地域環境政策学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【情報リテラシー演習（前期／火3）】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
4月12日 グループウェアの使い方日本語入力
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
4月19日 Wordによる文章作成（1）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
4月26日 Wordによる文章作成（2）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
5月10日 Wordによる文章作成（3）
5月17日 インターネットの活用・情報検索・画像処理
情報検索指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
5月24日 PowerPointの操作方法（1）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
5月31日 PowerPointの操作方法（2）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
6月7日 Excelによる表計算（1）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
6月17日 Excelによる表計算（2）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
6月28日 Excelによる表計算（4）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
7月5日 Excelの応用（1）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
7月12日 Excelの応用（2）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
7月19日 文章の統合
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
7月26日 これまでの講義の復習
【情報リテラシー演習（前期／水1・水3）】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
4月6日 グループウェアの使い方日本語入力
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
4月13日 Wordによる文章作成（1）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
4月20日 Wordによる文章作成（2）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
4月27日 Wordによる文章作成（3）
5月11日 インターネットの活用・情報検索・画像処理
情報検索指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
5月25日 PowerPointの操作方法（1）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
6月1日 PowerPointの操作方法（2）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
6月8日 Excelによる表計算（1）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
6月15日 Excelによる表計算（2）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
6月22日 Excelによる表計算（3）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
6月29日 Excelによる表計算（4）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
7月6日 Excelの応用（1）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
7月13日 Excelの応用（2）
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
7月20日 文章の統合
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
8月3日 これまでの講義の復習
【プログラミング演習（後期）】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
月日
シラバス（授業内容）
9月27日 講義ガイダンス
9月28日 コンピュータ情報リテラシーの基本
10月4日
表計算ソフトウェアの復習
10月5日
10月11日
表計算ソフトウェアの応用（1）
10月12日
10月18日
表計算ソフトウェアの応用（2）
10月19日
10月25日
表計算ソフトウェアの応用（3）
10月26日
11月1日
表計算ソフトウェアの応用（4）
11月2日
11月8日
表計算ソフトウェアの応用（5）
11月9日
11月16日 表計算ソフトウェアの応用（6）
11月30日 Webページ作成（1）
11月29日
Webページ作成（2）
12月7日
12月6日
JavaScriptの基本（1）
12月14日
12月13日
JavaScriptの基本（2）
12月21日
12月20日
画像処理（1）
1月11日

教育支援者職務内容
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処

情報検索指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処

（地域環境政策学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
1月10日
画像処理（2）、統合処理
1月18日
1月24日
これまでの講義の復習
2月8日
【演習Ⅰ（後期）】（地域環境政策学科・山川彩子）
月日
シラバス（授業内容）
10月31日 輪読発表
11月7日 輪読発表
11月8日
11月11日
11月14日 輪読発表
11月21日 グループ研究
12月1日
12月5日
12月12日
12月15日
12月19日
12月22日
1月5日
1月6日
1月11日
1月16日
1月20日
1月23日
1月30日
2月3日
2月26日
＊以降は予定
2月10日
2月13日
【基礎演習（前期）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
月日
シラバス（授業内容）
4月11日 講義説明、大学生活ガイダンス等の説明、自己紹介
要約演習の解説、提出物返却、キャリアセミナーについ
5月2日
ての分かち合い、詳細な自己紹介
6月8日
6月9日
7月11日 レジュメ発表
7月25日 レジュメ発表
【経済学入門Ⅱ】（地域環境政策学科・永田伊津子）
月日
シラバス（授業内容）

ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブル対処

教育支援者職務内容
発表・質疑応答の進行と補助
資料準備、発表・質疑応答の進行と補助、留学生のレジメ添削指導

留学生のレジメ添削指導
留学生のPPT指導
発表・質疑応答の進行と補助、レポート添削
グループ研究の補助
レポート添削
レポート添削
グループ研究の補助、レジメ添削
レジメ添削
グループ研究の補助、PPT指導
PPT指導
PPT指導
研究レポートの指導
研究レポートの添削
研究レポートの添削
PPT相談
卒業研究のテーマ相談
卒研計画の相談
卒研計画の相談
卒研計画の補助
卒研計画レジメ添削
卒研計画補助

教育支援者職務内容
学習支援（顔合わせ・大学生活についてコメント）
学習支援（要約の演習）
要約等添削
要約等添削
学習支援（レジュメ作成の指導）
学習支援（レジュメ作成の指導）

教育支援者職務内容
出欠確認、OA機器の準備、課題提出確認

（日本文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【基礎演習Ⅰ】（日本文化学科・仁野平智明、田場裕規、下地賀代子、大野隆之、黒澤亜里子、狩俣恵一）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
要約とは何かについて、ポイントの説明。
作業の滞っている学生に対する机間指導。
5月18日
実際に文章を要約（その1）
授業外勤務時間に個別指導。
前回の課題をフィードバック。
作業の滞っている学生に対する机間指導。
5月25日
実際に文章を要約（その2）
授業外勤務時間に個別指導。
データを読み解く練習。
6月1日
作業の滞っている学生に対する机間指導。
隣の者同士で相談、または任意に発表。
（授業外のみ）
6月8日 資料を読み解いて意見論述。
課題について個別指導。
6月29日 レポートの書き方
作業の滞っている学生に対する机間指導。
7月6日
（授業外のみ）
7月13日
前期期末レポートについての個別指導
7月20日
【基礎演習Ⅱ】（日本文化学科・仁野平智明、田場裕規、下地賀代子、大野隆之、黒澤亜里子、狩俣恵一）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
PCの操作方法の補助、出欠の確認。
10月9日 1時間目:文献ガイダンス
・前期に配布した新入生向けブックガイド（『にちぶん羅
針盤』）に掲載されている「文献の探し方ガイド」をテキス
トとして、グループ研究発表のための参考資料を図書館
を使って網羅的に探し出す方法を学習した。
・本学図書館のOPACの使い方・コツ、百科事典の活用
方法、県内・県外図書館の蔵書検索方法、図書分類の
仕組み、キーワードの指定方法、レファレンスサービスの
利用方法などを取り上げた。
2時間目:グループワーク（文献探索演習）
グループ分けのフォロー、図書館内での文献探索の支援
・1時間目の授業内容をふまえて、研究発表で必要とす （ヒントを与えるなど）、提出物の確認（仕分け）。
る資料の探し方をマスターするために、「吹抜屋台」「菊と
刀」「ちびくろサンボ」「いろはうた」「大村はま」「組踊 二
童敵討」などの日本文化学科の専門科目に関わるテー
マを小グループごとに与えて、制限時間内にできるだけ
多くの図書・情報を探し出すことを目的としたグループ
ワークを実施した。
（グループ対抗とし、優秀グループは後日表彰した。）
【中国語Ⅰ】（日本文化学科・兼本敏）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日～
第1課～第7課（発話練習）
7月28日
【中国語Ⅱ】（日本文化学科・兼本敏）
月日
シラバス（授業内容）
教科書に沿って各課の解説
・音読
9月～1月
・意味読解
小テスト（各課毎に）
2月～
総復習と個別指導
2月13日
【異文化コミュニケーションⅡ】（日本文化学科・大城朋子）
月日
シラバス（授業内容）
9月29日 オリエンテーション
10月6日 日本の歴史 おきなわの歴史①
10月13日 日本の歴史 おきなわの歴史②
10月20日 日本の教育制度 沖縄の社会
10月27日 日本人の結婚・離婚 沖縄の生活
11月10日 日本語 沖縄の言語
12月1日 沖縄の祭りと年中行事
12月8日 日本・沖縄の民話
12月15日 発表
12月22日 発表
1月5日 発表
1月12日 取材・ドキュメンタリー制作

教育支援者職務内容
学生への補助（発音チェック）

教育支援者職務内容
・発音（指導）
・小テスト（音読を聞く）
・本文への質問（30秒カウント）
質問文は教員から事前に提示

教育支援者職務内容
紹介
フランス文化①の紹介
フランス文化②の紹介
フランス文化③の紹介
フランス文化④の紹介
フランス文化⑤の紹介
フランス文化⑥の紹介
発表原稿の添削と発音指導と質疑
発表原稿の添削と発音指導と質疑
発表原稿の添削と発音指導と質疑
発表原稿の添削と発音指導と質疑
発表原稿の添削と発音指導と質疑

（日本文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
1月19日 取材・ドキュメンタリー制作
1月26日 発表
1月9日 発表 とまとめ

発表原稿の添削と発音指導と質疑
発表原稿の添削と発音指導と質疑
発表内容に関する質疑

（英米言語文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【フランス語Ⅱ】（英米言語文化・大下祥枝）
月日
シラバス（授業内容）
10月3日 第1群規則動詞の活用形
10月10日 住所、値段の表現
10月24日 指示形容詞
11月7日 第2群規則動詞の活用形
11月14日 疑問詞のまとめ
11月21日 所有形容詞
12月5日 部分冠詞
12月12日 allerの活用形
12月19日 venirの活用形
1月16日 近い未来と近い過去
1月23日 命令法
1月30日 時間の表現
2月6日 地図を読み解く
10月7日 （授業外）
10月14日 （授業外）
10月21日 （授業外）
10月28日 （授業外）
11月4日 （授業外）
11月11日 （授業外）
12月2日 （授業外）
12月9日 （授業外）
12月16日 （授業外）
1月6日 （授業外）
1月13日 （授業外）
1月20日 （授業外）
2月3日 （授業外）
2月10日 （授業外）

教育支援者職務内容
活用形の発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
活用形の発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
活用形の発音矯正支援
活用形の発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
例文提示と発音矯正支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援
ディクテと会話補講クラスの支援

【卒業論文Ⅱ】（英米言語文化学科・追立祐嗣）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
後期 アメリカ文学一般、及びアメリカ文化に関する論文を書 論文執筆のための資料収集及びアウトラインの作成に関
く。
する助言、中間発表のレジュメ作成、草稿執筆時におけ
夏期休暇中から後半前半にかけて、アウトラインの組み る助言及び第一次添削など。
立て、資料の収集などの作業を行い、10月・11月に中間
発表を行う。
12月下旬に第一稿、1月中旬に第二稿を提出し、2月に
完成原稿を提出する。
【アメリカ文学史（後期）】（英米言語文化学科・追立祐嗣）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
後期 アメリカ文学の流れを概観し、主要作家の作品を鑑賞す 各受講生の理解度チェック、英文や文法事項及び作品
る。植民地時代・独立戦争時の歴史的背景から始め、19 の内容などに対する助言及び指導、グループ発表の際
世紀、特にアメリカン・ルネッサンス期の作家・作品の購 の論議の活性化に対する補助など。
読を通して、「アメリカの良質な知的財産」に触れ、その
理解を図る。
授業では、テキストの中の作家についての説明文と作品
を英語の原文で読み進む。個人指名による質問形式、
グループ発表を中心に授業を行う。

（英米言語文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【基礎演習Ⅱ】（英米言語文化学科・追立祐嗣）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
後期 「読む」、「話す」、「聞く」、「書く」の四技能の実践的な訓 小レポート等の第一次添削、自由レポートのための資料
練を通して、大学における学習方法の基礎力を培い、同 収集、アウトラインの作成・執筆に関する助言及び第一次
時に、論理的な思考に根ざした日本語の運用能力を向 添削など。
上させることを目標とする。
後期前半は、各回ごとに指定された日本語のテキストに
ついて、指名されたグループがその大意とテーマを発表
し、これを土台にして全員が問題点を議論する。その
テーマに関するレポートを書き、毎回提出する。
後期後半は、全員がそれぞれのテーマを設定し、論文
形式のレポートを書く。アウトラインのたて方、資料の収
集、個人発表などを中心に授業を進め、最終的には、論
文形式のレポートを完成させる。

（社会文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【フレッシュマンセミナー（通年）】（社会文化学科・藤波潔）
月日
シラバス（授業内容）
4月6日 前期ガイダンス
4月13日 文献の読み方・探し方
4月20日 文章の書き方①
4月27日 文章の書き方②
5月11日 文章の書き方③
5月18日 図書館ガイダンス
5月25日 要旨報告①
6月1日 要旨報告②
6月8日 要旨報告③
6月15日 要旨報告④
6月22日 要旨報告⑤
6月29日 要旨報告⑥
7月6日 要旨報告⑦
7月13日 要旨報告⑧
7月20日 要旨報告⑨
7月27日 要旨報告⑩
9月28日 後期ガイダンス・グループ編成
10月5日 調査テーマの決定①
10月12日 調査テーマの決定②
10月19日 調査計画書の作成①
10月26日 調査計画書の作成②
11月2日 調査①
11月9日 調査②
11月16日 調査③
11月30日 調査④
12月7日 中間報告①
12月14日 中間報告②
12月21日 中間報告③
1月11日 最終報告会①
1月18日 最終報告会②
1月25日 最終報告会③
2月8日 まとめ

要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
要旨報告に対するコメント
グループ編成補助
調査テーマ設定支援
調査テーマ設定支援、調査計画書作成支援
調査計画書作成支援
調査計画書作成支援
グループ調査の支援
グループ調査の支援
グループ調査の支援
グループ調査の支援
中間報告に対するコメント
中間報告に対するコメント
中間報告に対するコメント
最終報告に対するコメント
最終報告に対するコメント
最終報告に対するコメント
ゼミの総括と基礎演習に向けての助言

【文化人類学概論Ⅱ】（社会文化学科・江上幹幸）
月日
シラバス（授業内容）
9月28日 化石人類とは
10月5日 化石人類とは
10月12日 化石人類とは
10月26日 化石人類の発見史
11月2日 化石人類の発見史
11月9日 人類がたどってきた道
11月16日 人類がたどってきた道
11月30日 人類がたどってきた道
12月7日 人類がたどってきた道
12月14日 人類がたどってきた道
12月21日 人類がたどってきた道
1月11日 人類がたどってきた道
1月18日 人類がたどってきた道
1月25日 モンゴロイドとは
2月8日 モンゴロイドとは
2月15日 後期試験

教育支援者職務内容
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
試験監督補助

【フレッシュマン・セミナー（通年）】（社会文化学科・江上幹幸）
月日
シラバス（授業内容）
5月25日 図書館での論文検索の練習
6月1日 グループでのテーマ設定
6月8日 テーマについての討論
6月15日 テーマについての討論
6月22日 テーマについての討論
6月29日 1班の1回目ゼミ発表（動物資源の利用、流通、管理）
7月6日 2班の1回目ゼミ発表（動物を利用した伝統食文化）

教育支援者職務内容
図書館での論文検索練習の補助
テーマ設定のための助言
テーマ設定のための助言
テーマ設定のための助言
テーマ設定のための助言
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント

教育支援者職務内容
文献解読についての助言
文章作成の助言と添削
文章作成の助言と添削
文章作成の助言と添削

（社会文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
7月13日
7月20日
7月28日
8月3日
9月28日
10月5日
10月12日
10月26日
11月2日
11月9日
11月16日
11月30日
12月7日
12月14日
12月21日
1月11日
1月18日
1月25日
2月8日
2月15日

3班の1回目ゼミ発表（観光と動物）
4班の1回目ゼミ発表（動物をめぐる伝承と祭祀）
5班の1回目ゼミ発表（琉球列島における狩猟文化）
6班の1回目ゼミ発表（絶滅危惧種の管理と保全）
7班の1回目ゼミ発表（絶滅危惧種について）
1班の2回目ゼミ発表（動物資源の利用、流通、管理）
2班の2回目ゼミ発表（動物を利用した伝統食文化）
3班の2回目ゼミ発表（観光と動物）
4班の2回目ゼミ発表（動物をめぐる伝承と祭祀）
5班の2回目ゼミ発表（琉球列島における狩猟文化）
6班の2回目ゼミ発表（絶滅危惧種の管理と保全）
7班の回目ゼミ発表（絶滅危惧種について）
1班の3回目ゼミ発表（動物資源の利用、流通、管理）
2班の3回目ゼミ発表（動物を利用した伝統食文化）
3班の3回目ゼミ発表（観光と動物）
4班の3回目ゼミ発表（動物をめぐる伝承と祭祀）
5班の3回目ゼミ発表（琉球列島における狩猟文化）
6班の3回目ゼミ発表（絶滅危惧種の管理と保全）
7班の3回目ゼミ発表（絶滅危惧種について）
全体的なまとめと報告書作成の打ち合わせ

それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
それぞれの班の発表におけるコメント
全体的なまとめに対するコメント

【卒業論文指導演習（通年）】（社会文化学科・澤田佳世）
月日
シラバス（授業内容）
4月6日 イントロダクション
4月13日 講義①卒論作成までのプロセス
4月20日 講義②卒論の書き方
4月27日 個人報告①（論文概要と研究計画）
5月11日 個人報告①（同上）
5月18日 個人報告①（同上）
5月25日 個人報告①（同上）
6月1日 個人報告①（同上）
6月8日 個人報告①（同上）
6月15日 個人報告①（同上）
6月22日 個人報告①（同上）
6月29日 個人報告①（同上）
7月6日 個人報告①（同上）
7月13日 個人報告①（同上）
7月20日 個人報告①（同上）
9月28日 講義③卒論の形式と決まり
10月5日 個人報告②（中間報告）
10月12日 個人報告②（中間報告）
10月19日 個人報告②（中間報告）
10月26日 個人報告②（中間報告）
11月2日 個人報告②（中間報告）
11月9日 個人報告②（中間報告）
11月16日 個人報告②（中間報告）
11月30日 個人報告②（中間報告）
12月7日 個人報告②（中間報告）
12月14日 個人報告②（中間報告）
12月21日 個人報告②（中間報告）
1月11日 個別指導
1月25日 卒論本提出（1月）
2月8日 卒業論文発表会（2月上旬、個人報告③）

教育支援者職務内容
講義準備の補助、質問への対応補助、出席管理（通年）
講義準備の補助、質問への対応補助
講義準備の補助、質問への対応補助
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
講義準備の補助、質問への対応補助
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
個人報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
卒論発表会準備・運営補助
卒論発表会準備・運営補助

【基礎演習（通年）】（社会文化学科・澤田佳世）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日 ガイダンス
4月14日 共通テーマ、サブ･テーマとグループ決定
4月21日 社会調査概論：社会調査とは何か？
4月28日 グループによる事前調査（PFW）実施
5月12日 グループによる事前調査（PFW）実施
5月19日 グループ事前調査（PFW)と仮説の発表
5月26日 グループ事前調査（PFW)と仮説の発表

教育支援者職務内容
講義準備の補助、質問への応対補助、出席管理（通年）
事前調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
事前調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
事前調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
事前調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
口頭発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
口頭発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進

（社会文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
6月2日
6月9日
6月16日
6月30日
7月7日
7月14日
7月21日
7月28日
9月29日
10月6日
10月13日
10月20日
10月27日
11月10日
11月17日
12月1日
12月8日
12月15日
12月22日
1月5日
1月12日
1月19日
1月26日

質的調査の方法と実践
量的調査の方法と実践
フィールドワークの実践（１）「仮説」の構築
FWの実践（２）インタビューガイドの作成
FWの実践（２）インタビューガイドの作成
FWの実践（３）調査票の企画・設計
FWの実践（３）調査票の企画・設計
調査対象者と地域の選定→夏期集中講座・現地調査（FW)

中間報告（１）質的調査をふまえて
中間報告（２）質的調査をふまえて
中間報告（３）質的調査をふまえて
量的調査のデータ集計と分析
中間報告（１）量的調査のデータ集計・分析
中間報告（２）量的調査のデータ集計・分析
中間報告（３）量的調査のデータ集計・分析
図表作成の方法
報告書作成とプレゼンテーションの方法
最終報告（１）
最終報告（２）
最終報告（３）
調査報告書の作成
調査報告書の作成
調査報告書の作成

【演習（通年）】（社会文化学科・澤田佳世）
月日
シラバス内容（授業内容）
4月7日 前期イントロダクション
4月14日 調査実習報告書合評会①
4月21日 調査実習報告書合評会②
4月28日 調査実習報告書合評会③
5月12日 講義①輪読文献の選定と発表形式の説明
5月19日 文献報告
5月26日 文献報告
6月9日 文献報告
6月16日 文献報告
6月30日 文献報告
7月7日 文献報告
7月14日 文献報告
7月21日 文献報告（理解を深める①ビデオ鑑賞）
7月28日 文献報告（理解を深める②ビデオ鑑賞）
9月30日 後期イントロダクション
10月6日 講義②輪読文献の選定と発表形式の説明
10月13日 文献報告
10月20日 文献報告
10月27日 文献報告
11月10日 文献報告
11月17日 文献報告
12月1日 文献報告
12月8日 文献報告
12月15日 文献報告
12月22日 文献報告
1月5日 文献報告
1月12日 文献報告（理解を深める③ビデオ鑑賞）
1月19日 文献報告（理解を深める④ビデオ鑑賞）
1月26日 後期のふりかえり

口頭発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
中間発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援･促進
中間発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援･促進
中間発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援･促進
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
中間発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援･促進
中間発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援･促進
中間発表コメント・レジュメ作成支援、討論支援･促進
調査活動全般の支援と指導補助、質問への応対
最終発表コメント･レジュメ作成支援、討論支援・促進
最終発表コメント･レジュメ作成支援、討論支援・促進
最終発表コメント･レジュメ作成支援、討論支援・促進
調査報告書の文章添削・作成補助、助言
調査報告書の文章添削・作成補助、助言
調査報告書の文章添削・作成補助、助言

教育支援者職務内容
講義準備の補助、質問への応対補助、出席管理（通年）
講義準備の補助、質問への応対補助、実習報告集合評会支援
講義準備の補助、質問への応対補助、実習報告集合評会支援

講義準備の補助、質問への応対補助
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進
講義準備の補助、質問への応対補助
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言
文献報告コメント・レジュメ作成支援、討論支援・促進、ゼミ論添削補助・助言

（社会文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【南島民俗学Ⅱ（後期）】（社会文化学科・稲福みき子）
月日
シラバス（授業内容）
9月26日 沖縄の民族研究史・戦後の展開
10月3日 外国人による沖縄民族研究
10月17日 柳宗悦と沖縄研究①
10月24日 方言論争をたどる②
10月31日 W．リブラと沖縄研究
11月7日 W．リブラ「沖縄の宗教と社会構想」
11月14日 沖縄のシャーマニズム研究の展開
11月21日 沖縄のユタとノロ
12月19日 沖縄の民間信仰と呪術宗教的職能者
1月16日 馬淵東一の沖縄研究①
1月23日 馬淵東一の沖縄研究②
1月30日 沖縄の比較民俗学の展開
2月6日 沖縄の比較民俗学の展開

教育支援者職務内容
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援
資料配付、機械操作、学習支援

【卒業論文演習（通年）】（社会文化学科・稲福みき子）
月日
シラバス（授業内容）
4月6日 論文テーマを決める
4月13日 文献検索と整理
4月20日 調査地、方法の検討
4月27日 研究史、調査計画の発表
5月11日 文献発表
5月18日 文献発表
5月25日 文献発表
6月1日 文献発表
6月8日 文献発表
6月15日 文献発表
6月22日 文献発表
6月29日 文献発表
7月6日 文献発表
7月13日 文献発表
7月20日 文献発表
7月27日 文献発表
9月28日 調査データの整理と発表
10月5日 調査データの整理と発表
10月12日 調査データの整理と発表
10月19日 調査データの整理と発表
10月26日 調査データの整理と発表
11月2日 論文発表
11月9日 論文発表
11月16日 論文発表
11月30日 論文発表
12月7日 論文発表
12月14日 論文発表
12月21日 論文発表
1月11日 論文発表
1月18日 論文発表
1月25日 論文発表
2月1日 論文発表
2月18日 論文発表

教育支援者職務内容
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
資料検索の支援、学生への助言
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答

【実習（その他）】（社会文化学科・稲福みき子）
月日
シラバス（授業内容）
8月26日 調査地巡検
8月27日 テーマごとの聞き取り調査
8月28日 テーマごとの聞き取り調査
8月29日 テーマごとの聞き取り調査
8月30日 村落祭祀の観察、聞き取り調査
8月31日 テーマごとの聞き取り調査
9月1日 総括

実習調査支援
実習調査支援
実習調査支援
実習調査支援
実習調査支援
実習調査支援
実習調査支援

教育支援者職務内容

（社会文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【基礎演習（通年）】（社会文化学科・稲福みき子）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日 科目のオリエンテーション
4月14日 トレーニングプログラム班の編成
4月21日 斎場御嶽についてのレジュメ発表
4月28日 第1班・現地発表
5月12日 門中墓についてレジュメ発表
5月19日 第2班・現地発表
5月26日 実習地の決定
6月2日 実習テーマの設定と事前学習
6月9日 調査レジュメの発表
6月16日 調査レジュメの発表
6月23日 調査レジュメの発表
6月30日 調査レジュメの発表
7月7日 調査レジュメの発表
7月14日 調査レジュメの発表
7月21日 調査レジュメの発表
9月30日 調査の総括と感想
10月6日 調査報告の記述要項
10月13日 調査資料の整理
10月20日 調査方向の整理
10月27日 調査方向の作成と発表
11月10日 調査方向の作成と発表
11月17日 調査方向の作成と発表
12月1日 調査方向の作成と発表
12月8日 調査方向の作成と発表
12月15日 調査方向の作成と発表
12月22日 調査方向の作成と発表
1月5日 調査方向の作成と発表
1月12日 調査報告書の編集・印刷
1月19日 調査報告書の編集・印刷
1月26日 調査報告書の編集・印刷
2月2日 調査報告書の編集・印刷
2月9日 調査報告書の編集・印刷

教育支援者職務内容
学生への助言
学生への助言
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習、資料検索支援
グループ学習、資料検索支援
グループ学習、資料検索支援
グループ学習、資料検索支援
グループ学習、資料検索支援
グループ学習、資料検索支援
グループ学習、資料検索支援
グループ学習、資料検索支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援
グループ学習への支援

【演習（通年）】（社会文化学科・稲福みき子）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日 科目のオリエンテーション
4月14日 テーマの設定と発表形式
4月21日 先行論文のレジュメ発表
4月28日 先行論文のレジュメ発表
5月12日 先行論文のレジュメ発表
5月19日 先行論文のレジュメ発表
5月26日 先行論文のレジュメ発表
6月2日 先行論文のレジュメ発表
6月9日 先行論文のレジュメ発表
6月16日 先行論文のレジュメ発表
6月23日 先行論文のレジュメ発表
6月30日 先行論文のレジュメ発表
7月7日 先行論文のレジュメ発表
7月14日 先行論文のレジュメ発表
7月21日 先行論文のレジュメ発表
9月30日 調査研究報告書
10月6日 調査研究報告書
10月13日 調査研究報告書
10月20日 調査研究報告書
10月27日 調査研究報告書
11月10日 調査研究報告書
11月17日 調査研究報告書
12月1日 調査研究報告書
12月8日 調査研究報告書
12月15日 調査研究報告書
12月22日 調査研究報告書

教育支援者職務内容
学習支援
文献検索、情報機器支援
文献検索、情報機器支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
レジュメ作成、発表支援
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答

（社会文化学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
1月5日
1月12日
1月19日
1月26日
2月2日
2月9日

調査研究報告書
調査研究報告書
調査研究報告書
調査研究報告書
調査研究報告書
調査研究報告書

学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答
学生への助言、質疑応答

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【社会科公民科教育法（後期）】（人間福祉学科・福島賢二）
月日
シラバス（授業内容）
9月30日 ガイダンス
10月7日 社会科とは何か
10月14日 社会を科学する①
10月28日 社会を科学する②
11月4日 社会を科学する③
11月11日 社会を科学する④

教育支援者職務内容
①受講学生の情報処理と写真撮影
②学習発表のグループ分け支援
①教員の口頭説明のPC打ち込み
②教員の板書の写し作成
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影

12月2日 授業づくりと方法①
12月9日 授業づくりと方法②
12月16日 授業づくりと方法③
1月6日 授業づくりと方法④
1月13日 授業づくりと方法⑤
1月20日 授業づくりと方法⑥
1月27日 授業づくりと方法⑦
2月3日 小テスト、まとめ
【精神医学（通年）】（人間福祉学科・知名孝）
月日
シラバス（授業内容）
60時間 別紙参照

【倫理学Ⅱ（後期）】（人間福祉学科･小柳正弘）
月日
シラバス（授業内容）
9月27日
10月4日
10月11日
10月18日
10月25日
11月1日
11月8日
11月15日
11月22日
11月29日
12月6日
12月13日
12月20日
1月10日
1月17日
1月24日

①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
①質疑・応答のPC打ち込み
②学生発表のビデオ撮影
学生の発表評価シートの整理

教育支援者職務内容
職務内容は講義の準備などの補助。具体的には、1）マイ
ク、パソコン、AV機器、配線資料などの設定および後片
付け、2）非常勤講師（隔週で変わる）へのオリエンテー
ション、3）非常勤講師の出席簿押印などの確認、4）非常
勤講師との必要事項（遅刻・休講のような緊急対応など含
む）の連絡、5）受講生と非常勤講師との連絡、6）その他
講義進行についての連絡等わる授業の準備。PCやAV
機器の準備など

教育支援者職務内容

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【ライティング・スキル（後期）】（人間福祉学科･小柳正弘）
月日
シラバス（授業内容）
9月27日
10月4日
10月11日
10月18日
10月25日
11月1日
11月8日 「書く」ことを中心に知的生産がどのようなものかを理論
的に検討するとともに、日本語の作文技術を、日本語教
11月15日
育を手法にもとづき訓練をとおしてライティング・スキルを
11月22日 実践的に習得する（授業中や授業の前後に練習問題等
11月29日 にくりかえし取り組む。）
12月6日
12月13日
12月20日
1月10日
1月17日
1月24日
【倫理学概論（後期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
月日
シラバス（授業内容）
9月27日
10月4日
10月11日
10月18日 テキストの序論と第1部、配布資料、調査結果などを素材
10月25日 に、その回の授業のテーマについて、基本的には、（A）
11月1日 小レポートを全員が書き、何人かの学生がそれに基づい
11月8日 て発言し、講義担当者も交えて質疑応答を行う、というや
11月15日 りかた、または、（B）8名程度の小グループで議論（もしく
11月22日 は調査）して結論をまとめ発表し、他のグループや講義
11月29日 担当者と質疑応答・討論する、というやりかたで授業を進
12月6日 める。
12月13日 受講者数がコンパクトになったため分担してレジュメを作
12月20日 成する個人発表方式に授業の形式を変更した。
1月10日
1月17日
1月24日
【スクールソーシャルワーク論（後期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
月日
シラバス内容（授業内容）
9月28日 オリエンテーション
10月5日 SSWのとは
10月12日 SSWｒを導入する意義、SSWｒの役割
10月19日 SSWｒの発展過程（日本）
10月26日 海外のＳＳＷｒの役割と実践、ＤＶＤ鑑賞

教育支援者職務内容

受講者個々に応じた指導の補助（授業中の質疑応答、授
業内外の作文添削・資料探索の指導など。）教材作成の
補助。作文、レポート、ファイルなどの整理（切り貼りや文
書の打ち込みなど）。資料の配付。情報機材の操作補
助。途中退室の管理など授業環境の維持。出席管理補
助。

教育支援者職務内容

[授業時間内]ファイル管理。個人発表のレジュメ印刷・配
布。小レポートのまとめ・配布・回収。マイク等、質疑への
対応。資料の配付。情報機材操作補助。途中退室の管
理。
[授業時間外]小レポートの整理（切り貼りや文書の打ち込
み）や文献のコピーなどによる教材作成補助。ファイル管
理。

教育支援者職務内容
出席管理補助、レジュメ印刷
出席管理補助、レジュメ配布、教材の準備
出席管理補助、機材の準備、教科書販売
出席管理補助、機材の準備、レジュメ印刷
出席管理補助、機材の準備、レジュメ配布、記事印刷

11月2日 ＳＳＷの実践モデル新聞記事紹介

出席管理補助、機材の準備、小テスト用のレジュメ配布、記事印刷

11月9日 ＳＳＷに関する包括的実践理論、小テスト（1回目）

出席管理補助、機材の準備、レジュメ印刷

11月16日 ＳＳＷの支援方法その1（事例からみる連携のあり方）

出席管理補助、機材の準備、レジュメ配布、テスト返却の補助

11月30日
12月7日
12月14日
12月21日
1月11日
1月18日
1月25日

出席管理補助、機材の準備、小テストの記事印刷
出席管理補助、機材の準備

ＳＳＷの支援方法その2（ＳＳＷとスクールカウンセリング）
ＳＳＷｒの役割・機能、小テスト（2回目）
ＳＳＷｒとスクールカウンセラー、スーパービジョンの必要性
アセスメントとケース検討会、新聞記事紹介
アセスメントのための面接、新聞記事紹介
ケース検討会（会議）の展開、期末テストの予告
テスト実施

出席管理補助、機材の準備、レジュメ・記事印刷・テスト返却補助

出席管理補助、機材の準備、記事印刷
出席管理補助、機材の準備
出席管理補助、機材の準備、テスト用紙印刷
出席管理補助、機材の準備

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【相談補助演習（通年）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
月日
シラバス（授業内容）
4月12日 オリエンテーション
4月19日 自己紹介・アイスブレイク
4月26日 チョイス4・じゃんけんテレパシー…他
合同ゼミ・自己覚知
5月10日
ワーク（つながりを見出す）
5月17日 ワーク（自己覚知・十人十色・井戸端デビュー）
身近な人権から考える 他
5月24日
ワーク（ソーシャルワークってどんな色？）
5月31日 ワーク（「障害」「自立」のイメージ・一番大切なもの）
6月7日 ワーク（一番大切なもの・開いた質問と閉じた質問）
6月14日 合同ゼミ
6月21日 ワーク（テーマについて質問する）
6月28日 リフレイミング
7月5日 施設体験学習をするにあたって事前学習
7月12日 施設体験学習に向けてのグループ発表
7月19日 前期振り返り
9月27日 オリエンテーション・夏休みの思い出
コミュニケーション技法
10月4日
演習（傾聴、非言語コミュニケーション他）
ＤＶＤ鑑賞『面接への招待Ｖol.1』
10月11日
エコロジカルな視点
ＤＶＤ鑑賞『面接への招待Ｖol.1』
10月18日
ワーク（受容）
10月25日 ＤＶＤ鑑賞『面接への招待Ｖol.2』
11月1日 ワーク（ジェノグラム・エコマップ）続き
合同ゼミ（次年度の実習に向けて）
11月8日
ワーク（ジェノグラム・エコマップ）続き
演習（援助開始時）
11月15日
エコロジカルアプローチ・エンパワメント
11月22日 介護体験事前学習
11月29日 介護体験
12月6日 外部訪問（石嶺児童園・中央児童相談所）
12月13日 演習（援助開始時）続き
1月10日 次年度の学習に向けて（3年次を招いて）
ワーク（自分流の面接）
1月17日
ＤＶＤ鑑賞『対人援助～信頼関係を築くスキル～』
ＤＶＤ鑑賞『対人援助～信頼関係を築くスキル～』続
1月24日
後期振り返り

教育支援者職務内容
資料配付等
学生補助・交流
学生補助・交流
資料配付・ワークの補助
資料配付・ワークの補助
資料配付・学生補助・ワーク補助
資料配付・ワーク補助
資料配付・ワーク補助
学生補助
学生補助
学生補助
学生補助
資料配付
資料配付・学生補助
資料配付・学生補助・機器操作
資料配付・学生補助・機器操作
資料配付・機器操作
資料配布・学生補助
資料配布・学生補助
資料配布・学生補助
学生補助
学生補助・ボランティア支援室との調整
学生補助
資料配布・学生補助
資料配布・学生補助・3年次発表補助
資料配付・学生補助・機器操作
機器操作・学生補助

【スクールソーシャルワーク演習・スクールソーシャルワーク実習指導（後期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
オリエンテーション
9月29日 ●履修上の注意点から資料を参照し「ＳＳＷ演習」「ＳＳ ●資料印刷、資料配付
Ｗ実習指導」の目的。全国及び沖縄県のＳＳＷ事業の現
状
ＳＷの価値
10月6日
●資料印刷、資料配付、機械設営、ワークへの助言
●ＳＳＷｒのＤＶＤからＳＷの役割、価値について考える。
●「ＳＳＷｒの活動指針」「社会福祉士の倫理網領」から援
10月13日
●資料印刷、資料配付、ワークへの助言等
助者としての視点、役割を考える。
●「ＳＳＷｒの活動指針」「社会福祉士の行動範囲」から援
10月20日
●ワークへの参加及び受講生への助言等
助者としての視点、役割を考える。
●学校、地域アセスメント1
「新米SSWeｒのための自己チェックシート」から各自課題
11月10日 の発表及び質疑応答、ディスカッション
●発表に対する質問、助言等
テーマ：「学校の校務分掌にワーカーがどのように介入
できるか？」「養護教諭よ連携するには？」
●学校、地域アセスメント2
11月17日 「新米ＳＳＷeｒのための自己チェック
●発表に対する質問、助言等
シート」から各自課題の発表及び質疑応答
●SSWの在り方、ケース会議、ケース記録の活用
12月1日
●資料印刷、資料配布
SWの展開支援プロセスについて

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
12月8日

12月22日

1月5日

1月12日

1月19日
2月9日

●学校、地域のアセスメント（課題発表及び質疑応答）
●SSWの在り方、ケース会議の流れ
●SSWの在り方、ケース会議、ケース記録の活用、チー
ムアプローチ
●エコマップについて
（作成方法eｔｃ…）
●エコマップ、チームアプローチ
●課題の発表
「SSWの実践事例」からの支援のアプローチ前と後のエコ
マップを作成し各自発表、質疑応答」
●課題の発表
「SSWの実践事例」から支援のアプローチ前と後のエコ
マップを作成し発表、質疑応答
●グループワーク（1つの事例からエコマップ作成）
●課題の発表（事例の要約）
子どもの権利、ミクロからマクロまでの支援
●質疑応答
●SSWの理論～修復的対話について～DVD鑑賞含む

【相談援助実習（通年）】（人間福祉・岩田直子）
月日
シラバス内容（授業内容）
4月12日 自己紹介◎
4月19日 自己覚知◎
4月25日 傾聴
5月9日 自己覚知 part2
5月16日 自己覚知 part3
5月24日 傾聴と共感
5月30日 実習日誌の目的と意義◎
6月7日 第2回 相談援助演習オリエンテーション◎
6月14日 実習達成目標を定める◎
6月21日 日誌の書き方について◎
6月28日 実習配属施設の研究 part1◎
7月5日 第3回 相談援助実習オリエンテーション◎
実習配属施設の研究 part2
7月12日
社協についての資料の読み合わせ◎
7月19日 実習前最終調整◎
7月26日 実習前栄誉会＠厚生会館
9月28日 後期オリエンテーション◎
10月4日 実習報告の事前準備◎
10月11日 実習報告① 蒼生学園（資料：パンフレット、事例）◎
実習報告② グリーンホーム（資料：パンフレット、HP資
10月18日
料、事例）◎
実習報告③ ひまわりファクトリー（資料：HP資料、事例、
10月25日 生産活動評価表、作業評価尺度、リフレーミングについ
）◎
11月1日 実習報告④
れいめいの里（資料：パンフレット）◎
11月8日 実習報告⑤ わかたけ
11月15日 実習報告⑥ 沖縄病院◎
11月19日 ゼミ企画へ向けてのワークショップ＠厚生会館4階ホー
～20日 ル
11月22日 振替休講
11月29日 実習報告⑦ 西原町社会福祉協議会◎
12月6日 実習報告⑧ 嘉手納町社会福祉協議会◎
12月13日
ゼミ企画「Community Market in OKIU つながりのわ」準
12月20日
備◎
1月10日
ゼミ企画 Community Market in OKIU つながりのわ」
1月17日
の振り返り・まとめ◎
2月のゼミ 報告書づくり◎

●資料印刷、資料配布

●資料配付

●発表に対する質問、助言等、資料の印刷配付

●発表に対する質問、助言等

●資料配付、発表に対する質問、助言等
●発表に対する質問、助言等

教育支援者職務内容
ペンや用紙の準備、アイスブレイクの補助役割、学生のサポート
ペンや用紙の準備、アイスブレイクの補助役割、学生のサポート

教員のサポート、実習経験を話す。
資料配布など
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート、資料印刷
資料配付など
学生のサポート
学生のサポート
実習前の最後の確認および激励の会の準備
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート
ワークショップの一部の司会進行。学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート
学生のサポート

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【基礎演習（後期）】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
月日
シラバス（授業内容）
9月29日 オリエンテーション
10月6日 ハワイ研修の説明
10月13日 文献を使いこなす、文献の探し方
10月20日 研究論文の読み方 1
12月1日 研究論文の読み方 2
12月15日 専門演習について 1
12月22日 専門演習について 2
1月12日 グループ発表 1
1月19日 ゼミ活動
1月26日 グループ発表 2
2月9日 まとめ

教育支援者職務内容
出席確認
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援

【専門演習Ⅰ（後期）】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
月日
シラバス（授業内容）
4月6日 オリエンテーション
4月13日 グローバリゼーション時代の意義1
4月20日 国際社会福祉の意義と展望
4月27日 DVD「おいしいコーヒーの真実」
5月11日 グローバリゼーション時代の意義1
5月18日 図書館ガイダンス
5月25日 国際社会福祉の課題
6月1日 国際社会福祉における日本の役割
6月15日 社会福祉のグローバル化と国際福祉
6月22日 JICAについての勉強会
6月29日 国際社会福祉の新たな方向
7月6日 ゲストレクチャー
7月13日 JICA訪問
7月20日 前期のまとめ
9月28日 オリエンテーション
10月12日 ハワイ研修の報告
10月19日 発表の準備時間
10月26日 プレゼンテーション（貧困）
11月2日 ゲストレクチャー（内容？）
11月9日 プレゼンテーション（ホームレス）
11月16日 プレゼンテーション（貧困・子ども）
11月30日 ＪＩＣＡ
12月7日 プレゼンテーション（児童労働）
12月14日 プレゼンテーション（エイズ）
12月21日 プレゼンテーション・ＤＶＤ
1月11日 発表の振り返り
1月18日 訪問前学習
1月25日 キャンプフォスター訪問
2月1日 後期のまとめ

教育支援者職務内容
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援

【公衆衛生学Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
月日
シラバス内容（授業内容）
9月26日 オリエンテーション
10月3日 生活習慣（ライフスタイル）の現状と対策
10月17日 主要疾病の疫学と予防対策
10月24日 保健・医療・福祉・介護の制度
10月31日 社会環境と肥満問題
11月7日 社会と心と身体と「健康格差」
11月14日 社会と心と身体と「健康格差」
12月5日 社会・人間関係と健康
12月12日 人間関係と健康、社会経済的因子
12月19日 社会と健康を繋ぐもの ～心の大切さ～
1月16日 ストレス対処能力
1月23日 うつ・自殺について
1月30日 社会と健康をめぐる課題
2月5日 社会のありようと健康

教育支援者職務内容
出席票の配布、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援
出席確認、講義準備、講義支援

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【専門演習Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日 オリエンテーション
4月21日 課題研究について1
5月12日 課題設定・グループ分け
5月19日 テーマ・サブテーマの決定
5月26日 課題研究準備
6月2日 課題研究準備
6月9日 課題研究について2
6月16日 課題研究の経過発表準備
6月30日 課題研究の経過発表準備
7月7日 グループ発表 1
7月21日 グループ発表 2
7月28日 グループ発表 3
9月29日 オリエンテーション
10月6日 論文作成
10月13日 論文作成
10月20日 論文作成
10月27日 論文作成
11月17日 論文作成・編集委員の決定
12月15日 課題研究中間発表 1
12月22日 課題研究中間発表 2
1月12日 課題研究中間発表 3
1月19日 課題研究中間発表 4
1月26日 課題研究訂正
2月2日 課題研究訂正

教育支援者職務内容
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言
出席確認、講義補助、学生へ助言

【老年学概論Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
月日
シラバス（授業内容）
9月26日 オリエンテーション
10月3日 日本における所在不明長寿者の問題
10月17日 沖縄や日本と世界の長寿者研究、グループワーク
10月24日 社会生活と加齢の関係
10月31日 米国の高齢者の活動・ライフスタイル
11月7日 社会的、文化的文脈におけるサクセスフル・エイジング
11月14日 サクセスフル・エイジング、グループワーク
12月5日 家族、友人、社会支援
12月12日 医療・福祉と介護 1
12月19日 医療・福祉と介護 2
1月16日 社会的不平等と健康
1月23日 社会的施策、政治と行政、地域サービス
1月30日 死と死ぬこと、ホスピス
2月6日 スピチュアリティー、エイジングと健康

教育支援者職務内容
出席票の合配布 講義支援
出席管理、資料配付、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援
出席管理、資料作成補助・配布、講義支援

【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・山入端津由）
月日
シラバス（授業内容）
4月12日 全体オリエンテーション
4月19日 講義（心理学研究法）
4月26日 講義（基礎実習報告書の書き方）
5月10日 実験実習①－1
5月17日 実験実習①－2
5月24日 レポートの添削フィードバック
5月31日 レポートの添削フィードバック
6月7日 実験実習②－1
6月14日 実験実習②－2
6月21日 実験実習③－1
6月28日 実験実習③－2
7月5日 実験実習④－1
7月12日 実験実習④－2
7月26日 実験実習⑤－1
8月2日 実験実習⑤－2
9月27日 質問紙調査とは
10月4日 質問紙査士の基本

教育支援者職務内容
資料配付・配布・質問への対応補助
資料配付・配布・質問への対応補助
資料配付・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き・指導補助
実験データのまとめ・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き・資料配付
実験デデータのまとめ・資料配付
実験準備・実験手続き・資料配付
実験デデータのまとめ・資料配付
実験準備・実験手続き・資料配付
実験デデータのまとめ・資料配付
実験準備・実験手続き・資料配付
実験デデータのまとめ・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
10月18日
10月25日
11月1日
11月18日
11月18日
11月22日
12月6日
12月13日
12月20日
1月17日
1月24日
1月31日
2月7日

質問紙調査のテーマ決定
質問紙調査のテーマ決定
質問紙の作成①
質問紙の作成②
質問紙の作成③
質問紙の作成④
質問紙調査データ収集
質問紙調査データ収集
質問紙調査データのまとめ方
質問紙調査結果のまとめと考察
質問紙調査発表資料作り
質問紙調査プレ発表
質問紙調査発表会

【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・上田幸彦）
月日
シラバス（授業内容）
4月
10月 2年生全体での研究法についての講義
1月
個別ゼミによる実験実習
「視覚的短期記憶」
5月～
実験のやり方
12月
データ整理について
レポートの書き方
【基礎演習（通年）】（人間福祉・前堂志乃）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日 （合同）オリエンテーション・ゼミ分け
4月14日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
4月21日 （合同）図書館オリエンテーション
4月28日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
5月12日 （合同）一日研修オリエンテーション
5月19日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
5月26日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
6月2日 （合同）心理専攻グループワーク
6月9日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
6月16日 （合同）実験室見学ツアー
6月30日 （個別）調べ学習オリエンテーション
7月7日 （個別）調べ学習：心理の職業①
7月14日 （個別）調べ学習：心理の職業②
7月21日 （個別）職業調べ発表会
7月28日 （合同）心理学と職業オリエンテーション
9月29日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
10月6日 （個別）心理学用語調べPartⅠ：課題説明
10月13日 （個別）心理学用語調べPartⅠ：調べ学習

資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
項目チェックの補助
項目チェックの補助
項目チェックの補助
項目チェックの補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
発表会場設置・進行運営補助

教育支援者職務内容
出席管理・資料配付
資料準備
実験のデモンストレーション
仮レポートの添削
時間外において、実験補助、レポート作成の援助、提出
されたレポートの採点準備

教育支援者職務内容
資料準備・配布・質問への対応補助
出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
見学ツアー補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
調べ学習のグループ活動の補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
調べ学習のグループ活動の補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・発表会のタイムキープ・発表
質疑応答へのファシリテーション・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
調べ学習のグループ活動の補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
グループ活動のファシリテーション

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
10月20日 （個別）心理学用語調べPartⅠ：発表会①
10月27日 （個別）心理学用語調べPartⅠ：発表会②
11月10日 （個別）心理学用語調べPartⅡ：課題説明
11月17日 （個別）心理学用語調べPartⅡ：調べ学習
12月1日 （個別）心理学用語調べPartⅡ：調べ学習
12月15日 （個別）心理学用語調べPartⅡ：発表会①
12月22日 （個別）心理学用語調べPartⅡ：発表会②
1月5日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
1月12日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
1月19日 （個別）ゼミ内の交流グループワーク
（合同）心理学基礎演習（2年ゼミ）
1月26日 ＰＳＷについてのオリエンテーション
一年の振り返りとまとめ
【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・前堂志乃）
月日
シラバス（授業内容）
4月11日 合同ゼミ
4月18日 講義（心理学研究とは）
4月25日 講義（基礎実習報告書の書き方）
5月2日 実験実習①－1
5月9日 実験実習①－2
5月16日 実験実習①－3
5月23日 講義（レポート添削フィードバック）
5月30日 講義（レポート添削フィードバック）
6月6日 実験実習②－1
6月13日 実験実習②－2
6月20日 実験実習②－3
6月27日 実験実習③－1
7月4日 実験実習③－2
7月11日 実験実習③－3
7月25日 文献検索の仕方
9月26日
10月3日
10月17日
10月24日

心理学文献の読み方
心理学文献の読み方
実験実習④－1
実験実習④－2

10月31日 実験実習④－3
11月7日 実験実習⑤－1
11月14日 実験実習⑤－2
11月21日 実験実習⑤－3

資料準備・配布・発表会のタイムキープ・発表
質疑応答へのファシリテーション・出席&提出物管理
資料準備・配布・発表会のタイムキープ・発表
質疑応答へのファシリテーション・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
グループ活動のファシリテーション
資料準備・配布・質問への対応補助
グループ活動のファシリテーション
資料準備・配布・発表会のタイムキープ・発表
質疑応答へのファシリテーション・出席&提出物管理
資料準備・配布・発表会のタイムキープ・発表
質疑応答へのファシリテーション・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
グループワーク補助・出席&提出物管理
資料準備・配布・質問への対応補助
出席&提出物管理

教育支援者職務内容
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ補助・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
課外：提出レポートの添削（2時間×3回）
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ補助・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
課外：提出レポートの添削（2時間×3回）
実験データのまとめ補助・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
課外：提出レポートの添削（2時間×3回）
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ補助・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
実験データのまとめ補助・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

12月5日 実験実習⑥－1
12月12日 実験実習⑥－2
12月19日 実験実習⑥－3
1月16日 実習⑦質問紙法オリエンテーション
1月23日 実習⑦質問紙法の基礎1
1月30日 実習⑦質問紙法の基礎2
2月6日 実習⑦質問紙法の基礎3
【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・泊真児）
月日
シラバス（授業内容）
授業内
4月11日 オリエンテーション・合同ゼミ
4月18日 講義：心理学の研究法とは？
4月25日 講義：基礎実習報告書の書き方
5月2日 実習①－1：実験の概要説明
5月9日 実習①－2：実験データの整理
5月16日 実習①－3：結果と考察の書き方
5月23日 実験の要点の再確認、個別指導
5月30日 実験レポートのフィードバック
6月6日 実習②－1：実験の概要説明
6月13日 実習②－2：実験データの整理
6月20日 実習②－3：結果と考察の書き方
6月27日 実習③－1：実験の概要説明
7月4日 実習③－2：実験データの整理
7月11日 実習③－3：結果と考察の書き方
7月25日 文献検索入門・演習（合同ゼミ）
9月26日 実験レポートの再フィードバック
10月3日 3年ゼミ合同説明会
10月17日 実習④－1：実験の概要説明
10月24日 実習④－2：実験データの整理
10月31日 実習④－3：結果と考察の書き方
11月7日 実習⑤－1：実験の概要説明
11月14日 実習⑤－2：実験データの整理

資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
課外：提出レポートの添削（2時間×3回）
実験データのまとめ補助・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
資料準備・配布・質問への対応補助
レポートの添削フィードバック
課外：提出レポートの添削（2時間×3回）
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
データ分析補助
資料準備・配布・質問への対応補助
データ分析補助

教育支援者職務内容
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
11月21日 実習⑤－3：結果と考察の書き方
12月5日 実習⑥－1：実験の概要説明
12月12日 実習⑥－2：実験データの整理
12月19日 実習⑥－3：結果と考察の書き方
1月16日 実習⑦：質問紙法オリエンテーション
1月23日 実習⑦：質問紙法の基礎1：実査
1月30日 実習⑦：質問紙法の基礎2：結果整理
2月6日 実習⑦：質問紙法の基礎3：考察

資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応
資料の準備・配布、機材の準備
学生からの質問への対応

授業外
5月23日
5月24日
5月25日
6月27日
6月28日
6月29日
7月25日
7月26日
7月27日
11月7日
11月8日
11月9日
12月5日
12月6日
12月7日
1月16日
1月17日
1月18日

レポート添削補助
レポート添削、実験実習補助
レポート添削補助
レポート添削補助
レポート添削、実験実習補助
レポート添削補助
レポート添削補助
レポート添削、実験実習補助
レポート添削補助
レポート添削補助
レポート添削、実験実習補助
レポート添削補助
レポート添削補助
レポート添削、実験実習補助
レポート添削補助
レポート添削補助
レポート添削、実験実習補助
レポート添削補助

【基礎演習（通年】（人間福祉学科・泊真児）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日 オリエンテーション・ゼミ分け
4月14日 個別ゼミ：自己・他己紹介
4月21日 心理合同ゼミ：図書検索
4月28日 個別ゼミ：グループワーク
5月12日 学科合同ゼミオリエンテーション
5月19日 個別ゼミ：ライティング課題 ～電子メール文の作成～
5月26日 個別ゼミ：ライティング課題 ～分かりやすい文章表現～
6月2日 心理合同ゼミ：全体グループワーク
6月9日 個別ゼミ：ライティング課題 ～わかりにくい表現の校正～
6月16日 心理合同ゼミ：実験室見学ツアー
6月30日 個別ゼミ：調べ学習オリエンテーション
7月7日 個別ゼミ：調べ学習グループワーク
7月14日 個別ゼミ：調べ学習グループワーク
7月21日 個別ゼミ：職業調べ学習発表会
7月28日 合同ゼミ：『心理学と職業』、オリエンテーション
9月29日 個別ゼミ：調べ学習の振り返り
10月6日 個別ゼミ：心理学用語調べPart1：説明
10月13日 個別ゼミ：心理学用語調べPart1：調査
10月20日 個別ゼミ：心理学用語調べPart1：発表
10月27日 個別ゼミ：心理学用語調べPart1：発表
11月10日 個別ゼミ：心理学用語調べPart2：説明
11月17日 個別ゼミ：心理学用語調べPart2：調査
12月1日 個別ゼミ：心理学用語調べPart2：調査
12月8日 個別ゼミ：心理学用語調べPart2：発表
12月15日 個別ゼミ：心理学用語調べPart2：発表

教育支援者職務内容
資料の準備・配布、学生対応など
資料の準備・配布、グループワークの支援など
資料の準備・配布、学生誘導、学生からの質問への対応
資料の準備・配布、グループワークの支援など
学生の誘導、出席確認補助など
資料の準備・配布、課題回収、学生の文章作成支援
資料の準備・配布、課題回収、学生の文章作成支援
学生の誘導、出席確認補助など
資料の準備・配布、課題回収、学生の文章作成支援
学生の誘導、出席確認補助など
資料の準備・配布、グループワークの支援など
資料の準備・配布、グループワークの支援など
資料の準備・配布、グループワークの支援など
発表会の進行補助、発表資料や発表法への助言
学生の誘導、出席確認補助など
資料の準備・配布、学生対応など
資料の準備・配布、グループワークの支援など
グループワークの支援、調べ学習への指導・助言など
資料の準備・配布、発表会の準備・進行の補助など
資料の準備・配布、発表会の準備・進行の補助など
資料の準備・配布、グループワークの支援など
グループワークの支援、調べ学習への指導・助言など
グループワークの支援、調べ学習への指導・助言など
資料の準備・配布、発表会の準備・進行の補助など
資料の準備・配布、発表会の準備・進行の補助など

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
12月22日
1月5日
1月12日
1月19日
1月26日

個別ゼミ：調べ学習発表会振り返り
個別ゼミ：ライティング課題
心理合同ゼミ：専攻1年次全体交流会
個別ゼミ：ライティング課題
合同ゼミ：2年次ゼミオリエンテーション

【心理学Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・泊真児）
月日
シラバス（授業内容）
9月28日 オリエンテーション
10月5日 心理学のイメージと実際
10月12日
10月19日
10月26日
11月2日
11月9日
11月16日
11月30日
12月7日
12月14日
12月21日
1月11日
1月18日

人のパーソナリティとは何か？
～パーソナリティ論の概説～
人のパーソナリティとは何か？
～パーソナリティテスト～
人が成長・発達するとは何か？
～乳幼児期の発達心理学～
人が成長・発達するとは何か？
～児童・青年期の発達心理学～
人が成長・発達するとは何か？
～老年・成人期の発達心理学～
自己・自分とは、いったい何か？
～社会心理学（1）～
対人認知・対人コミュニケーション
～社会心理学（2）～
人が他者・社会から受ける影響
～社会心理学（3）～
心のトラブル（1）
～臨床心理学・心理臨床とは？～
心のトラブル（2）
～心の病とは何か？～
心のトラブル（3）
～心理療法・カウンセリングとは～
心理学は社会生活に役立つか？
～心理学の実践と応用～

1月25日 講義全体の振り返りと試験案内
【心理学Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・泊真児）
月日
シラバス（授業内容）
9月28日 オリエンテーション・授業契約
10月5日 心理学のイメージと実際
10月12日
10月19日
10月26日
11月2日
11月9日
11月16日
11月30日
12月7日
12月14日

人のパーソナリティとは何か？
～パーソナリティ論の概説～
人のパーソナリティとは何か？
～パーソナリティテスト～
人が成長・発達するとは何か？
～乳幼児期の発達心理学～
人が成長・発達するとは何か？
～児童・青年期の発達心理学～
人が成長・発達するとは何か？
～老年・成人期の発達心理学～
自己・自分とは、いったい何か？
～社会心理学（1）～
対人認知・対人コミュニケーション
～社会心理学（2）～
人が他者・社会から受ける影響
～社会心理学（3）～
心のトラブル（1）
～臨床心理学・心理臨床とは？～

資料の準備・配布、発表へのコメントなど
資料の準備・配布、個別指導・助言など
学生の誘導、出席確認補助、グループワークの支援など
資料の準備・配布、個別指導・助言など
資料の準備・配布、学生の誘導、出席確認補助など

教育支援者職務内容
資料配付、マイク等機材の準備
学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配布、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など

教育支援者職務内容
資料配付、マイク等機材の準備
学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
心のトラブル（2）
～心の病とは何か？～
心のトラブル（3）
1月11日
～心理療法・カウンセリングとは～
心理学は社会生活に役立つか？
1月18日
～心理学の実践と応用～

12月21日

1月25日 講義全体の振り返りと試験案内
【基礎演習（通年）】（人間福祉学科・平山篤史）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日 オリエンテーション・ゼミ分け
4月14日 個別ゼミ グループワーク
4月21日 心理合同ゼミグループワーク
4月28日 個別ゼミ 文章の書き方
5月12日 学外ゼミオリエンテーション
5月19日 個別ゼミ 文章の書き方
5月26日 各ゼミのプログラム
6月2日 心理専攻グループワーク
6月9日 各ゼミのプログラム
6月16日 実験室見学ツアー
6月30日 調べ学習オリエンテーション
7月7日 調べ学習
7月14日 調べ学習
7月21日 職業調べ発表会
7月28日 心理学と職業オリエンテーション
9月29日 個別ゼミ 文章の書き方
10月6日 個別ゼミ 心理学用語調べPartⅠ：課題の説明など
10月13日 個別ゼミ 心理学用語調べPartⅠ：調べ学習
10月20日 個別ゼミ 心理学用語調べPartⅠ：発表会①
10月27日 個別ゼミ 心理学用語調べPartⅡ：課題の説明など
11月10日 個別ゼミ 心理学用語調べPartⅡ：調べ学習
11月17日 個別ゼミ 心理学用語調べPartⅡ：発表会①
12月1日 個別ゼミ 心理学用語調べPartⅡ：発表会①
12月8日 合同ゼミ 心理1年次全体交流会（予定）
12月15日 個別ゼミ キャリア形成①
12月22日 個別ゼミ キャリア形成②
1月5日 個別ゼミ レポートの書き方①
1月12日 個別ゼミ レポートの書き方②
合同ゼミ 心理学基礎演習（2年ゼミ）についてのオリエン
1月19日
テーション
1月26日 個別ゼミ レポートの書き方③
【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・平山篤史）
月日
シラバス（授業内容）
4月11日 合同ゼミ （全体オリエンテーション）
4月18日 講義 （心理学研究法とは）
4月25日 講義 （基礎実習報告書の書き方）
5月2日 実習①－1
5月9日 実習①－2
5月16日 実習①－3
5月23日 講義 （レポートの添削フィードバック）
5月30日 講義 （レポートの添削フィードバック）
6月6日 実習②－1
6月13日 実習②－2
6月20日 実習②－3
6月27日 実習③－1
7月4日 実習③－2
7月11日 実習③－3
7月25日 文献検索の仕方（個別ゼミ）
9月26日 心理学文献の読み方
10月3日 心理学文献の読み方
10月17日 実習④－1

資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など
資料配付、マイク等機材の準備
教室内マイク係、学生対応など

教育支援者職務内容
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・グループワーク補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助

教育支援者職務内容
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き・指導補助
実験データのまとめ・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き・指導補助
実験データのまとめ・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き・指導補助
実験データのまとめ・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
パソコン操作指導
文献要約の添削補助
文献要約の添削補助
実験準備・実験手続き・指導補助

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
10月24日
10月31日
11月7日
11月14日
11月21日
12月5日
12月12日
12月19日
1月16日
1月23日
1月30日
2月6日

実習④－2
実習④－3
実習⑤－1
実習⑤－2
実習⑤－3
実習⑥－1
実習⑥－2
実習⑥－3
質問紙法オリエンテーション
質問紙法の基礎1
質問紙法の基礎2
質問紙法の基礎3

【グループアプローチ（後期）】（人間福祉学科・平山篤史）
月日
シラバス（授業内容）
9月28日 オリエンテイション
10月5日 ウォーミングアップ的活動
10月12日 対人交流を目的としたグループ活動①
10月19日 対人交流を目的としたグループ活動②
10月26日 対人交流を目的としたグループ活動③
11月2日 自己理解・他者理解を目的としたグループ活動①
11月9日 自己理解・他者理解を目的としたグループ活動②
11月16日 自己理解・他者理解を目的としたグループ活動③
11月30日 自発性の発揮を目的としたグループ活動①
12月7日 自発性の発揮を目的としたグループ活動②
12月14日 自発性の発揮を目的としたグループ活動③
12月21日 役割演技と適応
1月11日 心理劇の体験①
1月18日 心理劇の体験②
1月25日 心理劇の体験③
【教職総合演習（後期）】（人間福祉学科・上田真弓）
月日
シラバス（授業内容）
9月28日 ガイダンス、アイスブレイク（1）
10月5日 アイスブレイク（2）、傾聴
10月12日 身体表現によるコミュニケーション（1）
10月19日 身体表現によるコミュニケーション（2）
10月26日 身体表現によるコミュニケーション（3）
11月2日 サブテキストを読み解く/解釈と表現（1）
11月9日 サブテキストを読み解く/解釈と表現（2）
11月16日 サブテキストを読み解く/解釈と表現（3）
11月30日 ドラマを使った授業を体験（環境問題）
12月7日 ドラマを使った授業を体験（手法）
12月14日 学生による進行役体験
12月21日 学生による進行役体験
1月11日 学生による進行役体験
1月18日 学生による進行役体験
1月25日 学生による進行役体験

実験データのまとめ・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き・指導補助
実験データのまとめ・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
実験準備・実験手続き・指導補助
実験データのまとめ・資料配付
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
資料準備・配布・質問への対応補助
パソコンによるデータ処理の指導補助
パソコンによるデータ処理の指導補助

教育支援者職務内容
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理
ファシリテーター補助
シェアリングの進行・体験報告書回収・整理

教育支援者職務内容
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録
出欠確認、授業補佐、記録

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度（前期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
月日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
4月6日 オリエンテーション
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
4月13日 少子高齢社会と次世代育成支援
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
4月20日 新たな政策の発展
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
4月27日 子どもの成長・発達をめぐる現状
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
5月11日 子どもの発達的特徴から生まれるニーズ
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
5月18日 子どもの家庭福祉の定義
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
5月25日 子どもを養育する権利と義務
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
6月8日 児童福祉の法体系
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
6月15日 児童福祉を直接支える主な法律
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
6月22日 その他の関連法
機材準備、資料配付、出席管理補助、登録確認等
6月29日 行政機関と関連機関
機材準備、資料配付、出席管理補助、レポート返却等
7月6日 児童福祉施設
機材準備、資料配付、出席管理補助等
7月13日 子どもの家庭福祉の専門職
機材準備、資料配付、出席管理補助等
7月20日 児童の社会的養護サービス
機材準備、資料配付、出席管理補助等
7月27日 期末試験
テスト問題等配布、監督補助、出席管理補助等
【倫理学Ⅰ】（人間福祉学科・小柳正弘）
月日
シラバス（授業内容）
授業内
4月12日
4月19日
4月26日
5月10日
5月17日 1.オリエンテーション
5月24日 2-3.自由にはどのようなかたちがあるのか
4.自由と倫理はどのようにかかわっているのか
5月31日
5-7.自由のパラドックスにはどのようなものがあるのか
6月7日
8-12.自己決定の現状はどうなっているか/自己決定の
6月14日 何が問題なのか
6月21日 13-14.「自己」とはどのような存在なのか
6月28日 16.まとめのレポート。
7月5日
7月12日
7月19日
7月26日
授業外
4月11日
4月19日
4月26日
5月10日
5月17日
5月24日
5月31日
6月7日
6月14日
6月21日
6月28日
7月5日
7月12日
7月19日
7月26日

教育支援者職務内容

ディスカッションなどグループ・ワークの支援（指導の補
助）。
小レポートの配付・回収。
マイク等、質疑への対応。
資料の配付。
情報機材操作補助。
途中入退室の管理。

小レポートの整理（切り貼りや文章の打ち込み）や文献の
コピーなどによる機材作成補助。
ファイル管理。

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
【倫理学概論（前期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
月日
シラバス（授業内容）
授業内
4月12日 オリエンテーション
4月19日 グループ編成、ファイル作成、
4月26日 道徳と倫理（1）
5月10日 道徳と倫理（2）
5月17日 道徳と倫理（3）
5月24日 「よい」とはどういうことか（1）
5月31日 「よい」とはどういうことか（2）
6月7日 功利主義とその課題
6月14日 義務論とその課題/理念と現実
6月21日 なぜ殺してはいけないのか（1）
6月28日 なぜ殺してはいけないのか（2）
7月5日 なぜ殺してはいけないのか（3）
7月12日 なぜ殺してはいけないのか（4）
7月19日 隣人愛（1）
7月26日 隣人愛（2）
授業外
4月11日
4月20日
4月27日
5月11日
5月25日
5月31日
6月7日
6月14日
6月21日
6月28日
7月5日
7月12日
7月19日
7月26日
【哲学的人間論（前期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
月日
シラバス（授業内容）
授業内
4月12日 オリエンテーション
4月19日 哲学とはなにか（1）
4月26日 哲学とはなにか（2）
5月10日 哲学のモデル-鷲田清一-の場合
5月17日 人間の「本質」とは何か
5月24日 ボノボは人間か（1）
5月31日 ボノボは人間か（2）
6月7日 ボノボは人間か（3）
6月14日 「私」とは何か、という問題はどの
6月21日 「私」とは何か、という問題はどの
6月28日 「私」とは何か、という問題はどの
7月5日 社会的自我論（G.H.ミード）
7月12日 独我論（永井均）
7月19日 パスカル「人間は考える葦である」
7月26日 禅の自我

教育支援者職務内容

ディスカッションなどグループ・ワークの支援（指導の補
助）。
小レポートの配付・回収。
マイク等、質疑への対応。
資料の配付。
情報機材操作補助。
途中入退室の管理。
6月7日以降、松川が体調不良のため欠勤、6月28日以
降、渡邊に交替

小レポートの整理（切り貼りや文章の打ち込み）や文献の
コピーなどによる教材作成補助。
ファイル管理。
6月7日以降、松川が体調不良のため欠勤、6月28日以
降、交替（渡邊1時間、板垣0.5時間）

教育支援者職務内容

ディスカッションなどグループ・ワークの支援（指導の補
助）。
小レポートの配付・回収。
マイク等、質疑への対応。
資料の配付。
情報機材操作補助。
途中入退室の管理。

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
授業外
4月11日
4月19日
4月26日
5月10日
5月17日
5月24日
5月31日
6月7日
6月14日
6月21日
6月28日
7月5日
7月12日
7月19日
7月26日

小レポートの整理（切り貼りや文章の打ち込み）や文献の
コピーなどによる機材作成補助。
ファイル管理。

【知覚心理学（前期）】（人間福祉学科・前堂志乃）
月日
シラバス（授業内容）
4月7日

4月14日

4月21日

5月12日

5月19日

5月26日

6月2日

6月9日

6月16日

教育支援者職務内容

資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
実験データのまとめ指導補助
討議・質問への対応補助
登録確認・オリエンテーション
4月6日（水）14:40～16:10（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
ガイダンス・実験グループの編成
4月7日16:20～17:50（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補
助・実験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
実験データのまとめ指導補助
討議・質問への対応補助
“知覚”を知覚する：ブラインドウォーク
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
目隠しするもの 飲み物 帽子
16:20～17:50（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
実験データのまとめ指導補助
①“盲点”を体験する
討議・質問への対応補助
“盲点”の範囲を測定する
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
②逆さまの世界、虹彩の役割
16:20～17:51（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
③残像と恒常性、影送り
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
視野測定：測定方法の説明と順番決め・測定開始
①色覚と光の三原色（加法混色：PCでのデモンストレーションとLEDライ 実験データのまとめ指導補助
討議・質問への対応補助
ト）
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
②色の三原色（赤・青・黄）と減法混色
16:20～17:52（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
③「補色残像」の刺激作成
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
④逆転眼がね体験
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
視野測定：グループごとの測定を継続
実験データのまとめ指導補助
①マッカロー効果 色の同化 ネオンカラー効果
討議・質問への対応補助
②明るさの対比 色の対比 ベンハムのコマ
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
③残像と補色（単純刺激・鳥と鳥かご）
16:20～17:53（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
④3D画像刺激作成のため撮影開始（撮影対象と構図の決定）
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
視野測定：グループごとの測定を継続
実験データのまとめ指導補助
①ストループ刺激の作成
討議・質問への対応補助
②非注意刺激の知覚（PC実験・全体実験）
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
③注意の範囲（PC実験・個別実験）
16:20～17:54（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
④3D画像刺激作成のため撮影開始（グループごと）
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
視野測定：グループごとの測定を継続
実験データのまとめ指導補助
①盲点の範囲の計算
討議・質問への対応補助
③ストループ実験
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
④注意の範囲（PC実験・個別実験）継続
16:20～17:55（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
⑤スリット視：ゾートロープ刺激作成
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
⑥3D画像刺激撮影継続
視野測定：グループごとの測定を継続
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
①非注意刺激の知覚：実験結果解説
実験データのまとめ指導補助
②盲点の範囲の計算
討議・質問への対応補助
③ストループ実験
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
④注意の範囲（PC実験・個別実験）を継続
16:20～17:56（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
⑤スリット視：ゾートロープ観察・筒観察
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
⑥3D画像刺激撮影継続
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
視野測定：グループごとの測定を継続
実験データのまとめ指導補助
①盲点の範囲の計算結果解説
討議・質問への対応補助
②ストループ実験の結果解説
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
③注意の範囲（PC実験・個別実験）を継続
16:20～17:57（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
④スリット視：ゾートロープ観察・筒観察を継続
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
⑤3D画像刺激撮影継続・デモ刺激観察

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

6月30日

7月7日

7月14日

7月21日

7月28日

8月11日

資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
実験データのまとめ指導補助
討議・質問への対応補助
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
16:20～17:58（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
視野測定：グループごとの測定を継続
実験データのまとめ指導補助
①注意の範囲（PC実験・個別実験）を継続
討議・質問への対応補助
②スリット視：ゾートロープ観察・筒観察を継続
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
③3D画像刺激観察（立体鏡による観察）
16:20～17:59（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
④重量弁別：測定継続
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
⑤視覚探索（PC実験・個別実験）
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
視野測定：グループごとの測定を継続
実験データのまとめ指導補助
①注意の範囲（PC実験・個別実験）を継続
討議・質問への対応補助
②スリット視：ゾートロープ観察・筒観察を継続
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
③3D画像刺激観察（立体鏡による観察）
16:20～17:60（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
④重量弁別：測定継続・測定結果の集計
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
⑤視覚探索（PC実験・個別実験）を継続
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
実験データのまとめ指導補助
①「音」の持つイメージ
討議・質問への対応補助
音楽聴取時の描画実験と結果の解説
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
②注意の範囲、スリット視、3D画像観察（視野融合）の解説
16:20～17:61（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
資料準備・配付・実験準備、実験手続き指導補助
実験データのまとめ指導補助
討議・質問への対応補助
①味覚と嗅覚の実験と結果の解説
13:00～14:30（授業外：実験材料の作成・準備補助など）
②視覚探索の結果解説、重量弁別の結果解説
16:20～17:62（授業外：事件材料の作成・準備補助・資料印刷補助・実
験のシュミレーション・実験結果の集計とグラフ作成など）
10:00～12:00（授業外：配付資料の整理、実験器具の保守管理など）
・台風のため8月4日の15回目講義（補講）は休講となり、授業内の内容
13:00～18:00（授業外：提出物の整理・管理補助、各実験の器具、刺
は課題の提出に切り替えたため、授業内業務はなし
激、配付資料の整理と点検、各実験の運営についての確認事項のリスト
・授業外の業務のみを行った
アップと次年度へ向けた引き継ぎ資料の作成など）
視野測定：グループごとの測定を継続
①注意の範囲（PC実験・個別実験）を継続
②スリット視：ゾートロープ観察・筒観察を継続
③3D画像刺激撮影継続・デモ刺激観察
④重量弁別：実験方法説明・測定開始

【教職総合演習（前期）】（資格関係（教職）・上田真弓）
月日
シラバス（授業内容）
4月6日 ガイダンス、アイスブレイク（1）
4月13日 アイスブレイク（2）、傾聴
4月20日 身体表現によるコミュニケーション（1）
4月27日 身体表現によるコミュニケーション（2）
5月8日 身体表現によるコミュニケーション（3）
5月11日 サブテキストを読み解く/解釈と表現（1）
5月18日 サブテキストを読み解く/解釈と表現（2）
5月25日 サブテキストを読み解く/解釈と表現（3）
6月1日 ドラマを使った授業を体験（環境問題）
6月8日 ドラマを使った授業を体験（手法）
6月15日 学生による進行役体験
6月22日 学生による進行役体験
6月29日 学生による進行役体験
7月9日 学生による進行役体験
7月13日 学生による進行役体験
7月20日 試験日

教育支援者職務内容
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録
授業補助、出欠確認、記録

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による事前オリエンテーション）
担当教員による事前オリエンテーション
有
無
人数
％
人数
％
55
85%
2
3%

無回答
人数
％
8
12%

担当教員による事前オリエンテーション

12%
3%

有
無
無回答

85%

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（法律学科）
【専門演習Ⅰ・Ⅱ（後期）】（法律・末崎衛）
実施年月日
検討事項
適宜

指導・助言の内容
ディベートテーマに関連する論点についての整
理・検討、班での検討において生じた疑問につ
いての助言、班での検討の進め方についての
聴取、助言など。

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（地域環境政策学科）
【情報リテラシー演習（前期/火3）】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
実施年月日
検討事項
2011年4月8日

指導・助言の内容

・事前に講義資料を確認し、学生の質問に対応でき
るようにしておくことを指導。
・わからない点があれば、担当教官へすぐ連絡する
ことを指導。

補助内容の確認
連絡手段の確認

【情報リテラシー演習（前期/水1・水3）】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
実施年月日
検討事項
指導・助言の内容
・事前に講義資料を確認し、学生の質問に対
補助内容の確認
応できるようにしておくことを指導。
2011年4月8日
連絡手段の確認
・わからない点があれば、担当教官へすぐ連絡
することを指導。
【プログラミング演習（後期）】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
実施年月日
検討事項
2011年9月27日

補助内容の確認
連絡手段の確認

【演習Ⅰ（講義）】（地域環境政策学科・山川彩子）
実施年月日
検討事項
2012年1月5日
2012年2月2日

指導方法
3年次への対応

【基礎演習（月）（前期）】（砂川かおり）
実施年月日

検討事項

適宜

指導・助言の内容
・事前に講義資料を確認し、学生の質問に対
応できるようにしておくことを指導。
・わからない点があれば、担当教官へすぐ連絡
することを指導。
指導・助言の内容
レポート相談については配布資料に基づいて
行う
卒研計画については自身の経験に基づき助言
すると良い
指導・助言の内容
添削のポイントなどを文書にし、それに沿って
添削するよう助言した。

【経済学入門Ⅱ】（地域環境政策学科・永田伊津子）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容
特になし

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（日本文化学科）
【基礎演習Ⅰ】（日本文化学科・仁野平智明）
実施年月日
検討事項
2011年5月18日

添削のポイントについて。

2011年5月25日

添削のポイントについて。

2011年6月8日

添削のポイントについて。

2011年7月6日

レポートの内容的な部分への関与について。

【基礎演習Ⅰ】（日本文化学科・田場裕規）
実施年月日
検討事項
2011年5月18日

添削のポイントについて。

2011年5月25日

添削のポイントについて。

2011年6月8日

添削のポイントについて。

2011年7月6日

レポートの内容的な部分への関与について。

【基礎演習Ⅰ】（日本文化学科・下地賀代子）
実施年月日
検討事項
2011年4月～7月
講義の全体像、流れ、
（※講義開始日前と
課題の内容
授業補助に入る週
添削方法
の月曜日に随時
【基礎演習Ⅱ】（日本文化学科・狩俣恵一）
実施年月日
検討事項

2011年10月7日

文献ガイダンスのテーマ確認・役割分担

【基礎演習Ⅱ】（日本文化学科・黒澤亜里子）
実施年月日
検討事項

2011年10月7日

文献ガイダンスのテーマ確認・役割分担

指導・助言の内容
・表現自体を改める最低限度にとどめ、修正の
方向性を示すよう、指導した。
・表現自体を改める最低限度にとどめ、修正の
方向性を示すよう、指導した。
・不足要素の指摘のみならず、良い点について
の評価もするよう、助言した。
・あくまでも「書き方」についての指導をするよう
助言した。
指導・助言の内容
・表現自体を改める最低限度にとどめ、修正の
方向性を示すよう、指導した。
・表現自体を改める最低限度にとどめ、修正の
方向性を示すよう、指導した。
・不足要素の指摘のみならず、良い点について
の評価もするよう、助言した。
・あくまでも「書き方」についての指導をするよう
助言した。
指導・助言の内容
・各回の到達目標の確認
・課題の内容確認（資料の読み合わせ等）
と添削の基準とポイントについての助言

指導・助言の内容
・文献ガイダンスで取り上げる学習内容を確
認、使用するデータベースを紹介し、使い方の
コツを指導。
・演習課題として各グループに与えるテーマに
ついて、TAから学部での学習経験をふまえて
いくつか提案させ、1年生の興味を引くものを検
討。さらに3人のTAの得意分野を考慮して、演
習にてサポートするテーマを決定。
指導・助言の内容
文献ガイダンスで取り上げる学習内容を確認、
使用するデータベースを紹介し、使い方のコツ
を指導。
演習課題として各グループに与えるテーマに
ついて、TAから学部での学習経験をふまえて
いくつか提案させ、1年生の興味を引くものを検
討。さらに3人のTAの得意分野を考慮して、演
習にてサポートするテーマを決定（役割分担）。

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（日本文化学科）
【基礎演習Ⅱ】（日本文化学科・仁野平智明）
実施年月日
検討事項

2011年10月7日

文献ガイダンスのテーマ確認・役割分担

【基礎演習Ⅱ】（日本文化学科・田場裕規）
実施年月日
検討事項

2011年10月7日

文献ガイダンスのテーマ確認・役割分担

【中国語Ⅰ】（日本文化学科・兼本敏）
実施年月日
随時

対個人への指導、および集団への
模範指導について

【中国語Ⅱ】（日本文化学科・兼本敏）
実施年月日
2011年9月

検討事項

検討事項

スタート前に心得ておくべき事項

【異文化コミュニケーションⅡ】（日本文化学科・大城朋子）
実施年月日
検討事項
2011年9月29日
2011年10月27日
2011年12月15日
2012年1月5日

言語レベル/学生の対応等について

指導・助言の内容
・文献ガイダンスで取り上げる学習内容を確
認、使用するデータベースを紹介し、使い方の
コツを指導。
・演習課題として各グループに与えるテーマに
ついて、TAから学部での学習経験をふまえて
いくつか提案させ、1年生の興味を引くものを検
討。さらに3人のTAの得意分野を考慮して、演
習にてサポートするテーマを決定。
指導・助言の内容
・文献ガイダンスで取り上げる学習内容を確
認、使用するデータベースを紹介し、使い方の
コツを指導。
・演習課題として各グループに与えるテーマに
ついて、TAから学部での学習経験をふまえて
いくつか提案させ、1年生の興味を引くものを検
討。さらに3人のTAの得意分野を考慮して、演
習にてサポートするテーマを決定。
指導・助言の内容
模範指導の場合、声の大きさ、繰り返す回数を
受講者の反応に応じるようアドバイス。
個別指導の場合、発音の正誤のみにならず具
体的な助言を行うように。
指導・助言の内容
講義が進む前に前期に学生の習得して音韻の
崩れと声調の不安定さを事前指導。
指導・助言の内容
発表の時のコメントの仕方や内容、そして、レベ
ルの調節に関するアドバイスを行った。
また、フランスについてテーマを一つ選び、そ
れについて毎回授業の初めに2分間話し、学生
達が質問ができる雰囲気で話す事、またある程
度、かみくだいて話す事などを助言した。

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（英米言語文化学科）
【フランス語Ⅱ】（英米言語文化・大下祥枝）
実施年月日
検討事項
2011年10月4日

受講生のレベルに合った支援方法

指導・助言の内容
前日の初めての授業でクラスの雰囲気を知った
支援者に対して、発音の仕方を何度も繰り返し
ながら個々の学生に丁寧に教えるように助言。

【卒業論文Ⅱ】（英米言語文化学科・追立祐嗣）
実施年月日
検討事項
特になし。

特になし。

【アメリカ文学史（後期）】（英米言語文化学科・追立祐嗣）
実施年月日
検討事項
特になし。

特になし。

【基礎演習Ⅱ】（英米言語文化学科・追立祐嗣）
実施年月日
検討事項
特になし。

指導・助言の内容

指導・助言の内容

指導・助言の内容
特になし。

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（社会文化学科）
【フレッシュマンセミナー（通年）】（社会文化学科・藤波潔）
実施年月日
検討事項
毎週講義前の昼休
み
講義終了後
【文化人類学概論Ⅱ】（社会文化学科・江上幹幸）
実施年月日
検討事項
授業前日、毎週実施 パワーポイント作成のための助言

指導・助言の内容
当該時間帯における講義の予定と期待する行
動の示唆
当該講義内容のふり返りと次週の予定の確認
指導・助言の内容
受講学生に対して、どのような注意を与えてい
くか。
パワーポイント使用と板書での切り替えをどのよ
うにするか。など

【フレッシュマン・セミナー（通年）】（社会文化学科・江上幹幸）
実施年月日
検討事項
指導・助言の内容
毎授業前日にゼミ発表についてのコメントの指 具体的にどのようなコメントを出すか、参考文献
授業前日、毎週実施
導
の指導を行う。
【卒業論文指導演習（通年）】（社会文化学科・澤田佳世）
実施年月日
検討事項

2011年4月1日

【基礎演習（通年）】（社会文化学科・澤田佳世）
実施年月日
検討事項

2011年4月1日

【演習（通年）】（社会文化学科・澤田佳世）
実施年月日
検討事項

2011年4月1日

指導・助言の内容
・本演習の目的・ねらい、授業の展開計画・シラ
バス、履修上の注意事項、評価方法、テキス
ト、参考文献について説明
・ＴＡの職務内容について説明（資料配布）
・ＴＡと教員との意見交換の場を配置するなど、
ＴＡの負担を配慮しつつ透明性のあるＴＡ制度
の運用をめざすことを確認
指導・補助の内容
・本演習の目的・ねらい、授業の展開計画・シラ
バス、履修上の注意事項、評価方法、テキス
ト、参考文献について説明
・SＡの職務内容について説明（資料配布）
・SＡと教員との意見交換の場を配置するなど、
SＡの負担を配慮しつつ透明性のあるSＡ制度
の運用をめざすことを確認
指導・助言の内容
・本演習の目的・ねらい、授業の展開計画・シラ
バス、履修上の注意事項、評価方法、テキス
ト、参考文献について説明
・TＡの職務内容について説明（資料配布）
・TＡと教員との意見交換の場を配置するなど、
TＡの負担を配慮しつつ透明性のあるTＡ制度
の運用をめざすことを確認

【南島民俗学Ⅱ（後期）】（社会文化学科・稲福みき子）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容

【卒業論文演習（通年）】（社会文化学科・稲福みき子）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容

【実習（その他）】（社会文化学科・稲福みき子）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（社会文化学科）
【基礎演習（通年）】（社会文化学科・稲福みき子）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容

【演習（通年）】（社会文化学科・稲福みき子）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（人間福祉学科）
【社会科公民科教育法（後期）】（人間福祉学科・福島賢二）
実施年月日
検討事項
2011年10月7日
2011年10月14日
2011年10月21日

レジュメ作成の際の支援方法

【精神医学（通年）】（人間福祉学科・知名孝）
実施年月日
検討事項
山内 健広
【倫理学Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
実施年月日
検討事項
授業計画に基づく指示以外に指導・助言の必
要はなかった。
【ライティング・スキル（後期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
実施年月日
検討事項
授業計画に基づく指示以外に指導・助言の必
要はなかった。
【倫理学概論（後期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
実施年月日
検討事項
初回、第二回、その
作業の方針・内容について
後.随時

指導・助言の内容
①レジュメとは何かを過去のレジュメをもとにし
て説明する。
②レジュメ絵を作成する際に、どこに留意する
かをきちんと伝える
③学生の能力に合わせて支援を行う など
指導・助言の内容
昨年度は事前オリエンテーションを行ったが、
指導・助言の内容

指導・助言の内容

指導・助言の内容
打ち合わせの段取り、レジュメ・小レポート・ファ
イルの管理の方法

【スクールソーシャルワーク論（後期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
実施年月日
検討事項
指導・助言の内容
授業の振り返り及び次回の授業の展開につい 資料配布のタイミング、遅刻学生への対応の方
毎授業後
て
法及び次回資料の準備について
【相談援助演習（通年）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容
①タイミングよく受講学生へ声をかけること。積
①演習の補助について
①適宜必要に応じて
極的に声をかけるべし。
②授業の振り返り及び次回の授業の展開につ
②毎授業後
②遅刻学生への対応の方法及び次回資料の
いて
準備について。欠席学生への連絡及び課題の
【スクールソーシャルワーク演習・スクールソーシャルワーク実習指導（後期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
実施年月日
検討事項
指導・助言の内容
受講生の反応・理解について確認、配付資料 遅刻学生への対応及び次回資料の準備につ
毎授業後
の内容及び配布のタイミングについて
いて。欠席学生への連絡・声掛け。
【相談援助演習（通年）】（人間福祉学科・岩田直子）
実施年月日
検討事項
毎月月末に実施
演習で活用する資料づくりおよび印刷につい
【相談援助実習（通年）】（人間福祉学科・岩田直子）
実施年月日
検討事項
必要に応じて
【基礎演習（後期）】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
実施年月日
検討事項
2011年9月22日

補助内容の確認

【専門演習Ⅰ（後期）】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
実施年月日
検討事項
随時

・講義の教育支援者の立ち位置について
・アドバイスのやり方など。

指導・助言の内容
資料のコピーの箇所eｔｃ
指導・助言の内容

指導・助言の内容
講義中の補助内容の確認、講義前の準備につ
いての説明などを行う。
指導・助言の内容
学生にも行ったアドバイスについて報告しても
らいその内容について指導を行う。対応に困っ
た場合には助言も行う。

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（人間福祉学科）
【公衆衛生学Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
実施年月日
シラバス（授業内容）
2011年9月22日

補助内容の確認

【専門演習Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
実施年月日
検討事項
随時

学生への対応方法

【老年学概論Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
実施年月日
検討事項
2011年9月22日

補助内容の確認

指導・助言の内容
・補助内容について確認を行った。
・講義前に30分～1時間程の講義の流れや学
生対応など必要に応じて指導を行った。
指導・助言の内容
論文の作成について相談することもあったた
め、アドバイスの内容について指導を行った。
指導・助言の内容
補助内容の確認などを行う。
学生のアドバイスについても指導を行った。

【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・山入端津由）
実施年月日
検討事項
2011年4月12日～
2012年2月7日
月曜日に30回実施
（前期：15回、後期
15回）

指導・助言の内容
①受講生へ懇切丁寧に対応する。
②不明な点があれば教員へ相談し、対応す
る。
③講義の始まる前に事前打ち合わせを行い、
その都度しじすることを実行する。

【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・上田幸彦）
実施年月日
検討事項
レポート添削
2012年5月～12月 レポート作成の補助
レポート採点準備

指導・助言の内容
レポート作成上、どこを抑えておくかについて
完成されたレポートを評価する基準はどこかに
ついて

【基礎演習（通年）】（人間福祉学科・前堂志乃）
実施年月日
検討事項
毎回の授業の開始
前と終了後

・当該時間における業務内容の確認
・次週の授業における業務内容の確認

指導・助言の内容
・業務内容に関する教育支援者の疑問、質問
に答える。
・毎時の授業内業務、または授業外業務につ
いて気づいたこと（特に、「学生の視点」から）を
積極的に提案してもらい、支援業務へ反映して
いくよう促した

【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・前堂志乃）
実施年月日
検討事項
毎回の授業の開始
前と終了後

指導・助言の内容
・業務内容に関する教育支援者の疑問、質問
・当該時間における業務内容の確認
に答える
・次週の授業における業務内容の確認・次週 ・毎時の授業内業務、または授業外業務につ
・課外授業に行うレポート添削業務についての いて気づいたこと（特に、「学生の視点」から）を
指示
積極的に提案してもらい、支援業務へ反映して
いくよう促した

【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・泊真児）
実施年月日
検討事項
2011年4月11日
2011年5月2日
2011年5月30日

指導・助言の内容
・教員が補助してほしいSAの業務内容につい
て一通り説明した。
・SAの業務内容について
・実験実習で実験協力者となる際の実施上の
・実験実習を補助する際の留意点について
留意点、配慮すべきことを助言した。
・実習レポートを指導・助言する際のポイントに
・SAが学生の実習レポートを指導・助言する場
ついて
合に留意する点、手がかり等について見本を
示しながら説明した。

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（人間福祉学科）
【基礎演習（通年）】（人間福祉・泊真児）
実施年月日
検討事項
・SAの業務内容について
4月11日（第1回）
4月14日（第2回）
5月19日（第6回）

指導・助言の内容
・教員が補助してほしいSAの業務内容につい
て一通り説明・確認した。

・個別ゼミ：グループワークの進行の仕方と内容
・個別ゼミ：グループワークの内容と進行の仕方
の確認
について確認した。
・ライティング課題の趣旨と進行の仕方につい
て

【心理学Ⅱ（後期）】（人間福祉・泊真児）
実施年月日
検討事項
・教室内におけるマイク係としての職務内容に
・10月12日（第3回） ついて
・11月30日（第9回） ・大幅に遅刻する学生の出欠確認に関わる対
応について

【心理学Ⅱ（後期）】（人間福祉・泊真児）
実施年月日
検討事項
・教室内におけるマイク係としての職務内容に
・10月12日（第3回） ついて
・11月30日（第9回） ・大幅に遅刻する学生の出欠確認に関わる対
応について（2限と同様の検討・対応）

・ライティング課題の趣旨、プログラム全体の進
行等について説明した。
指導・助言の内容
・マイクインタビューする学生を教室内から偏り
なくランダムに選ぶように指示した。その意図
は、学生が緊張感を持って主体的に授業に臨
むようにするためである。
・出欠管理をより厳格にするため、リアクション
ペーパーを入室後に個別配布し遅刻者には遅
刻マークを付けて用紙を配布するよう指示し
た。なお、この方針は、教員が学生に対して授
業内で説明した。
指導・助言の内容
・マイクインタビューする学生を教室内から偏り
なくランダムに選ぶように指示した。その意図
は、学生が緊張感を持って主体的に授業に臨
むようにするためである。
・出欠管理をより厳格にするため、リアクション
ペーパーを入室後に個別配布し遅刻者には遅
刻マークを付けて用紙を配布するよう指示し
た。なお、この方針は、教員が学生に対して授
業内で説明した。

【基礎演習（通年）】（人間福祉・平山篤史）
実施年月日
検討事項

前回の授業の前後

指導・助言の内容
①模範解答を作成し、添削時のポイントについ
て教員とSAが共通認識をもった。
②厳しく指導する必要があるときには教員がそ
①文章の書き方の添削ポイント確認
の役割をとり、SAは受講生のフォローに回れる
②提出物管理、未提出者への促し
ように役割分担した。
③発表資料のまとめ方および発表の仕方のポ
③学生の発表がわからない点、説明が不足し
イント確認
ている点にへ質問し、学生の課題を浮き彫りに
④気になる学生への声かけ
する。
④悩み事、困っていることを相談しやすいような
ゼミの雰囲気作り

【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉・平山篤史）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容

①模範解答を作成し、添削時のポイントについ
て教員とSAが共通認識をもった。
①実験レポートの添削のポイント確認
②最初に学生のアイディアを提出させ、それに
②質問紙調査票の作成における助言のポイン
授業ごとに、授業の
ついて別の見方を提示することを指導。SAが答
ト確認
前後で行った。
えや意見を押し付けないことを確認。
③発表資料のまとめ方および発表のポイント確
③学生の発表のわからない点、説明が不足し
認
ている点にへ質問し、学生の課題を浮き彫りに
する。

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（人間福祉学科）
【グループアプローチ(後期)】（人間福祉・平山篤史）
実施年月日
検討事項

毎回の授業の前後

指導・助言の内容

毎回のプログラムによって異なるが、おもに前
半は、グループワークの中で対人交流が促進
プログラムの狙いと注意事項の確認。SAの役割 するように触蝶的な動きを要求した。中盤から
を確認。
後半にかけては、むしろ脇役に回ってもらい、
受講学生の自己への気づきや他者への関わり
方に変化がもたらされるような動きを要求した。

【教職総合演習（後期）】（人間福祉・上田真弓）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容
全体の変化などを含めて記録をしていくことと、
授業初回日授業前 授業の内容についての確認、業務内容に関し
よく学生に目配りすることについて。
の時間
て注意することなどについて
その他進行上必要な役割などについて。
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度（前期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
実施年月日
検討事項
指導・助言の内容
資料等の配布は講義開始前に配ること、
資料等配布について
2011年4月13・20日
遅れてきた学生へは講義の妨げにならないよう
遅れてきた学生への対応
に指導し、資料等を手渡すことなど。
【倫理学Ⅰ】（人間福祉学科・小柳正弘）
実施年月日
検討事項
出入室管理、ファイルの整理、
初回、第二回、その後グループワーク等の記録と
教材作成などの方法について
【倫理学概論（前期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
実施年月日
検討事項
出入室管理、ファイルの整理、
初回、第二回、その後グループワーク等の記録と
教材作成などの方法について
【哲学的人間論（前期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
実施年月日
検討事項
出入室管理、ファイルの整理、
初回、第二回、その後グループワーク等の記録と
教材作成などの方法について
【知覚心理学（前期）】（人間福祉学科・前堂志乃）
実施年月日
検討事項

毎回の授業の
開始前と終了後

指導・助言の内容
座席表の作成と工夫、ファイルの管理方針、教
材作成補助の段取りなど

指導・助言の内容
座席表の作成と工夫、ファイルの管理方針、教
材作成補助の段取りなど

指導・助言の内容
座席表の作成と工夫、ファイルの管理方針、教
材作成補助の段取りなど

指導・助言の内容
・業務内容に関する教育支援者の疑問、質問
に答える
・当該時間における業務内容の確認
・授業に使用する配付資料の点検をしながら、
・次週の授業における業務内容の確認
知覚心理学の基礎知識の理解を促した
・次週の授業に使用する資料や実験器具の確 ・毎時の授業内業務、授業外業務、配付資料
認
について気づいたこと（特に、「学生の視点」か
ら）を積極的に提案してもらい、支援業務へ反
映していくよう促した

（2011年度 教育支援者制度 担当教員による教育支援者への指導・助言内容）
（教職科目）
【教職総合演習（前期）】（資格関係（教職）・上田真弓）
実施年月日
検討事項
指導・助言の内容
（指導というのが良くない意味でのものならば、
指導をおこなったことはありません。事前の打ち
具体的な関わり方について確認した。授業記
合わせについて記入しています。）
録の取り方についてコンセンサスをとった。
実際にどのように授業にかかわるのかについて
授業が始まる前に打ち合わせをした。

（教育支援者(TA・SA)を採用して、どのような授業改善に繋がった）
（法律学科）
【専門演習Ⅰ・Ⅱ（後期）】
（法律学科・末崎衛）
班ごとの準備のレベルが TA を付けない場合（一昨年度）に比べて全体的に向上した。税法をテーマとするデ
ィベートであるため、ゼミ生だけの準備では知識や関連文献の読み方にも不安があり、準備のための議論もま
まならない傾向があるが、TA が適宜論点を整理したりゼミ生の疑問に解答してくれたりすることで、ゼミ生
たちよりも深く考えられるようになった。

（教育支援者(TA・SA)を採用して、どのような授業改善に繋がった）
（地域環境政策学科）
【情報リテラシー演習（前期）
】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
教員 1 人がコンピュータ室で実習を行う際は、カバーできる学生の数に限りがあったが、SA を採用すること
によって、カバーできる学生の数が増え、学生の理解度アップに繋がったと考えられる。
実際、最終課題をさせた際には、ほとんどの学生がある程度以上、理解できていることが示されている。
採用していなかった 2 年前と比べると理解できた学生が増えている状況である。
【プログラミング演習（後期）
】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
教員 1 人がコンピュータ室で実習を行う際は、カバーできる学生の数に限りがあったが、SA を採用すること
によって、カバーできる学生の数が増え、学生の理解度アップに繋がったと考えられる。
実際、最終課題をさせた際には、ほとんどの学生がある程度以上、理解できていることが示されている。
今年度から選択科目になり、内容が難しくなったにも関わらず理解できている学生が多かった事は、SA の補
助による部分も大きいと考える。
【演習Ⅰ】
（地域環境政策学科・山川彩子）
これまでもっと丁寧におこないたいと思っていた、レジメやレポートの添削について、形式的な部分を SA が
担ってくれたので、教員はそれらの内容的なものについての指示、助言に集中することができた。そのため、
3 年生の成長につながる良い演習を展開できたと思う。
卒業研究計画の相談については、自身の経験等も交えて、3 年生の悩みも理解しつつ助言を与えているように
感じる。このあたりは教員ではうまく対応できない部分もあるので、教員と
学生のクッション的な役割をうまく果たしていたと思う。
【基礎演習（前期）
】（地域環境政策学科・砂川かおり）
新聞要約やレジュメ作成に当たっての指導補助に参加してもらうことで、より効率的な授業運営ができたよう
に思う。キャリアセミナーの感想文や、新聞要約等の添削に当たっては、丁寧に添削をして頂き、学生の文集
力向上にいくらかでも役に立ったと思う。
【経済学入門Ⅱ】（地域環境政策学科・永田伊津子）
大人数講義で必修科目なので、SA の補佐がなければ、講義に集中できなかったかもしれない。
100 名をこえると厳格な出欠確認だけでたくさんの時間がかかるが、
SA のおかげでそのロスはゼロであった。

（教育支援者(TA・SA)を採用して、どのような授業改善に繋がった）
（日本文化学科）
【基礎演習Ⅰ】
（日本文化学科・仁野平智明）
TA に対する添削ポイントの指導により、自身の指導のポイントをより明確化することができた。また、煩瑣
な添削作業を引き受けてもらったことで、次時に返却することが可能となった。これによって、学生にとって
の学びの継続性が保障され、大きな教育効果を得ることができた。
【基礎演習Ⅰ】
（日本文化学科・田場裕規）
一定期間に、一定のレベルの学習内容の習得を目指したとき、「書くこと」の指導では、個別指導が不可欠で
ある。TA を採用することによって、これまでよりきめ細かな「書くこと」の指導ができたと思う。とくに、
添削のみならず、対話によって「書くこと」の焦点化をはかる指導において、充実した指導をもたらした。
【基礎演習Ⅰ】
（日本文化学科・下地賀代子）
・教員だけでなく TA と 2 人で対応することによって、よりきめ細かい指導を行うことができた。
・また 1 年生を対象とする演習であったのだが、歳の近い TA が授業後も個別相談に応じてくれることによっ
て、学生は大学の雰囲気、講義のやりかたに早く慣れることができたと感じている。
【基礎演習Ⅱ】
（日本文化学科・狩俣恵一）
文献検索の方法を学んだことで、後期授業の中核をなすグループ研究のための基礎作業をスムーズに行えた学
生が多かった。
【基礎演習Ⅱ】
（日本文化学科・黒澤亜里子）
後期授業においては、各自のテーマにあわせて文献を探し発表する。例年は、発表レジメを作成する前の段階
で、必要な文献にたどり着く方法そのものが分からないためにつまずいている学生も多かったようた。しかし
今年度は、このガイダンスの実施したことにより、文献探索能力が飛躍的に向上し、その後の授業展開が非常
にスムーズになった。
【基礎演習Ⅱ】
（日本文化学科・仁野平智明）
文献検索の方法を学んだことで、後期授業の中核をなすグループ研究のための基礎作業をスムーズに行えた学
生が多かった。
【基礎演習Ⅱ】
（日本文化学科・田場裕規）
文献検索の方法を学んだことで、後期授業の中核をなすグループ研究のための基礎作業をスムーズに行えた学
生が多かった。
【中国語Ⅰ】
（日本文化学科・兼本敏）
学習者が SA を身近に感じ、発話に躊躇が無くなった。教員に対しては緊張の度合いが高く、自身喪失につな
がる場合が多く、ネイティブに対して中国語の発話が積極的になったことが顕著な改善である。
【中国語Ⅱ】
（日本文化学科・兼本敏）
先ず、やる気の有る学生が教科書以外の質問や、発音チェックを随時受けられるようになり、学習意欲と速度
が高まった。次に、自宅学習（予習復習）の習慣が無い学生にとっては、救いの手となり、通常 12 月末には
これまで振るわなかった学生が積極的に質問や補助をお願いするようになった。その結果、課題を辛うじて終
わらせることができるようになった（数年前の SA 不在時期と比べると不可が急激に減った）
。
【異文化コミュニケーションⅡ】
（日本文化学科・大城朋子）
アントワンさんが、TA として毎回授業に参与してくれたおかげで、異文化世界に身近に触れながら、学生達
は知らず知らずのうちに異文化コミュニケーションを恒常的に体験することができた。また、アントワンさん
のフランス文化の紹介を聴き、少しづつではあるが慣れていった。そして、テーマや内容を把握し差異のある
文化の話し合い、そして、添削に時間をかけてくれたおかげで、英語で日本文化を異文化に発信するという学
びがより深化され、授業が活性化された。

（教育支援者(TA・SA)を採用して、どのような授業改善に繋がった）
（英米言語文化学科）
【フランス語Ⅱ】（英米言語文化・大下祥枝）
40 名余りの学生を一人で指導していた時と比べると、TA にサポートしてもらったお陰で、二人で手分けして、
各学生から出た質問に丁寧に答えることができた。更に学生の発音チェックも細やかにできたため、学生が躊
躇することなくフランス語を大きな声で発音するようになった。1 つの課が終わる毎に文章を読む小テストを
行ったが、TA から"très bien"の評価を貰おうとして、学生達は熱心に練習に励んでいた。発音を初めとして、
フランス語の習得にクラス全員が頑張っていた姿を通して、TA を採用した効果があったと考えています。
【卒業論文Ⅱ】
（英米言語文化学科・追立祐嗣）
上に述べたように、受講生への個人個人への指導が大幅に改善された。
【アメリカ文学史（後期）】
（英米言語文化学科・追立祐嗣）
上に述べたように、受講生への個人個人への指導が大幅に改善された。
【基礎演習Ⅱ】
（英米言語文化学科・追立祐嗣）
上に述べたように、受講生への個人個人への指導が大幅に改善された。

教育支援者(TA・SA)を採用して、どのような授業改善に繋がった）
（社会文化学科）
【フレッシュマンセミナー（通年）
】（社会文化学科・藤波潔）
①文章作成演習に際しては、従来、担当者が一人 20 名以上の学生の間を移動しながら指導していたため、適
切なタイミングで、適切な内容の指導が必ずしもできていなかったが、教育支援者を活用することで、その問
題が相当程度解決した。
②要旨報告においては、初めてレジュメを作成する受講生に対して、教員では思いつかないような、受講経験
に基づいた助言だったため、受講学生が大いに納得してその助言を受け入れていた。
③グループ調査では、教育支援者の活用が一番効果を発揮した。具体的には、調査計画書の作成において、教
育支援者の 2 年次における実習の経験に基づく適切な助言がなされ、計画書の作成が円滑に進んだこと、調査
時にはグループによって作業場所が教室と図書館に別れるため、従来はどちらか一方に目が届かなかったが、
教育支援者と手分けすることによって、その問題が解決したこと、などが挙げられる。
【文化人類学概論Ⅱ】
（社会文化学科・江上幹幸）
教育支援者がいることで、OS 機器の準備、出欠確認、レジュメ配布など授業開始前の作業がスムーズに行わ
れるようになり、授業内容に集中できるようになる。
学生が静かに授業を受けるようになった。
OS と板書の切り替えなどが迅速になり、授業がやりやすくなった。
【卒業論文指導演習（通年）】
（社会文化学科・澤田佳世）
本科目の目的は、学生が自ら設定した研究テーマについて徹底的に調べ・考え、先行研究の知見と現地調査を
駆使しながら、卒業論文を作成することにある。前期にテーマの焦点化と先行研究の整理を行い、論文概要と
研究計画について口頭発表してもらった。夏期休暇中には、各自、研究計画をもとに現地調査を実施し、後期
には、調査結果を整理・分析して中間報告を行いつつ、各自卒業論文を完成させ提出した。その後、卒業論文
報告会で口頭試問をかねた口頭発表を行った。
19 名の学生の取組みに対し、担当教員ひとりでは学生の習熟度や研究進行状況に応じた細やかな対応は困難で
あった。しかし、卒業研究を全うし論文を提出した大学院生にＴＡとして教育支援をしてもらうことで、論文
作成の作法や先行研究の整理、データ収集から調査結果の分析、口頭報告や卒業論文の作成に関して、個々の
学生のニーズに適した指導を実現することができた。同時に、受講学生の社会学的研究技術と探究力の向上を
喚起することも可能となった。受講学生からの評価も高く、ＴＡがいることでゼミ内での学生の発言が活発と
なり、議論も活性化した。学問への関心も高まり、将来大学院に進みたいと相談にくる学生も増えている。Ｔ
Ａ制度の活用により、今年度は 14 名の学生が極めて良質な卒論を提出することが可能となった。
【基礎演習（通年）
】（社会文化学科・澤田佳世）
今年度の本演習では、
【①震災と原発】と【②沖縄における平和とエスニシティ】という 2 つの主要テーマを
設定し、沖縄本島をフィールドに調査実験を行い、各テーマの深層的理解と共に質的調査法の実践的理解を試
みた。現地調査に先立ち、複数のサブ･テーマを設定し事前学習を行い、その後、サブ･テーマのグループごと
に、調査・企画・設計、仮説・調査項目の設定、インタビューガイド・調査票の作成、対象者・地域の選定、
実査、収集したデータの集計・分析、報告書の作成を実施した。
14 名の学生の取り組みに対し、担当教員ひとりでは学生およびグループの習熟度や調査進行状況に応じた細や
かな対応は、困難であった。しかし、本ゼミと現地調査を経験した SA に教育支援をしてもらい、調査の企画・
設計から報告書の作成にいたる社会調査の一連のプロセス、及び研究テーマの内容に関して、学生及びグルー
プのニーズに適した助言と指導が実現され、学生の社会学的研究技術と探求力の向上が顕著となった。受講学
生からの評価も高く、SA がいることでゼミ内での学生の発言が活発となり、議論も活性化、先に掲げたテー
マに関する実のある調査報告書を作成することができた。
【演習（通年）】
（社会文化学科・澤田佳世）
本演習は、文献輪読を基軸に、社会学の基本概念や思考枠組を学びながら現代社会を批判的に分析する〈社会
学的想像力〉の習得を目的とする。担当者による文献報告と参加者全員での討論を通じ、個人的なことがらが
社会全体とどのように関わっているのかを理解するとともに、自明視された「常識」が歴史的にどのように構
築されて北野かを考え、自分自身で「問題」を発見し探求する力を培った。なお、4 月には実習報告書の合評
会と、後期には卒論研究に向けた準備として学生各自のゼミ論への取組みを課した。
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【南島民俗学Ⅱ（後期）
】（社会文化学科・稲福みき子）
受講生が多いため、これまでの印刷物の配布、出席に管理等に多くの時間を要したが、その点がスムーズに行
われ、授業へ専念することができた。
【卒業論文演習（通年）
】（社会文化学科・稲福みき子）
身近な先輩からの助言および経験が加わることにより、卒論制作への指導がよりスムーズに行うことができた。
【実習（その他）】
（社会文化学科・稲福みき子）
身近な先輩からの助言および経験が加わることにより、調査テーマの設定、調査の遂行、データの整理をより
スムーズに行うことができた。
【基礎演習（通年）
】（社会文化学科・稲福みき子）
身近な先輩からの助言および経験が加わることにより、調査テーマの設定、調査の遂行、データの整理をより
スムーズに行うことができた。
【演習（通年）】
（社会文化学科・稲福みき子）
身近な先輩からの助言および経験が加わることにより、調査テーマの設定、調査の遂行、データの整理をより
スムーズに行うことができた。
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【社会科公民科教育法（後期）
】（人間福祉学科・福島賢二）
①教師と学生との相互的なやりとりを SA がパソコンで打ち込み、それをまとめたものを後日、学生に資料と
して配付することによって、授業中のやりとりの確認と省察を可能にし、内容の理解を深めた。
②学生の報告・発表を、SA がビデオ撮影することで、学生自身が発表の際にどのような点にかだいがあるの
かが、視角的に明らかとなり、報告・発表などの実践的能力の向上に寄与した。
③SA に学生のレジュメ作成の支援をしてもらうことによって、学生同士の視点で何かどのように分からない
のかという点が対教師よりも明瞭となる面もあり、学生の学習効果を高めた。
【精神医学（通年）
】（人間福祉学科・知名孝）
教育支援者が補助してくれることで、コーディネーターの負担が減り、講師の方々の講義の準備などがよりス
ムーズに行われるようになった。課題を集めたり、細かい連絡事項を学生へ伝達することも可能になったこと
も大きな改善点であった。
【倫理学Ⅱ（後期）
】（人間福祉学科・小柳正弘）
前回の授業の展開をもとにふりかえることで、学生の理解度をチェックすることがでいた。小レポートの整理
などでも、支援を受けることで、学生の感じ方をより活かすことができたように思う。
【ライティング・スキル（後期）】
（人間福祉学科・小柳正弘）
プロジェクターを使って学生の作文を全体に見せる形で添削をするという手法を導入することができた。
これにより、個々に対する作文指導を全体への指導と有機的に連関させることが可能となった。
【倫理学概論（後期】
（人間福祉学科・小柳正弘）
視聴覚教材の操作、レジュメの印刷、小レポートのまとめなどを支援してもらったことで、教員としては授業
における学生との実質的なやりとりに集中できた。小レポートのまとめが教材化できた。
【スクールソーシャルワーク論（後期）】
（人間福祉学科・比嘉昌哉）
毎回授業の終了時に、授業や学生の反応等について話合いをもった。それにより、私自身の授業（内容や資料
配付、進む速度等）について客観的に振り返ることができて次回以降の授業展開の参考になった。
【相談援助演習（後期）
】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
本科目は、他のゼミと異なり資格科目となっていることからほぼ毎回レポートを課した。また、学外の活動で
ある「施設体験学習」もあったため、資料の準備や課題の整理が多くあった。ＳＡである彼女のサポートがあ
ったおかげで授業内容の向上につながったと考える。さらに、ＳＡが模範例として行うロールプレイは受講生
にとって非常に参考になったと考える。受講生は、授業内容や課題への質問をＳＡに行うことで理解が深まっ
たと考える。
【スクールソーシャルワーク演習・スクールソーシャルワーク実習指導（後期）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
この科目自体新規の科目であるため、私自身も試行錯誤を繰り返し、授業を組み立てた。SA を活用すること
で、資料収集や授業で活用する資料の準備等が円滑にできた。また、当然のことながら新規科目であるため SA
は未受講者であるが、上記のように本人の経験が大いに活用できた。社会福祉士実習及び教育自習での経験か
ら後輩へ助言してもらったのは良かった。受講人数も少なかったため、一緒にディスカッションにも参加して
もらい、意見や後輩へのアドバイスをしてもらった。SA が加わったことで、同級生だけでは得られない演習
内容になったと思われる。
【相談援助演習（通年）
】（人間福祉学科・岩田直子）
・個別対応、個別面談がしやすくなった。
・グループワークが活発になった。
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【相談援助実習（通年）
】（人間福祉学科・岩田直子）
・個別対応がしやすくなった。
・ゼミ企画にチャレンジすることができた。
・新たな試みをしてみようというきもちになった。
【基礎演習（後期）
】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
講義中に、学生の分からない部分について SA からの助言等が行われ、学生の理解が高まったと感じている。
講義前の SA の事前準備（パワーポイントの準備など）があったためスムーズに講義に入ることができ、授業
中の流れがやりやすくなった。
【専門演習Ⅰ（後期）】
（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
学生はプレゼンテーションの準備等に不安な部分も多かったが、教育支援者の関わりにより発表についてスム
ーズに行うことができた。
また、講義時の不明瞭な点など学生の様子の事を細かくチェックを行っていた。それを教育支援者と話し合う
ことにより、学生への授業の対応方法を変えるなど学生の授業への理解のしやすさを改善できた。
【公衆衛生学Ⅱ（後期）
】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
専門用語など事前打ち合わせを行い、正しい日本語で言い直してもらうなど、学生の言葉に対する理解につい
て補助してもらい、学生の理解が深まったと考えている。
グループワークにおいては積極的に学生に助言を行い、学生のグループワークの質が高まった。
【専門演習Ⅱ（後期）】
（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
学生の課題研究など論文作成に関する不明瞭な部分を教育支援者を通して助言をしていくことで、学生の論文
作成に対する不透明感を軽減することができた。
【老年学概論Ⅱ（後期）
】（人間福祉学科・Ｄ.ウィルコックス）
配付資料が多くあったため、資料整理を積極的にしてもらった。いつどの講義でどの資料を配付したかをきち
んと把握することができたため、欠席してしまった学生へ対しての資料配付がスムーズにできた。
【心理学基礎演習（通年）】
（人間福祉学科・山入端津由）
これまで、討議集団を 2 グループ作り、それぞれの討議場面をビデオで撮影したが、その間、他のグループに
は、自習を指示していた。ＳＡが配置されてからは、撮影と教育・指導の両者を連動して行うことができた。
つまり、ＳＡに撮影を協力してもらい、教員は、他のグループの教育・指導（ミニ講義）を行うことができた。
また、レポートの誤字・脱字や文章のチェックなどもしてもらい、たいへん助かった。授業の仕方やレポート
指導も詳細に、かつ丁寧になったとえる。
【心理学基礎演習（通年）】
（人間福祉学科・上田幸彦）
学生は、気軽に質問しやすくなったようである。レポート添削を繰り返し行っており、作成時に援助もできる
のでレポート質が上がってきている。
【基礎演習（通年）
】（人間福祉学科・前堂志乃）
・ゼミ活動の中で、個々の学生の特徴を捉えながら丁寧に対応してもらい、個別指導が充実した。
・1 年次は、緊張高くなかなか質問や相談をすることができないが、毎時間ＳＡがゼミ生への声かけを欠かさ
ず小さな質問や疑問も引き出してくれたので、受講生の学習内容の理解を促進した。
・「この授業を学んだことのある支援者」という教員と学生の中間的でかつ新しい視点から、教員ではなかな
か気づけない事柄を伝えてもらえたし（例えば、学生がつまずいたり、分からなかったり、抵抗や不安を感じ
たり、迷ったりするポイントなど）、教員ではできない同じ体験を経てきた先輩という学生にとって身近な存
在からの支援をしてもらえた。
・出席管理、資料配付、資料の印刷補助の準備など、授業のための細かい業務を行ってもらうことで、教員は
その分、受講生達への説明や指導、質問への対応など学習自体に対する働きかけを時間的にも心理的にも余裕
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を持って行えるようになった。
・支援者の存在によって、新しい発見があったり、学生と向き合える時間が増えたり、学生理解が深まったり
という変化によって、授業に関してさらにいろいろなアイディアを考えるようになったと感じている。
【心理学基礎演習（通年）】
（人間福祉学科・前堂志乃）
・実験レポートの添削補助業務を丁寧に行ってもらい、レポートの書き方・まとめ方の個別指導が充実してい
る
・実験、実験データの整理の仕方、レポートの書き方など、さまざまな学習内容に関するここの質問に、教員
と支援者 2 名で手分けしてきめ細かく対応することができ、受講生の学習内容の理解を促進した
・「この授業を学んだことのある支援者」という教員と学生の中間的でかつ新しい視点から、教員ではなかな
か気づけない事柄を伝えてもらえたし（例えば、学生がつまづいたり、分からなかったり、抵抗や不安を感じ
たり、迷ったりするポイントなど）、教員ではできない同じ経験を経てきた先輩とい学生によって身近な存在
からからの支援をしてもらえた。
・出席管理、資料配付、資料の印刷補助や器具の準備など、授業のための細かい業務を行ってもらうことで、
教員はその分、受講生達への説明や指導、質問への対応など学習自体に対する働きかけを時間的にも心理的に
も余裕を持って行えるようになった。
・支援者の存在によって、新しい発見があったり、学生と向き合える時間が増えたり、という変化によって、
授業に関してさらにいろいろなアイディアを考えるようになったと感じている。
【心理学基礎演習（通年）】
（人間福祉学科・泊真児）
本演習は、心理学 7 の研究を進めていく上での基礎となる代表的な研究法を学ぶ科目である。学生たちは 5 月
以降、ゼミ単位で 6 つの実験を体験し、4 週間に 1 本ペースで自習レポートを提出することを求められる。ス
ケジュールの関係上、
学生の習熟度に応じた対応が困難になりやすいが、
教育支援者が 2 名配置されたことで、
教員だけではきめ細かな対応が難しいレポートの書き方、実習の進め方、文献の探し方等への対応が行き届く
ようになった。特に授業時間外で実験実習を行う段階においては、欠席した学生への個別対応、グループ単位
での実験実施への協力、レポートの添削補助等において SA は誠実に職務をこなし、実習プログラム全体の円
滑な進行に多大な貢献を果たしてくれた。通年科目で業務内容も多彩で多量な中、教育支援者としての職務を
終始変わりなく適切に遂行してくれた。学生に対して丁寧な指導・助言をしてくれたおかげで、教員は学生の
理解度に合わせて資料を追加したり、レポートのフィードバックに時間をかけたりといった本来の職務に注力
することができた。
【基礎演習（通年）
】（人間福祉学科・泊真児）
本演習の目的は大きく 2 つあり、1 つは 1 年次生がスムーズに大学へ適応できるよう支援すること、2 つ目は
大学での学びの基礎力となる「調べる、読む、文章を書く、発表をする、コミュニケーションする」力を高め
ることである。前者については個別ゼミや全体ゼミを通じてのグループワークを通して学び、後者については
ほぼ毎週授業内外で行うライティング課題によって学んでいった。こうした適応支援と学習支援の両輪からな
る学習内容を 1 年次生が順調にこなしていくために、教員と受講学生の橋渡し役的な立場である SA の役割は
不可欠であった。教員と SA の 2 名が学生に関わることで、学生の能力や意欲の個人差に配慮しながら全員を
各種のワークに関与させていくことが可能になったと思われる。ライティング課題や調べ学習に関しても、教
員と SA が机間巡視をしながら個別的に指導・助言を行うことができ、学生の状況が把握しやすくなった。ま
た、調べ学習発表会でも、SA が経験者の立場で後輩の 1 年次生の発表にコメントしてくれたことで、学生た
ちが基礎演習の学びをより身近なものとして受け止めることに貢献したと考えられる。こうした SA の姿は学
生たちの良きモデルともなった。
【心理学Ⅱ（後期）
】（人間福祉学科・泊真児）
前期に担当した「心理学Ⅰ」では教育支援者をはいちできなかったため、SA の職務内容を教員が行っていた。
そのため、提出物チェックに毎回 2 時間余りの時間を要し、授業内でマイク係をする間や遅刻学生等への対応
をする間は、授業の進行が一時的に滞ることがあった。受講者が 100 名以上の大規模講義であるため、授業の
準備や円滑な進行に支障をきたしていたと言える。こうした授業運営上の諸問題が、
「心理学Ⅱ」に SA を配置
していただいたおかげでほぼ解消された。授業内では、教員は授業を円滑に進行させることに集中でき、資料
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配付やマイク係に要していた時間を授業内容に振り向けることが可能になった。授業外では、提出物の並び替
えと出欠チェックに要していた時間を、提出物を読んでコメントを作成する時間や授業資料を作成する時間に
振り向けることが可能となった。また、教室内に SA がいることで教室環境を静穏に保てたり、学生たちもマ
イクが回ってくるかもしれないという緊張感をある程度持ちながら授業に臨んでいたようである。最終回のリ
アクションペーパーにも、SA や教員に感謝する声が聞かれ、SA 採用が授業の改善や向上に一定の貢献をした
と考えられる。
【心理学Ⅱ（後期）
】（人間福祉学科・泊真児）
前期に担当した「心理学Ⅰ」では教育支援者をはいちできなかったため、SA の職務内容を教員が行っていた。
そのため、提出物チェックに毎回 2 時間余りの時間を要し、授業内でマイク係をする間や遅刻学生等への対応
をする間は、授業の進行が一時的に滞ることがあった。受講者が 100 名以上の大規模講義であるため、授業の
準備や円滑な進行に支障をきたしていたと言える。こうした授業運営上の諸問題が、
「心理学Ⅱ」に SA を配置
していただいたおかげでほぼ解消された。授業内では、教員は授業を円滑に進行させることに集中でき、資料
配付やマイク係に要していた時間を授業内容に振り向けることが可能になった。授業外では、提出物の並び替
えと出欠チェックに要していた時間を、提出物を読んでコメントを作成する時間や授業資料を作成する時間に
振り向けることが可能となった。また、教室内に SA がいることで教室環境を静穏に保てたり、学生たちもマ
イクが回ってくるかもしれないという緊張感をある程度持ちながら授業に臨んでいたようである。最終回のリ
アクションペーパーにも、SA や教員に感謝する声が聞かれ、SA 採用が授業の改善や向上に一定の貢献をした
と考えられる。
【基礎演習（通年）
】（人間福祉学科・平山篤史）
受講学生（1 年次）のスムーズな大学生活への適応を促すことに効果的であったと思われる。学生にとっては、
教員に相談しにくい内容も、先輩である SA には相談しやすいようであった。また、SA という仕事上の役割も
あるので、プライベートと切り離して、安全な形で相談に乗りやすいというメリットもあった。これまで見え
にくかった受講学生の様子も、SA を通して、情報を得ることができたので、生活面、学習面への支援を提供
しやすくなった。このことは、前述したように、ゼミへの出席率の向上や、課題の提出率の向上としても現れ
ている。
また、ライティングスキル課題については、丁寧に添削することが可能になり、提出されたファイルを受講学
生がごとに整理して、本人にもフィードバックできたことは SA 導入がなければ実現できなかった。
1 年次ゼミのプログラムを評価し、検討する目的で、受講学生のライティングスキルの変化や、専門領域に対
する意識、態度の変化を調査する試みも行ったが、SA が各種データをまとめてくれたことも今後のプログラ
ム検討に役立てることとなった。
【心理学基礎演習（通年）】
（人間福祉学科・平山篤史）
SA 導入により、これまでやろうと思っていても手が回らなかった点に個別的な丁寧な指導が可能となった。
具体的には、実験レポートの細かい形式、文章表現について丁寧に添削してもらったこと、パソコンによる図
表の作成や、データの分析など、学生の知識・スキルにばらつきがあり、授業の中だけでは、学生一人一人に
指導できない点について、SA に対応してもらえたことがあげられる。質問紙調査票の作成においては、学生
だけで項目を検討するよりも、SA を交えて議論する中で、様々な視点で検討することができるようになり、
質問項目の妥当性を高めることに役立った。
授業の内容そのものだけでなく、授業への関わり方にも改善が見られた。教員には質問しにくいこと（すでに
説明したがわからないことや、基本的なこと）や、教員に気を使って質問できなかったことについても、SA
に対しては質問しやすかったようであり、積極的に課題に取り組めるようになった。
【グループアプローチ（後期）
】（人間福祉・平山篤史）
グループワークの実践をおこなう授業であり、これまで教員一人で 40 名近い学生に対応するのには難しさを
感じていた。SA 導入により、小グループ化によるディスカッションなどこれまで取り入れるこのできなかっ
たプログラムも採用でき、受講学生、一人ひとりの体験を拾いながら授業を展開することに役立った。
授業前後のミーティングでは、学生の目線からプログラムへの意見を述べてくれたので、それを採用し、授業
に生かすことができた。

教育支援者(TA・SA)を採用して、どのような授業改善に繋がった）
（人間福祉学科）
【教職総合演習（後期）
】（人間福祉学科・上田真弓）
ワークショップ式の授業としては適正人数よりも多い状況で、目が届かないことやより細かな指導が出来ない
ことについて残念に思っていましたが、教育支援者が入ることで改良されました。サポートがいることによっ
てより学生たちの状況に目を向けることができるようになり、授業進行もスムーズになりました。学生にとっ
ては質問などをより投げかけやすくなったと思います。授業にまつわる事務的なこと（教室の手配や、機材の
準備）などについてもよく理解しサポートしてくれたので、より充実した授業展開が可能になりました。
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度（前期）
】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
毎回の講義終了後には、講義の展開や受講学生の反応についてなどについて話し合った。その中で、講義ノー
ト以外に配布する資料（新聞切り抜きや統計）が理解を助けてくれているか否か、講義のスピードが速くない
か否か等意見をもらった。そのことにより、私自身が客観的に講義を振り返ることができ、その次の講義の展
開（改善）につなげることができた。
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度（前期）
】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
座席表による出入室管理など講義補助の支援をうけたことで平穏な環境のもと教員としては授業における学
生との実質的なやりとりに集中できた。グループディスカッションのまとめやコメントも教材化できた。ファ
イルの管理や座席表の作成などに関して創意工夫があり、他の科目にも活用して教室管理の効率化に資すると
ころがあった。
【哲学的人間論（前期）
】（人間福祉学科・小柳正弘）
座席表による出入室管理や視聴覚機器の操作など講義補助の支援をうけたことで教員としては授業における
学生との実質的なやりとりに集中できた。グループディスカッションに関して、支援により、グループごとの
まとめやコメントを数度にわたって教材化し、議論を深化させることができた。
【知覚心理学（前期）】
（人間福祉学科・前堂志乃）
・授業の前後に実験の準備や片付けなどの作業を手際よくこなしてもらえ、授業内での実験がスムーズに行え
た。特に、今年度は授業外の時間を増やしたことで作業に余裕が持て、実験テーマを増やし受講生の体験の幅
を広げることができた。さらに、授業後の時間外業務で、実験結果のクラス集計とグラフ作成が可能になり次
回講義に配布することができた。個々人の実験結果とクラス平均を比較分析しながら実験結果を理解してもら
うことも可能になった。
・実験方法、実験データの整理の仕方など、学習内容に関するさまざまな質問に、教員と支援者 2 名で手分け
してきめ細かく対応することができ、受講生の学習内容の理解を促進した。
・「この授業を学んだことのある支援者」という、教員と学生の中間的でかつ新しい視点から、教員では気づ
けない事柄を伝えてもらえ（例えば、学生がつまづいたり、抵抗や不安を感じたり、迷ったりするポイントな
ど）
、同じ経験を経た先輩という学生にとって身近な存在からの支援をしてもらた。
・出席管理、資料配布、資料の印刷補助や質問への対応など学習自体に力を向けられた。そのため、授業と学
生と向き合う時間が増え、授業に関していろいろなアイデイアを考えるようになったと感じている。
【教職総合演習（前期）
】（資格関係（教職）
・上田真弓）
ワークショップ式の授業としては適正人数よりも多い状況で、目が届かないことやより細やかな指導が出来な
いことについて残念に思っていましたが、教育支援者が入ることで改良されました。サポートがいることによ
ってより学生たちの状況に目を向けることができるようになり、授業進行もスムーズになりました。学生にと
っては質問などをより投げかけやすくなったと思います。授業にまつわる事務的なこと（教室の手配や、機材
の準備）などについてもよく理解しサポートしてくれたので、より充実した授業展開が可能になりました。今
回は SA、TA の 2 名でサポートしてもらえたので、それぞれの得意な部分を生かして授業に参加してもらうこ
とができ、より進行がスムーズでした。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）
・TA2 名とも非常に意欲的に取り組んでもらい、またゼミ生との関係も良好で、担当教員としては非常にありがたかった。対青
学ディベートでは、彼らの修士論文テーマに直接関わるか近いものをそれぞれの担当に充てたため、修士論文の検討も兼
ねることができたようである。また、各班の打合せに加わって適宜指導する中で、法律解釈についての考え方、とりわけ、同じ
文章（制度）についても異なる（対立する）複数の解釈が存在し、自分の採るものと異なる見解についても考慮する必要がある
ことを、より実感として理解してくれたのではないかと思う。
・事前にしっかり講義内容を確認していたため、講義中の学生からの質問にきちんと対応できていた。
また、受講している学生にとっても質問しやすい SA であったようである。
特に、SA が中国語堪能であったため、中国人留学生は助かっていたようである。
・指示も的確に理解するし、時間や約束も守ることもできる。メール指示への返事も毎回あった。学生とのコミュニケーションも
自らとる姿勢もあり、学生主催の飲み会やボーリング大会にも率先して参加していた。
本人が教員志望ということもあり、学生たちを補助しようというよりは、指導しようという姿勢が少々気になった。しかし、全般的
に期待程度、内容によっては期待以上に SA としての任務を果たしており、SA として優秀であったと感じる。
・とてもまじめで、丁寧に添削の補助等をしていただいた。作業スピードも速く、効率的に業務をこなしていた。教職課程を履
修しているため、計画通りに作業が進まないこともあったが、空いている時間を調整し、作業をしていただいた。
・非常によく気がきき、十分に働いてくれた。
・事前の打ち合わせから授業後の添削・個別指導業務まで、非常に熱心に取り組んでくれた。とりわけ、添削業務は煩瑣なも
のであったが、労を厭うことなく入念に行ってくれたことに感謝している。
・熱心に学生指導に取り組んでもらった。添削業務は、懇切丁寧な書き込みによって、ポイントを絞った指導と、学生個々の
特性に応じた指導ができた。ライティングセンターに一定期間常駐し、個別指導に専念してくれたことも、効果的であった。な
により、TA 自身が、将来国語教員になることを目標にしているため、自己研鑽の場でもあったように思う。
・当授業の教育支援者は、担当教員との事前・事後連絡も密に行ってくれ、授業内での学生への指導、質問への対応も非常
に適切であった。学生からの評判も高く、授業の補助に入らない日はそれを残念がる声も多かった。また、添削の仕方、コメ
ントも的を射ており、よりよいフィードバックに繋がっていた。
・TA3 名の内、学部にて図書館司書資格課程を受講していた TA が 1 名のみであったため、文献検索の技能が身について
いるかやや心配であったが、TA 同士で協力し合い、事前に予習してのぞんでくれたため、技能面では特に問題はなった。
・小グループ、テーマごとに担当の TA をつけたが、1 年生は授業担当者のところに質問に来ることが多く、演習中、TA はや
や退屈そうにしている場面があった。もっと積極的に 1 年生に関わり、一緒に文献を探すような行動が見られたらなおよかった。
なお、支援範囲の説明が曖昧だった可能性もある。
・よく頑張ってくれた。
言語教育に対する論理的知識を自習することを勧める。1 対 1 の語学学習の延長で学習者に対応する傾向が強く、マス人数
での対処、対応後の学習者からの反応への無関心（余裕が無いためだと憶測する）が気になった。経験を積むだけでは SA
としては進歩が無い。将来、TA を目指しているようだが、中国語の言語的特徴を学習する必要がある。ネイティブだとの自負
がもたらす間違いに気づいてもらいたい。
・同じ大学の学生でありながら、前半は発音の矯正を正確に熱心に行ってくれた。その補助指導のお蔭で発音が完全になっ
た学生も多いが、後半から熱心さは変わらないが、矯正が少々甘くなっていく傾向があった。理由を聞くと、学生の嫌な顔の
反応が露骨であり、12 月の段階で課題を消化していない学生（可すれすれ）は出席率も悪く、予習復習や音読練習も熱心で
はない、矯正指導しても進歩が見られないと言っていた。教員としてはそのような学生は当然「不可」だと考えるが、SA にとっ
ては同じ学生であるという立場から甘くなってしまい、ある程度のレベルで OK を出していた。発音矯正の OK レベルを客観的
に SA に提示できる方法を教員として開発すべきだと反省した。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）
・授業の目的、そして、TA としての存在意義を十分理解していた。各授業終了後に、次回の授業における自分の役割を毎回
確認していた。そして、授業では、積極的にアシスタントの役割を果たす努力をし、そして、与えられた課題（あるトピックスに
ついて 3 分間、紹介するという課題）を確実にこなしていた。学生が多かったので厳しい状況ではあったが、願わくは、学生一
人一人と、もっとコミュニケーションをして欲しかった。
・TA は、授業の 5 分前には教室に来て、授業担当教員との打ち合わせを熱心にしている。支援日の翌日は毎回、授業担当
教員と授業についての感想や学生達の理解度を話し合い、支援方法の改善に取り組んでいる。授業の初めと終わりにはフラ
ンス語で挨拶をしており、学生達にも次第に大きな声で感謝の念を込めて TA に挨拶を返している。学問に対する TA の真摯
な姿勢を学生達は肌で感じているようで、彼らに良い影響を与えていると思われる。
・極めて優秀な教育支援者である。様式第 4 号-2 に記載した、事前に期待していた「教育支援者職務内容」にとどまらず、中
間発表の際の助言に関しては、極めて丁寧で、個々の発表者にとって刺激的かつ有益な助言を行ってくれた。また同時に、
中間発表の期間におけるアウトライン作成に関する学生からの相談への丁寧な対応や助言、そして、提出された草稿の第一
次添削を返却する際の対面式による助言など、期待を遙かに超える業務を行ってくれた。その結果、例年の授業では困難で
あった、受講生個人に対するきめ細かな指導が出来、本科目の目的を遂行することができた。
・極めて優秀な教育支援者である。様式第 4 号-2 に記載した、事前に期待していた「教育支援者職務内容」にとどまらず、作
家・作品の購読に関しては、関連する文献を紹介しながら、歴史的背景を個々の学生に丁寧な説明を行った。また、グルー
プ発表の際に事前に相談に来た学生への助言を積極的に行い、発表の際にも適切な補助的助言を行なった。その結果、
例年の授業では困難であった、受講生個人に対するきめ細かな指導が出来、本科目の目的を遂行することができた。
・極めて優秀な教育支援者である。様式第 4 号-2 に記載した、事前に期待していた「教育支援者職務内容」にとどまらず、グ
ループ発表の際の助言、小レポートに対する適切な添削と助言、自由レポートに関する相談への丁寧な対応。助言、そして、
自由レポートの第一次添削を返却する際の対面式による助言など、期待を遙かに超える業務を行ってくれた。その結果、例
年の授業では困難であった、受講生個人に対するきめ細かな指導が出来、本科目の目的を遂行することができた。
・採用した教育支援者は、担当科目の受講経験者でもあり、学科の先輩でもあるということで、後輩たちに自らの経験に基づ
いた適切な助言や激励を繰り返しており、受講生たちに大変好評だった。また、授業担当者の意図をよく理解し、その状況で
自らすべきこと、担当教員の指示を仰ぐことの判断が適切にできており、担当者としても大変ありがたい存在だった。また、受
講生からの評判も良く、教育支援者による助言の適切さに対する感謝の言葉が、最後のゼミ総括の時に数多く聞かれた。
・教育支援者はまじめに業務をこなし、本人の勉学にも有効に働いたのではないかと思う。
・教育支援者は一年次と授業以外で多くの時間を割いて、指導を行っている。特に図書館での本の探し方やアンケート調査
の方法などを具体的に指導している。このことは、彼ら自身の卒業論文を書くにあたっても有意義に働いていると思われる。
個人的に大学生活などについても相談にのり、1 年次にも頼りになる先輩となっている。最終的には 2 年次からのゼミ選択に
関しても、ほとんどの学生たちの相談をしているとの報告を受けている。また、今回から TA を採用したが、TA が SA を学習面
も含め、指導していた点が大きな成果となっている。
・教育支援者は、下記の「授業改善報告」でも述べているとおり、本演習の目的の達成、および授業の展開計画の実行のた
めに、極めて重要な役割を果たし尽力してくれた。学生たちの視点や思い、悩みや探究心に寄り添いつつ、責任感をもって
下級生の指導・助言にあたることで、自らも大きく知的成長をとげた 1 年だったと感じる。 今後もさらなる知的探究心と成長を
とげるべく、ＴＡ・ＳＡとしての経験をいかしていってもらいたい。
・全般的に出席管理、教材配布、教材の印刷予約・受け取り、情報機器の操作が主な業務内容であるため、支援者の負担
はさほどなかったと思う。受講生が多いため、担当者にとっては支援になっていた。
・TA がこれまで培ってきた経験や知識をもとに行う助言やコメントは、卒論制作を目指す学生にとって良いモデルとなったと
思う。テーマ設定、調査地選定、調査技法、質問の仕方、資料検索と整理、情報機器の知識などについて、有益な支援であ
った。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）
・TA・SA がこれまで培ってきた経験や知識をもとに行う助言やコメントは、学生にとって良いモデルとなったと思う。テーマ設
定、調査地選定、調査技法、質問の仕方、資料検索と整理、情報機器の知識などについて、有益な支援であった。
・大変真面目にまた熱心に取りくんでくださったので、SA に対する意見・感想はなし。
・この講義は現場で実践をされている精神科医を中心にオムニバス方式で組み立てている講義である。理論だけに偏らず、
実践を前提に講義されるため学生からはかなり好評の講義である。その講義をより効率よく進められるのは、コーディネータ
ーの役割である。教育支援者が入ることで、コーディネーターの負担が軽くなり、講師や受講生とのやりとりも効率もよく行わ
れるようになったと思う。今後も教育支援者の活用を継続できることを強く希望する。
・教員が授業の実質に集中できるよう支援するという役回りをわきまえつつ、授業を改善するための支援に努めてくれた。授
業の形式や内容に関してもよく理解しようという積極的な姿勢と、理解が可能な優れた能力を併せ持っていて、模範的な SA
であった。
・当該教育支援者は、論文作成の経験があり、支援により、学生の能力に応じた形できめ細やかなトレーニングや指導が可
能になった。教育支援者としての経験が豊富でレポート提出の管理や作文添削時の議論など授業担当者にとっても受講者
にとっても有益であった。
・はじめての SA 業務で、しかも通年科目を後期から担当したこともあって、いくらかミスなどもあったが、一生懸命、支援に当
たってくれた。
・毎回、授業のある前日にはお互いに連絡を取り、必要事項を確認した。その確認等でコミュニケーションがとれたため、ＳＡ
もスムーズに支援活動もしてくれた。非常に助かった。学生からの質問にも答えてくれた。学生にとっては、教員よりも年齢の
近いＳＡに尋ねることができて良かったと思われる。
・通年で 2 コマ連続の科目で大変だったと思う。しかしながら、一度の欠席もなく、昨年度の経験を活かしＳＡとしてよくやって
くれた。特に、資料の準備や受講生への助言等丁寧に行ってくれた。感謝している。
・昨年度から SA で働いて貰もらっているので、私の求めることにすぐ対応してくれたので非常に助かりました。新規の科目で
あるため、どのように運営しようかと試行錯誤の授業展開だったが、SA のこれまでの経験（社会福祉士実習及び高校での教
育実習済み）が大きく役に立ち、受講生に助言してくれた。感謝している。
・たいへん明るい性格なので、ゼミの雰囲気がとても良かった。
ゼミ生からの信頼も強く、教員も指導しやすかった。
与えられた仕事に対しても期待以上の取組みをしてくれた。
・教育支援者の役割をしっかりして理解して行動した。
社会福祉実習の経験を活かしてゼミ生をサポートしていた。ゼミ生の信頼も強く、頼もしかった。
新しい試みするべきか悩んだ際に、SA のサポートのおかげでチャレンジできた。
・学生へのアドバイスや気配りなどよく活動していた。
・資料の準備などとても積極的に働いていた。
学生への助言もよく行っていた。
一度講義を取っていると、全体の流れを把握しているので指示も出しやすく、ＳＡも指示に柔軟に対応していました。
本人より、来年度も継続したいとの要望があったので、今年度の経験を踏まえ良い関係を保ちながら、講義に取り組んでいき
たいと思っている。
・意欲が高く、協力的に動いてくれた。
学生に対しての助言も積極的に行い、学生からの反応も良かった。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）
・学生へも気さくに話しかけて、論文の基本的なやり方などを丁寧にアドバイスを行っていた。
本人から、来年度の同講義において継続したいとの申し出があったので、来年度も、ＴＡと良い関係を築きながら講義に臨ん
でいきたい。
・配付資料の準備など、とても協力的だった。
学生の対応も丁寧で良かった。
英語通訳も兼ねて、英語スキルの高いＴＡを採用したが作業内容や講義前の説明が不十分だったのとＴＡとの業務の捉え方
の違いで連携が取りにくかった。何度か講義を進めていく上で、互いの捉え方の違いを解消でき、良い連携をとることができ
た。
また、本人からも、継続の希望があったので今年の経験を元に良い関係で講義に取り組んでいきたい。
・教員の指示にきちんと従い、率先して受講学生たちの支援をしてくれた。事業時間外業務もあったが、気軽に応じてくれた。
集団討議場面を作り、ビデオ撮影をして、このビデオを用いて社会的相互作用過程を観察し、リーダーがだれか、非リーダー
がだれかを判断させ、その妥当性と信頼性について考察する課題であったが、自らも文献を読んだりするなど勉強していて、
スムーズに支援活動がとれたと思う。
・二人とも、とてもまじめに取り組んでくれた。レポートの添削もとても丁寧にやってくれた。質問に来る学生に対しても親切に
対応していた。
・行動力があり、熱心で、対人関係能力が高く、基礎演習の業務を持って遂行してくれた。担当教員も受講生ともに助けられ
本当に感謝している。
・特に、学ぶ技術・スキル（読み、書き、調べ、話し合い、発表する）を身につけてもらうことと、同時に大学への適応を促すとい
う 2 つの大きな目標を持つ科目なので、教員とＳＡが連携することで、学生自身が実際に仲間と課題に取り組み、やってみて、
つまずいて、質問して、そこで具体的に支援（本当に暖かく学生をサポートしてくれた）に入る、という教育活動がうまく循環す
るようになった。個々のゼミ生への配慮を持ってきめ細かく対応してくれていた。とても助かった。教員とＳＡの共通方針として、
学生自身がまず動いて、それを補助するという受講生中心の対応をとり、教えすぎないようにしたため、毎回、真剣に課題に
取り組みながらも受講生の気持ちがほぐれて、とてもいい雰囲気のゼミになった。
・ＳＡ自身も、受講生の質問に答え、ゼミ活動をファシリテートするなかで、多様な学生の特徴を捉えながらグループを支援し
ていく力が高まって成長していった。これからの本人の学びにも大いに期待を持っている。
・2 名とも真面目で誠実に業務を遂行してくれ、担当教員も受講生も助けられ感謝している。
・特に、技術・スキル（レポート・レジュメの書き方、ワープロ・表計算ソフトの使い方、統計ソフトの使い方、発表の仕方）を学ん
でもらう科目なので、学生自身が実際にやってみて、つまずいて、質問して、そこで具体的に支援（本当に手取り足取り教え
てくれた）に入る、という技を伝えていく循環がうまくまわるようにきめ細かく支援してくれてとても助かった。
・2 名とも、やさしい、相手をふんわり受け止めるキャラクターであったため、受講生自身がまず動いて、それを補助するという
受講生中心の対応の仕方だった。そのお陰で受講学生の自発性が育ってきたように感じた。
・受講生の質問に答えたり、レポートの添削をする中で、2 名とも心理学に関する知識、研究・分析技法への理解が深まって
いき（教員から学ぶこともあれば、自分たちで積極的に調べたり考えたりして）成長していった。これからの本人達の学びにも
期待を持っている。
1、授業内での職務内容について
・教員が準備した資料を、教員の指示したタイミングで、手早く、確実に配布していた。
・学生を個別指導する際に、教員と共にゼミ室内をくまなく机間巡視しながら丁寧に学生対応に当たってくれた。学生からの
質問に SA として対応できない場合はすぐに教員に尋ねる等、的確な判断のもとで行動してくれた。
・視覚教材の準備や片付け、前回欠席者への残部資料の配付、遅刻者等への対応等、教員の職務を適確に補助し、円滑
な授業進行に貢献してくれた。
2、授業外の職務内容について
・実験実習開始後に 4 週間に 1 本ペースで提出される学生の実習レポートに対し、提出前後を通して相談、指導、助言役と
して学生対応に尽力してくれた。
・学生が実験実習を行う際に実験協力者として参加し、実習の進行に大いに貢献してくれた。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）
・教員の指示のもと、配付資料の印刷、ゼミごとの振り分け、配布各業務を確実にこなした。
・学生を個別指導する際に、教員と共にゼミ室内をくまなく机間巡視しながら丁寧に学生対応に当たってくれた。学生からの
質問に対しても、特に教員の指示を仰ぐことなく自ら適確に判断し、指導や助言を行っていた。
・資料の準備や片付け、遅刻者、欠席者等への対応も堅実で、何より机間巡視しながらの学生対応に長じており、教員と学
生とワークとを橋渡しする役目として大いに貢献してくれた。
・遅刻や欠席をしがちな学生の相談にのり、状況の把握に努めるなど、自主的な判断の下で適確に行動し、教員が行き届か
ない面を大いにサポートしてくれた。
1、授業内での職務について
・教員が準備した資料を、教員の準備したタイミングで、手早く、確実に配布していた。
・教室内におけるマイク係としての対応は、最初はどの学生にマイクを向けるか若干躊躇しているそぶりも見受けられたが、教
員が指示すると的確に動いてくれ、安心して仕事を任せられた。
・機材のトラブルへの対応や準備等、教員と連携しながら対応し、主体的な行動に好感が持てた。
2、授業外の職務について
・学生に毎回提出させるリアクションペーパーの並べ替えおよび出欠確認業務について、要領よく迅速に仕事をこなしてくれ
た。そのおかげで、教員は授業準備の仕事に集中することが出来た。
・履修登録者名簿に記載がない学生の出欠状況についても報告してくれたおかげで、学務課のとの履修登録者状況の確認
や学生への呼びかけを適時に行うことが出来た。
1、授業内での職務について
・教員が準備した資料を、教員の準備したタイミングで、手早く、確実に配布していた。
・教室内におけるマイク係としての対応は、最初はどの学生にマイクを向けるか若干躊躇しているそぶりも見受けられたが、教
員が指示すると的確に動いてくれ、安心して仕事を任せられた。
・視聴覚機材の準備、前回欠席者への残部資料の配付、遅刻者等への対応等、教員の職務を適確に補助し、円滑な授業
進行に貢献してくれた。
2、授業外の職務について
・学生に毎回提出させるリアクションペーパーの並べ替えおよび出欠確認業務について、要領よく迅速に仕事をこなしてくれ
た。そのおかげで、教員は授業準備の仕事に集中することが出来た。
・履修登録者名簿に記載がない学生の出欠状況についても報告してくれたおかげで、学務課のとの履修登録者状況の確認
や学生への呼びかけを適時に行うことが出来た。
・受講学生一人一人の性格特性もふまえた上で、きめ細かい声かけ、適切な助言などを行ってくれたので、受講学生の役に
立てたと思われる。今回の SA は、受講学生への配慮や、柔軟な対応が極めて上手なかたであった。このことは、受講生の出
席率の高さや、課題の提出率の高さに現れている。
担当 SA が今後大学院に進学し、臨床心理士を希望しているということもあり、今回の経験が担当 SA のキャリア形成にも役立
ったのではないかと思われる。
・採用した SA の役割意識が高く、丁寧に仕事をしてもらったのでとても助かった。学生に近い立場で気軽に学生の質問にも
応じてくれた（時には任用時間外にも個人的に対応してくれていたようである）ので、学生がより積極的に課題に取り組めてい
たように感じている。
学生からの質問や、レポートの添削などは、SA がどのように対応すればよいのか判断に迷うことも多かったと聞いている。分
からないことや不明確な点など、積極的に質問、確認してくれたことで、安心して仕事を任すことができた。また、こちらの準備
不足に気付くこともできた。
受講学生の理解度などの情報を受講生から集め、情報提供してくれたことは、講義計画に活かすことが出来たので、助かっ
た。
・大変よくやってくれました。くわしい授業記録のおかげで前回授業の振り返りがきめ細かくできるようになり受講している学生
に還元することが出来ました。また、授業前の打ち合わせをかならず行っていたので、支援者が授業内容について把握して
授業にのぞんでいることにより、学生に対する助言指導も常に適確でした。授業者の意を汲んで対応してもらえるので安心し
てサポートを任すことが出来ました。自発的に学生の様子を確認し、状況を報告してくれました。そのことによって、目が届か
ない部分を補うことができました。また、私が非常勤講師で学生個人や学校生活のことについて把握しきれない部分があり、
支援者の適確な情報提供は授業の進行に大変役立つものでした。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）
・受講生が 130 名近くいたので SA なしには講義の展開が難しかったと考える。教育支援者はとても気のきく学生でとても助け
られた。パワーポイント（パソコン）を毎回活用したため、講義時に準備するパソコン周辺機器が多々あった。毎回確認し忘れ
ず準備してくれた。また、講義終了後には、受講生からの質問等対応もしてくれ、必要に応じ私につないでくれた。学生にと
っては教員よりも話のしやすい SA へ尋ねることができて良かったのではないだろうか。
・教員が授業の実質に集中できるよう支援するという役回りをよく理解していると思う。ファイルの管理や座席表の作成などに
関する創意工夫は他の科目にも活用できる有意義なものだった。
・座席表による出入室管理など講義補助の支援をうけたことで教員としては授業における学生との実質的なやりとりに集中で
きた。グループディスカッションのまとめやコメントも教材化できた。体調不良により途中降板したが、勤務中は誠心誠意つと
めてくれた。
・教育支援者が院生ということもあって、学生側にもある種の安心感があったのではないか。教員が授業の実質に集中できる
よう支援するという役回りをよく理解していると思う。
・2 名とも真面目に誠実に、受講生とのコミュニケーションを大切にしながら業務を遂行してくれ、担当教員も受講生も助けら
れる場面が多々あって感謝している。
・特に、実験を多く取り入れた（実験方法、実験結果の記録、結果の整理と解釈）科目なので、学生自身が実際にやってみて、
つまずいて、質問して、そこで具体的に支援（本当に手取り足取り教えてくれた）に入る、という技を伝えていく循環が上手く
いくように、きめ細かく支援してくれてとても助かった。
・実験に必要な刺激材料の作成、実験器具の運搬・保守管理、実験データの集計とグラフ作成など、授業の前後に実験の準
備作業を手際よくこなしてくれたため、授業内での実験がスムーズに行えた。
・今年度は、4 年次と 3 年次のペアということで、それぞれの学年の立場から受講生を受けとめつつ、各学年の受講生が自発
的に動きやすいように働きかけ、補助するという対応ができていた。常に、学生中心の対応であったので、受講生も信頼して
ともにお学び合っているように感じた。
・実験結果を集計しグラフを作成し、学生の質問に答える中で、2 名とも心理学に関する知識、研究・分析技法への理解が深
まっていき格段に成長した。特に、異なる学年間でペアを組んだことで、お互いの知識や学びの交換や伝達が行われ、これ
からの本人達の学びにも大いに役立つことと期待している。

（教育支援者制度に関する意見・要望）
・昨年度も書いたが、TA・SA の資格者について、在学中の学生に限らず、卒業生・修了生も対象とできるよう広
げて戴きたい。大学院法学研究科の院生についていえば、社会人院生の割合が多く、今年度のように日中の対応が
可能（かつ能力的にも対応可能）な院生が 2 名もいるという状態が続くとは限らない。反対に、ゼミの卒業生の中
で各種試験受験のため浪人生活をする者などの中には、後輩に対する指導をする能力と時間的な余裕があるとみら
れるものがいる。そのような卒業生（および修了生）をも資格者に含む方が、講義の改善というこの制度の目的に
も資するのではないか。ぜひご検討をお願いしたい。
また、募集時には在学生ではないが 4 月からの大学院入学が決まっている者についても、TA として採用することが
可能となるようにご検討戴きたい。他の研究科のように内部進学者がいる場合には、可能であろうが、法学研究科
の場合には内部進学者はこれまでおらず、この中で TA の採用が在学生に限られていることもまた人材の確保が難
しい原因となっている。
・受講人数が多い実習形式の講義に関しては、トラブル等の対処や一人一人の質問への対応にも時間がかかるため、
今後も SA は必要であると考える。
・SA 計画の変更等、柔軟に対応していただき助かっている。
次年度以降もこの制度を利用したいと思う。
・教職課程を履修している教育支援者は、業務態度や仕事の質が良い一方で、教育実習等がある場合には、業務が
計画通りに行かないこともありました。しかし、事務局や教育支援者本人に業務遂行に際して柔軟に対応して頂い
たお陰で、可能な範囲で制度の目的は達成できたと思います。
今後も、できるだけより多くの受講生に満足してもらえるように制度の運営方法を改善していきたい。
・当方の活用事例は、単純作業にとどまり、SA 自身の成長につながったかはわからないが、今後、より SA と講義
受講生がコミュニケーションをとって有機的な教育効果が実現できればと考えています。
・授業外勤務時間が、実際には数時間レベルのオーバーが生じてしまった。当該科目について初めての TA 導入で
あったために読み切れなかったのである。業務内容の関係上、時間で区切ることもできず、無償で働いてもらうこ
とになってしまい、心苦しい限りである。1 ヶ月の勤務時間の上限に抵触するため、予定勤務時間超過の手続きも
できなかった。何らかの解決策があればと願う。
・業務内容を明確にして勤務してもらったが、やはり超過業務を余儀なくされた。
「書くこと」の指導は、個別指導
が一番効果的であることを考えたとき、超過はやむを得ない状況であるが、その手当を充分に行うことができなか
ったので、今後検討して対応していきたい。何か良い考えがあればと思う。
・来年度から文献ガイダンスは基礎演習とは切り離して、正課外教育で行いたいと考えている。正課外教育でも TA
を配置できる方法を検討してほしい。
・これまで SA を活用させてもらったが、事前の研修時間が必要だと強く感じる。講義時間内に履修者への教授と
同時に、SA への訓練に近い指示の両方を行うのは負担となっている。
・やはり、事前研修に多くの時間をとって予想できるあらゆる事態の紹介と対応を知らせた方がよい。
・
「教育支援者制度」は、非常に効果的な制度であると考える。もちろん、担当者の創意工夫が大切であるが、授業
の目標やカリキュラム・シラバスに沿い、十分に活用することができたのは言うまでもない。学生にとっても、自
分たちの年齢に近い学生が TA をしているということで励みや刺激になり、そのことが授業の活性化につながるか
らである。

（教育支援者制度に関する意見・要望）
（要望-1）協定校からの交換留学生に SA,TA を依頼する際、
「健康診断書」の提出がネックになっている。4 月に派
遣されてきた留学生には、学内での集団検診を受診する機会を与え、9 月に派遣されてきた留学生には、外部受信
の際に経費を半額でも大学が補助するように要望します。
（要望-2）授業外の SA,TA による支援について、採用計画書を作成した時点で想定していた時間数を超える支援を
必要とする場合もある。
SA,TA のボランティアに頼るには限度があるため、記載済みの必要経費を超過した際には、上限を決めて予備費か
ら支出する等の方策を考慮していただきたい。
・大変良い制度である。ただし、本科目においては、卒業論文作成の補助という、極めて高度な学問的能力を有す
る大学院生しか、採用ができない。従って、本科目に関しては、毎年の教育支援者を採用は困難であると思われる。
・大変良い制度である。ただし、本科目においては、アメリカ文学に関する高度の知識を有する学生、とりわけ大
学院生が必要となるため、その能力を有する者しか、採用できない。従って、本科目において毎年教育支援者を採
用することは困難であると思われる。
・大変良い制度である。ただし、本科目においては、レポートの第一添削が必要とされるため、高い日本語能力を
持った者しか、採用ができない。今後の課題としては、本科目を担当する教員全員が、統一した業務内容を定めた
上で、本科目を担当する全教員が教育支援者を採用することであろう。
・教員はもちろん、主体的な“学び合い”を可能にするという点から、受講学生および SA・TA となる学生・院生
の双方にとって極めて有意義な制度である。学生・SA・TA それぞれに、
“学び”を自ら形作ることの重要性やおも
しろさを体感していると感じる。今後も本制度を拡充的に継続するようお願いしたい。
・後期は修士論文作成の調査とのかねあいがあり、業務を欠席せざるおえない場合も生じた。その点、当初の計画
通りには進められないこともあった。また、そのようなケースの場合、TA 側に精神的な負担が多少生じたように思
える。その点を、次年度はスムーズに対応できるようにしたい。
・TASA 制度は機能したように思う。
①授業が延長することがあっても既定の制度では、学生に支援をお願いすることができない制度になっている（給
与が支払われない等→仮に授業外で申請をしておいても、授業内と授業外では時給が異なるため業務を依頼しにく
い等）。私の授業はゼミ形式の授業となっているため、ほぼ毎回授業時間を延長するため、大変使いにくい制度だと
感じた。授業が延長された場合は、授業内の時給できちんと給与が支払われるような制度にしていただくことを強
く要望する。
②必要経費が当初申告した額を超えても補填されるような制度にしていただきたい。毎年度同じ業務で SA を雇用
するわけではないので、学生への支援の依頼、すなわち必要経費が計画通りにいかない場合もある。これらのこと
を考慮し、もっとも経費に余裕をもたせ、必要経費を上回っても補填される制度にしていただくことを要望する。
・経験豊富な教育支援者を活用したことで教育支援者も授業担当者もコラボレーションの経験を重ねることで有意
義な意見交換や実践や可能になるところがあると実感させられた。
・教学による SA 希望学生に対するオリエンテーションは、SA が理想的にはどのようなものかをよく理解させるも
のになっているように思われる。しかし、科目の趣旨はさまざまで、必要とされる支援の具体的なかたちもさまざ
まなので、うまく動けるようになるためには、経験を積む必要があり、SA の活用は実験的な性格が常にあると考え
た方がいいと思う。（計画に基づき短期的な成果をあげるように言いつのらない方がいい）。
・専門演習Ⅱや、「論文を書く」ための講義には、ＳＡよりもＴＡが適していると感じた。
論文の書き方や、一度大学において論文の書き方を理解している。また大学院においても論文の書き方について勉
強を行っているので、その知識を活かしつつ学生にアドバイスができるため。

（教育支援者制度に関する意見・要望）
・学生が役割を遂行する過程で、次第に支援行動に慣れ、積極的に質問に答えることができるなど、一定の成長が
認められた。報酬をもらっての役割ということで責任の自覚も日増しに強くなったと思われた。教員が核となる点
の教育に時間を配分することができることもあって、教育・指導がやりやすかった。双方のメリットがあることか
ら考えると、積極的に同制度を推進した方がよい。
・よい制度だと思うので継続して充実させていって欲しい
・教員、教育支援者がアイディアを自由に出し合い刺激しあえる「学び」を楽しく考えるコミュニティづくり（研
修、通信、掲示板、ブログ、ゆるランチなど）が試みられて良いと思う。本学に根付くまでは時間がかかるだろう
けれども息長く草の根的にやっていて欲しい。
・ＴＡ・ＳＡの採用計画の書類の提出期限が、大学院入試（2 月試験）の結果と学部の成績評価が出そろう頃にず
らしてもらえると、計画が立てやすくなると感じている。特に、ＴＡの場合は、2 月試験の合格者がわかってから
だと採用計画が立てやすい。また、継続か新規募集するかについてもＴＡ・ＳＡ本人の学習状況との兼ね合いもあ
るので、成績が決まる頃であれば募集計画も立てやすい。
・期限がずらせない場合は、運営上で柔軟な対応があると非常に助かる。ＳＡで計画を立てて申請しても場合によ
ってはＴＡに切替えて採用できる（その逆も）ようにする。募集要項の提出・学生への公開、応募〆切の時期をも
う少しだけ後の方にずらすなど。
・教授会資料の申請の区分に、学科（専門）とは別に、共通科目、教職課程を追加して分類して欲しい
・本報告書の様式 4 号－2 を作成する負担が軽減されるととても助かります。
・制度についての意見、要望ではないのですが、実績報告書「様式第 4 号－1」の設問 1「教育支援者に教育を補助
させた」は、個人的に不要ではないかと考えます。質問項目というものは通常、回答に差が生じることを前提にし
て作られるものですが、当該の質問項目に対する回答は全員「はい」に丸がつくことは自明のはずです。この設問
で「いいえ」に丸が付くという事態は、問題があることを自ら証明するようなものだからです。回答に差が付かな
い項目を形式的に入れるより、必要性の低い質問はカットする、あるいは別の設問を入れるなどして、報告書の簡
素化・実質化を図っていく部分の検討も必要ではないかと思います。
・共通科目など、受講者が 100 名～200 名を超えるような大規模講義については、教育支援者を優先的に配置でき
るという制度も必要ではないでしょうか。今後は SA 採用増に伴い予算規模が圧迫される事態も想定されますので、
教育支援者をどのような性質の科目に配置するのかを再確認・検討しても良いのではないかと思います。教育改善
効果も重要ですが、教育環境保全効果も必要だと考えます。
・共通科目の大規模講義には、ほぼ無条件に SA を配置する大学もあります。受講者が多いと学生の私語や途中入
退室等の授業環境を損なう行為が生じやすく、提出物のチェックにも膨大な時間を要するためです。福井ほか（2006）
の授業評価研究にもあるように、受講者が 50 名増えるごとに授業評価は、質問項目によらず 0.5 ポイント下がると
いうデータもあります。大規模講義への SA 配置は、当該授業に対する教育支援として資するのみならず、大学教
育の入り口でもある共通科目に対して、本学が手厚い教育支援制度を整えているという対外的な広報宣伝材料にも
使えるはずです。同時に、学生側にたって考えれば、教育支援活動を通じた自己成長も促されるでしょうし、優秀
な学生の学資を少なからず支援できる面もあると考えます。
・2 限目の同科目報告書に記載したことと同様です。共通科目などの受講者が 100 名～200 名を超えるような大規
模講義については、教育支援者を優先的に配置できるという制度を考えても必要ではないでしょうか。今後の教育
支援者採用希望の増加を見越して、教育支援者をどのような性質の科目に配置するのかを再確認・検討しても良い
のではないかと思います。大規模講義に必要だと考える理由は、教育効果の向上、静穏な学習環境の確保、教養教
育への教育支援体制の拡充による学内外への広報宣伝効果、SA 担当学生につきましては、2 限目同科目の実績報告
書の本欄も合わせてご参照下さい。
・できるだけ、自分のゼミに所属している 3、4 年生に、この講義（2 年次）の SA をお願いしたい。理由は、連携
が取れやすいからである。ただ、3 年ゼミの配属が決定するのは 4 月に入ってからなので、SA の申請には間に合わ
ない。同じことは、修士 1 年次を採用したときに生じる問題であると思う。
予算に絡むので、申請時期を 4 月以降にするのは難しいと思うが、何かいい方法があれば助かります。

（教育支援者制度に関する意見・要望）
・とても助かっています。学生の学びにもつながり、よい制度だと思います。ありがとうございます。学生たちに
とっても、こういう授業への関わり方があると知ることによって、授業に対する積極性によい影響を与えているの
ではないかと感じています。
・今年までは希望する教員にほとんど SA がついていると思うが、次年度から希望者が増えた場合はどうなるでし
ょうか？一人当たりの SA の数に制限がかかるのか、学科で予算が配分されるのか。この点については、教授会で
も議論になっているが、共通科目や教職関連科目は別枠で予算を組む必要があると考える。
今回のように受講生の多い（100 名超え）講義に SA が有効であると思われるので、優先的に予算配分してほしい。
・よい制度だと思うので継続して充実させていって欲しい。
・教員、教育支援者が「こうしたら授業が楽しくなる」「こうしたらもっと理解が深まる」「こうしたら興味関心が
高まる」といったアイディアを自由に出し合い刺激しあえる「学び」を楽しく考えるコミュニティが形成できたら
いいと感じている。
・異なる学年でも SA（TA）のペアを組むと、業務の内外で、当該授業に関してはもちろんのこと、その意見交換
がなされ、大いに刺激を得ることができたようである。そのため両名とも視野が広がり、学びが深まって、自然な
縦のつながりが結ばれているようであった。複数の支援者を採用する場合は、異年齢の組み合わせを積極的に取り
入れてみるのも効果的ではないだろうか？
・とても助かっています。学生の学びにもつながり、よい制度だと思います。ありがとうございます。
また、私自身が非常勤教員であることもあり、より大学のことが分かっている学生がサポートについてくれると大
変安心感があります。非常勤の教員にも枠を広げてくださっていることに感謝します。

（教育支援者活動実績報告結果【前期】）
【教育支援者（TA・SA）業務内容について】
科目名に記載した授業の業務内容に関して回答していください。
「はい・いいえ」のどちらかに○印をしてください。
1．あなたは教員の行う教育を補佐・補助した
0%

はい
いいえ
100%

2．教員はあなたに授業計画内容を作成させた

21%

はい
いいえ

79%

3．あなたの業務は、補佐及び補助的な業務に限られていた
5%

はい
いいえ
95%

4．教員はあなたに定期試験（授業期間中に実施した試験等は除く）の採点をさせた
11%

はい
いいえ
89%

5．教員はあなたに単位認定のための最終的な成績判定をさせた
0%

はい
いいえ
100%

（教育支援者活動実績報告結果【前期】）
6．教員が不在のまま、あなたに授業の代行をさせたり補講をさせたりした
11%

はい
いいえ
89%

7．教員はあなたに授業と関係ない業務をさせた
0%

はい
いいえ
100%

8．教員はあなたに授業外の業務を与えた

はい

42%
58%

いいえ

9．8で「はい」の場合、それは定められた時間と業務内容の範囲内であった
0%

はい
いいえ
100%

10．教員はあなたに適切な業務と指示を与えた
0%

はい
いいえ
100%

11．あなたは適切に業務を遂行した
0%

はい
いいえ
100%

（教育支援者活動実績報告結果【前期】）
12．教員との関係は良好であった
0%

はい
いいえ
100%

【教育支援者（TA・SA）活用による教育効果について】
Q1：科目名に記載した授業の教育校に関して回答してください。
何れかに○印をしてください。
※1名無回答
①授業内容・業務内容について、事前の段階で担当教員から説明がありましたか。
6%0%
1．はい、詳しく
ありました。

94%

2．はい、簡単に
ありました。

②授業内容について、途中の段階でその都度、担当教員から説明がありましたか。
0%
1．はい、詳しく
ありました。
ありました

28%
72%

2．はい、簡単に
ありました。

③この授業であなたの活動が、授業運営を改善することに貢献したと思いますか。
0% 0%
33%

1．はい、そう思
います。
2．はい、概ねそ
う思います。

67%

④この授業でのあなたの活動が、受講生の「学び」を深めることに貢献したと思いますか。
5%

6%
28%
61%

1．はい、そう思
います。
2．はい、概ねそ
う思います。

（教育支援者活動実績報告結果【前期】）
Q2：あなたが教育支援者（TA・SA）になったことで獲得した事柄を、次の選択肢を1つから3つ選び、
番号で、記入して下さい。なお、記入する際にもっとも強く獲得したと思う事柄から順番に記入してくだい。
※1名複数回答

2番目に強く獲得したと思う事柄

1番強く獲得したと思う事柄
0%

0%
4%

0%

0%
4%

0%

9%

13%

0%

9%

0%
4%

13%

13%
13%
22%

9%

4%

18%
9%

18%

9%
4%

4% 4%

13%

4%

1．主体性：物事に進んで取り組む力

3番目に強く獲得したと思う事柄

2．働きかけ力：他人に働きかけ巻き込む力

0%

5% 0% 0%
0%
5% 5%

3．実行力：目的を設定し確実に行動する力
15%
0%

15%

4．課題発見力：現状を分析し目的や課題を明らかにする力

10%
5．計画力：課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する
力
25%

15%
5%

6 創造力：新しい価値を生み出す力
6．創造力：新しい価値を生み出す力
7．発信力：自分の意見をわかりやすく伝える力
8．傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
9 柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力
9．柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力
10．情報把握力：自分と周囲の人々や物事との関係性を理解す
る力
11．規律性：社会のルールや人との約束を守る力
12 ストレス耐性 ストレス発生源に対応する力
12．ストレス耐性：ストレス発生源に対応する力
13．その他
14．特にない

（教育支援者活動実績報告結果【前期】）
※ポイント換算(1番が3点、2番が2点、3番が1点で換算）
1．主体性：物事に進んで取り組む力
2．働きかけ力：他人に働きかけ巻き込む力
0%
0%

1%
5%

3．実行力：目的を設定し確実に行動する力

4%

4．課題発見力：現状を分析し目的や課題を明
らかにする力
5．計画力：課題の解決に向けたプロセスを明
らかにし準備する力
6．創造力：新しい価値を生み出す力

10%

7%
13%

7．発信力：自分の意見をわかりやすく伝える
力
8．傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力

14%
10%
11%
14%
5%

6%

9．柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解す
る力
10．情報把握力：自分と周囲の人々や物事と
の関係性を理解する力
11．規律性：社会のルールや人との約束を守
る力
12．ストレス耐性：ストレス発生源に対応する力
13．その他
14．特にない

【教育支援者（TA・SA）の負担について】
この授業での業務内容に関するそれぞれの項目について、あなたはどの程度負担を感じましたか。
何れかに○印をしてください。
※1名無回答
①教育支援者（TA・SA）業務のために費やされる時間
0%
1．はい、相当な負担でした。
39%

22%
2．はい、少し負担でした。
39%

3．いいえ、あまり負担は感じませ
ん。

②授業内容のより深い理解
11%
11%
39%

1．はい、相当な負担でした。
2．はい、少し負担でした。

39%

3．いいえ、あまり負担は感じませ
ん。

（教育支援者活動実績報告結果【前期】）
③受講生とのコミュニケーション
5%

6%

17%
72%

1．はい、相当な負担でした。
2．はい、少し負担でした。
3．いいえ、あまり負担は感じませ
ん。

④教員とのコミュニケーション
0%

6%

11%

1．はい、相当な負担でした。
2．はい、少し負担でした。

83%

3．いいえ、あまり負担は感じませ
ん。

【教育支援者（TA・SA）の活動意義について】
この授業での教育支援者（TA・SA）活動全体についてのあなたの考えについて回答してください。
何れかに○印をしてください。
※1名無回答
0% 0%
17%

83%

1．はい、そう思います。 2．はい、
概ねそう思います。 3
3．いいえ、あ
概ねそう思います
いいえ あ
まりそう思いません。 4．いいえ、全
くそう思いません。

（教育支援者実績報告結果【前期】）
この授業でのあなたの業務内容が、授業運営の改善や受講生の「学び」を深めることに貢献したと思われる場合は、どの
ように貢献したのか記述してください。逆に貢献しなかったと思われる場合は、なぜ貢献しなかったのかを記述してくださ
い。
いずれの場合も、今後、この授業で教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）の業務が、授業運営を改善したり、受講生の「学び」をさらに
深めることができるようにするにはどうすればよいか、あなたの考えを記述してください。

大学での課題が主にレポートであることから、「基礎演習Ⅰ」はその基礎を学ばせる内容となっている。今回、TAとして要約文
の添削・受講生へのフィードバックを行ったことで、先生の負担を軽減するとともに、受講生の書く機会を増やし、彼らのライテ
ィングスキル向上に貢献できたと思う。個別指導に訪れた生徒の中には、出身校が商業校や工業校であることから、周囲より
も書く能力が低いという劣等感を抱いている受講生もいた。そのような生徒には、数値や図表等の読み取りもレポート作成に
は必要であることを伝え、書くことへの自信に繋がるように配慮した。
しかし、そのようにサポートできたのはごく一部の受講生のみであった。教室が狭いということもあったのだが、もっと机間指導
などでサポートし、個々の「学び」の深化に貢献できたのではないかと反省している。
大学での課題が主にレポートであることから、「基礎演習Ⅰ」はその基礎を学ばせる内容となっている。ライティングスキルを向
上させるには、目的に沿って書くという練習が必要である。また、指導者による文章の添削、受講生へのフィードバックも求め
られる。しかし、時間的制約もあり、教員一人で添削を行うのは大きな負担である。今回、TAとして要約文の添削・受講生へ
のフィードバックを行ったことで、先生の負担を軽減するとともに、受講生の書く機会を増やし、彼らのライティングスキル向上
に貢献できたと思う。また、授業中のグループ学習では、机間指導によって受講生の理解をサポートし、発信を促すことがで
きた。そのように貢献できたと感じる一方、受講生の「学び」をより深化させるためには、自信が積極的にコミュニケーションをと
り、TAの存在をアピールすべきだったと反省している。
授業時間外にはライティングセンターという場所で、課題等の相談も受け付けていたが、このクラスの生徒が訪れることは少な
かった。同学科の卒業生として、もっと伝えられることがあったのではないかと自問している。
授業運営の改善や受講生の「学び」を深めることに貢献したいと思うのは、毎時間、受講生に、「今日の授業どんなだった!?
難しかった!?」ときき、いろいろと質問をもらったら、先生につないだりしてみたことだと思います。
受講生の学びをさらに深めることができるのはと考えると、先生は、私から見ても、常にどのように授業をやろうかと考えている
方なので、特に私から言えるほどの改善はないと思う。
特にライティングセンターでのコミュニケーションを積極的に行うことによって、各受講生の中には、実はライティングに対する
スキルアップの意欲を強くもっているものもいることが確認できた。また、現在つまずいている点を確認することができた。確認
できたことで、ライティングに対し、スキルアップを望んでいる受講生には、どのような本を参考にするのがよいのか情報提供
を行った。また、ライティング自体に自信をもっていない者に対しては、添削した文章を再度リトライさせた。すると、授業内で
は行っていない文章を、もっと要約してみたい、などと、次々と学習意欲がでてきた。少しの「できた」を体験させることで、自
信になり、学習意欲につながっていくようだった。
コミュニケーションを積極的にとることで、受講生の学習意欲にあわせることができ、学びが深められるように貢献できたので
はないかと考えている。今後の運営においても、受講生とのコミュニケーションはもちろん、教員や同じTAとも多いにコミュニ
ケーションをとるいと、いいのではないだろうか。
業務内容が、プリント配布、出席管理や、ビデオを上映する時の機器操作が主だったので、「学び」を深めるために貢献はし
てなかったと思います。しかし、1年生が大学に入って初めて出されたレポートの時には、多くの生徒からレポートの書き方に
ついて質問があり、その質問に答えレポートの書き方をアドバイスすることができたので、その点では少し貢献できたのかなと
思います。
今回は中国語ⅠのSAを担当していました。日本人の学生たちは私が思ったより中国語を勉強したい気持ちがたかいです。
本当にびっくりしました。でも、中国語の発音が難しいですから、先生の発音を聞いて、よく発音ができる学生が少ないと思い
ます。その時、発音に迷惑をしている学生の前にちゃんと発音をしてあげて、中国語を発音する時の上下の唇の形をなおし
てあげました。それにして、大部分の学生の発音が上手になってきました。私にとって、本当にうれしいです。
今後、中国語Ⅰという授業のSAを担当する機会があれば、授業の以外の場合で学生たちともっと中国のことを交流したいと
思います。

（教育支援者実績報告結果【前期】）
私は、教育支援を行う際に受講生をなるべく全員を観察するよう心がけました。なぜなら、私が教育支援をしていた授業は特
に動作課題が多かったため、1人1人をよく観察し間違った動作や、自信なく課題を行っている受講生を見つけ、適切な動作
を教えて自身が行っている動作課題に自身を持って取り組ませることで授業をより良く理解できるのではと考えたためです。
また、受講生に私が実際にこの動作課題を初めて行なった時に、困難だったことや、しっかりと理解出来てなかった部分を共
に伝えることで、受講生との距離も近くなり、そのためか、わからなくなった時には受講生の方から声をかけてくれ、一緒に課
題によく取り組めたと考えます。
今後、この授業で教育支援者は、動作課題が中心となる授業なため、やはり受講生とコミュニケーションをとることが1番大切
であり、また、受講者自身がこの動作で本当に良いのかおそるおそる行っている場合もあるため、受講生をよく観察し、教育
支援者が積極的に声をかけていくことで受講生の「学び」をさらに深めていけるのでは、と私は考えました。
2年目ということで要領を得た部分もあり、かなり指導面では、貢献出来たと思います。しかし、今年は、もう1人のSAが、女性と
いうこともあり、男子と女子という風に分業してしまったような形になってしまい、女子の対応を少ししか出来なかったという点は
改善の余地があるなと思いました。
情報リテラシーの授業で、私は情報機器の操作や授業内容の理解への補助を主な業務内容として支援を行っていました。こ
の授業は、機器操作の基本が授業内容を理解するための前提となるので、支援者として使用ソフトの操作を把握し、先生が
個々に回ることができない学生に対してのサポートをしました。
情報リテラシーは、支援の際に学生への機器操作サポートに関しての知識を支援者は十分に持ったうえで授業内容を深く理
解することが今後の支援活動において学生の学びを深めるために必要不可欠です。
多くの学生の質問などを聞き、解決させることができたことや、去年は行うことのできなかったパソコンを用いた実験をすること
が可能になったことから、授業運営の改善、受講生の「学び」を深めることに貢献できたと思いました。
学生の質問や指摘に対して、最後まで耳を傾け、何を質問しようとしているのかを正しく判断するように努めました。
また、学生と先生をつなげる潤滑油になれるように心掛けました。
今回の授業内で、パソコンの状況や進行状況の影響によって、シラバスに載せていた実験を行うことができなかったものがあ
ったため、 1、1つの実験に対して期限を設け、シラバス通りに授業を進めるようにする 2、パソコンを使用する場合、その教
室でもうまく作動するか、事前に確認しておくなどの配慮が今後必要になってくのではないかと考えました。
今回は、教育支援者（S・A）が1人増えたことにより、私が前回まで行っていた詳細な授業記録を取るという作業はS・Aに委託
し、私自身は主に授業者と生徒のサポートというかたちで非常に充実した活動をさせていただいた。前回までは記録がメイン
であったため受講生との対話の時間があまり取れないことを残念に感じていたが、今回は私の取る記録が簡単なものになっ
たため、生徒のグループ活動に積極的に参加したり、手本を示したり、助言を行うことができた。それによって、例年生徒が少
し戸惑うような活動の場面でも、スムーズに授業が進行できたし、担当教諭からもお褒めの言葉を頂いた。何よりも嬉しかった
のは、本授業では全授業が終了した後に、授業を受けての感想というかたちで学生にレポートを作成させているのだが、学
生らが提出したレポートに目を通した時である。多くの学生が、教育支援者がいたおかげで学びが深まったとお礼の言葉を
綴っており、胸が熱くなる想いであった。担当教諭とは長い付き合いであり、教諭が今どのようなサポートを求めているのかが
すぐに分かるようになってきた。そのため、言われる前に行動できたし、その行動は正しかったとお礼を言われることも多かっ
た。このようなことからも、本授業における教育支援者としての私の果たした役割は大きかったと感じている。これまでの経験を
来期のS・Aへ伝え、今後は影ながらサポートしていきたい。
教育支援者としてこの授業に入ることで、授業運営の改善や、受講生の「学び」を深めることに貢献したと思われる。この授業
は、一回の授業で平均3～4つの実験をグループごとで行うため実験材料の準備や実験の詳しい説明もそれぞれ必要となる。
90分の中で、教員一人で受講生に詳しく説明し、質問に答えていくとなると限界があり、受講生全員に目が行き渡らない。そ
のため、教育支援者が各実験を担当し、実験道具が受講生全員分は無いため、受講生のグループはローテーションで各実
験を行っていた。各実験に教育支援者が入ることで、受講生からの質問や疑問は各実験担当で答えることができたので、教
員はより受講生全員に目を向けることができたのではないかと考える。また、各実験に担当の教育支援者がいたので、受講
生も気軽に質問ができたのではないかと感じた。
グループワークの様子をうかがい、活発な意見交換がなされてない時は、話し合いの方向性を示し、シェアすることに貢献で
きたと思う。
学びを深めるためには、グループワークに参加し、ファシリテータ役をつとめることでワークに慣れていない学生も発言しやす
くなるかもしれないと思いました。

（教育支援者実績報告結果【前期】）
グループワークの司会、書記の役割が理解できていないように感じたので、SA、TAがやってもいいかと思いました。（モデル
として）
担当した講義では、要約文やレポートの提出前後における添削やアドバイスを行いました。
学生の中には、(小)論文とレポートとレジュメの違いをよく理解していない者が多く、何度も違いの説明をしました。
最後のレポート課題では、業務日以外の曜日にも学生が訪れ、個別または団体に指導をし、学生達が納得するまで、学習に
協力できたと考えております。
担当した講義では、文章の要約を中心に行っていました。受講生の中には、「要約のやり方が分からない」「そもそも、要約が
何なのかよく理解できない」という悩みを持っている人もいました。
そこで、絵本を用いて要約のポイントをおさえさせ、日常生活の中で簡単にできるトレーニング方法を紹介したりしました。す
ると、受講生の要約に対する意識・態度が変わり、「前よりはできている」と自身を持つようになりました。
受講生の興味やレベルを把握した上で、教授と講義内容を変更したり、時にはTAから提案させて頂くことも、受講生の学び
には必要であると感じました。
ファイルを記号化するという工夫をしたことで円滑に毎回配布し、回収することができた点は、授業運営の改善につながったと
思われる。しかし、受講生の「学び」を深めるという点への貢献は不十分だったのではないだろうかと感じている。
担当教員と相談しながら、SAとして、今後受講者へどのようなサポートが必要なのかを検討したい。
私は「学び」を深めることに貢献したと思います。授業が全体的にスムーズに進んで受講全員が毎回課題完成出来た。授業
中、学生から質問があった時すぐに対応・説明出来たから、そしてその学生も課題が完成した時は、素直に私もそうですが学
生もよろこんだ。
SA・TA自身も不安がいっぱいだが心がまえをしっかりして学生と交流したらすくなからず貢献出来ると思う。
例えば1人1人に声をかけてみるとか。
今回の私の業務は、生徒の変化を見ること。そして、授業のはじめと終わりでの発言や意見の違いを傾聴することであった。
そのため、直接、生徒と関わることは昨年のSA業務よりすくなかった。したがって、受講生の「学び」に貢献したかといわれる、
なんともいえない。しかし、授業を進めていく中で、授業記録をとりながら、「もしかして、理解していないのではないかな？」と
思われる受講生がいたら、積極的に声をかけ、授業の意義や展開の説明など行い、受講生の理解を促すことができた。その
点では、受講生の「学び」に少しは貢献できたと考える。
今回、私がTAとして授業運営に関与したことで、受講生の「学び」を深めることに貢献したと思います。
受講生の人数から、全ての生徒がより深く先生と接する機会があったとは言えずその点において、私の存在意義があったと
思います。
先生が時間的、人数的に不可能な部分を私がフォローすることで、少なくとも受講生たちの学ぶチャンスと、質問への対応が
増えたため、貢献することが出来たと考えます。

この授業での教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）活動を通じてあなた自身はどのように成長しましたか。
大学生活を通じた自分自身の成長目標と関連付けながら記述してください。
学部生の頃から教員を目指しており、本大学院でも国語科教育に関わるテーマで修士論文を書いている。まだ現場には出
ておらず、理論によって論文を書いているため、TAとして教員側の視点で授業運営に関われたことは自身の糧となっている。
高校で教員をされていた先生は、ポイントを示してくれる教え方でわかりやすく、受講生との接し方も勉強になった。私自身も
受講生と接することで、将来の目標達成へのモチベーションがあがった。また、ライティングセンターに訪れた受講生の個別
指導を通して、相手の意見を聞き、そこから何につまずいているのか分析し、課題を明らかにする力が身に付いたと感じる。
自身の考えを話すときも、わかりやすく伝えるために、相手の様子を観察しながら言葉を選んで話すことを意識するようになっ
た。

（教育支援者実績報告結果【前期】）
学部生の頃から教員を目指しており、本大学院でも国語科教育に関わるテーマで修士論文を書いている。まだ現場には出
ておらず、理論によって論文を書いているため、TAとして教員側の視点で授業運営に関われたことは自身の糧となっている。
また、受講生と接することで、将来の目標達成へのモチベーションもあがった。先生の計画した授業内容はとても勉強になり、
授業に参加すると受講生以上に自身の学びが深まったと感じるほどであった。扱った教材や資料は、教壇に立ったとき即実
践に繋げられるものばかりであった。何より、最も時間を要した添削が、数をこなすごとに効率的になり、見るべきポイントを習
得できたことは嬉しい。また、留学生に対するフィードバックの工夫など、個々に応じて柔軟に対応できる力が身についたと感
じる。
私は、この授業を去年、受講していました。今回、SAの立場で受けた時、去年よりさらに理解度が増しました。ゼミや、実習と
関連あるのが多かったので、さらに児童分野への理解ができ、また新たな課題や疑問点がうかび、向上心が上がりました。
教育支援者活動を通じ、貢献する喜びを味わうことができたことが、前の自分自身とは異なり、成長できた所だと考えていま
す。
自分だけが何かを得る一方通行の喜びではなく、お互いがお互いに何かを得る充実感を今回TAを通し、感じることができま
した。それは、学生として、現在学んでいる段階の私ではなかなか味わうことのできない体験だったのではないかと思います。
受講生のつまずきそうな箇所を事前に調べたり、質問が集まりそうな内容を教員や、同じTAと相談したり、など、受講生にとっ
て、直接スキルアップにつながらなかったとしても、自分が何かをすることで、学ぶ意欲につながったりする様子に、充実感を
感じました。自身将来教員を目指していることから、教員として役に立つ知識なり、体験など、何か一つでも得ることを目標に
してきました。今回TA活動を通し、得るだけではなくお互いが成長しあえることの良さにあらたに気づかされました。
教育支援者活動を通して、私は物事を臨機応変に対応することができ、物事を進めるさいに計画的に行動を進めていくこと
が身につきました。また、1年生とコミュニケーションをとることを目標にしていて、少しコミュニケションをとることができたのでよ
かったです。
今回の授業での教育支援者(SA)活動を通じて、交換留学生として自己にとって日本人の学生のコミュニケーションの能力と
自分の日本語の能力も上手になってきました。去年の九月からマカオ大学の留学生として沖縄に来て、ここに来る目的は日
本語を勉強することだけではなく沖縄のひとに中国の文化もつたえていきたいと思っています。
でも、日常生活でチャンスが少ないから、中国の文化をつたえていきたいということがきびしいでした。中国語Ⅰという授業の
SAを担当してから、毎回の授業、中国語を教えることをきっかけて、中国の文化と現代中国の状況をどんどん沖国大の学生
たちにつたえていました。
本当によかったと思います。
私は、この授業で教育支援者活動を通じて、特に自分の考えを他人にわかりやすく伝える能力、問題を見つけ解決していく
能力、積極的にコミュニケーションをとる能力、自ら良い環境を作っていく能力が身についたと感じました。
私自身、元々あまり人とコミュニケーションをとることが苦手であり、自身の考えを上手く伝えることももちろんできず悩んでいた
ため、今回、教育支援者活動を行い、授業に関してさらに理解を深め、さらに自分自身に関する課題に気づき、解決していく
糸口にもなり、本当に良い経験になりました。
大学生活の目標は全体を見る力をつけたいと思っています。そんな中でSAにおいて全体を見て、一人一人が一つの課題に
対して、どのような問題を見ていてどのような対処をするのかなど、問題にぶつかってまよっている生徒を見つけるなど全体を
見る力というものが、とてもついたと思います。
授業を通じて私は、他人への働きかけや、物事に進んで取り組む意欲、物事をわかりやすく伝える力がついたと思います。
私は現在教職の資格取得のために模擬授業などの実習形式の課程に取り組んでいます。この授業を支援させてもらったこと
で、物事をうまく伝えるためのコミュニケーション力が以前よりついたことによって、教職課程での授業内容がより知識として身
につきました。
私が教育支援活動を通して得たことは、落ち着いて判断することと、受講生のみではなく、みんなに対して最後まで聞き、相
手が伝えようとすることを的確に判断する能力だったのではないかと思います。今まで、相手が伝えようとしていることを推測し
て途中で話をさえぎったりしていましたが、とりあえず最後まで聞くことで相手の伝えたいことの情報をより多く得ることができる
ということに気付けました。全ての人間に対して的確に判断することはできないと思いますが、これからもこの経験を生かして
様々な人と接していくことができたらいいなと考えました。

（教育支援者実績報告結果【前期】）
私は本学大学院の修士課程において、本授業で扱っている「ドラマ教育」について修士論文のテーマとして扱っている。
元々、学部生時代に本授業においてドラマ教育を体験した経験や、ワークショップなどにおいての実戦経験からドラマ教育
の素晴らしさを認識し研究対象として扱うことに決めたという経緯がある。しかし、受講生(生徒)側からの視点しか持ち合わせ
ておらず、T・A業務を経験したことにより、ファシリテーター（教師）側からの視点を獲得できたという点が最も自身の糧となっ
ている。もちろん受講生としてドラマを体験することも大切であるが、研究テーマに掲げるのであれば、教師側から、どのような
授業を行えば生徒の学びを深化させられるのか、という点も探っていかなければならない。本授業の担当教諭も同様のことを
研究しているため、共に切磋琢磨しながら議論を交わせたことが、自身の大きな糧となっている。今後修士論文を執筆してい
く上で、教育支援者として活動してきたこの2年間の経験を生かしていきた。
また、研究者としてではない視点から見ると、この2年間で私の身体と態度はとても変化している。チャレンジ精神も旺盛にな
ったし、何よりも人前が苦では無くなっている自身に驚いている。本当に良い経験ができた。
今年は教育支援二年目ということもあり、昨年より余裕をもって授業に望めた。授業外勤務では、授業の準備や実験のデータ
集計などを行ったが、教員と接する時間が増えたことで、専門的な視点やデータから何が予測できるのかなど、教員の助言
により、普段の考えからもう一歩発展したところまで考えることができるようになった。
また、授業内でも受講生の疑問や質問から、常に初心を忘れないように気をつけることができた。教育支援者活動を通じて、
今の知識に留まらず、思考を発展させ、初心を忘れず視野が狭まることの無いように心がけるようになり、様々な人との関わり
の中、たくさんの刺激を受け、視野を広げるという目標に大いに近づいたと考える。
講義に出席している学生が全員満足できなくてもよいが、一人だけでも大きな不満を抱えずに終われるよう一人一人に気を
配ったつもりです。講義内容や構成に担当教員が気を使っていた。ので、教員と学生皆に気をくばりました（受講人数が少な
いのでできたことではありますが）。講義中に学生から内容について説明を求められた時は、できる限りわかりやすく説明する
よう心がけました。
「計画性を持つ」ことが目標でした。TAを通して、事前準備・事後報告と相談する大切さを実感し、意識的に取り組んできまし
た。
計画的行動を意識するという面において、成長したと考えております。
報告・連絡・相談を徹底するように心がけ始めました。論文を書くにあたっても、ひとりよがりで見切り発車な面がありましたの
で、TAの業務ではきちんと教授と打ち合わせをしてから講義にのぞむようにしました。
学生とのコミュニケーションでは、傾聴と分かり易い言葉を意識し、おおむねその目標は達成できたと考えています。
受講生との関わりの中では、欠席者の後日のフォローができるよう心がけた。また、SAの仕事にあたっては、教員との相談や
他のTA・SAとの連携も必要だった。印刷室の職員の方々にも大変お世話になった。こうしたかかわりの中で、責任を担いな
がら、大学の講義に関わることができたことは、自分を成長させてくれていると感じている。
私は、SA活動を通して勉強を教える大切さ、大変さを改めて感じました。私が課題や作業の仕方を理解していても1年次（受
講生）は、まだまだキャンパスライフに慣れないのを観てわかりやすく説明やアドバイスをしても相手が理解するのに時間がか
かった時もありました。
その時私は、人と話す時や説明する時は少しでも相手のことを考え、自分自身も予習復習が大切でありそれをやってSAをし
たら達成感がうまれました。そして就職活動に役立った所もいくつかありました。
私は、いままでSAをする中で、生徒と積極的にかかわりながら、教育支援を行ってきた。そのため、発信力や働きかけ力、実
行力などが身につくことができた。しかし、それはもともと私の性格にあたっていたため、身につきやすかったのだと考える。
したがって、今回のSAの目標は、「授業記録をとりながら、客観的に生徒を見る。そして、生徒の変化や情報を把握することに
努める。」ことにした。この目標は、私が苦手な分野であるため、授業者が「いまだからこそ、勉強できるし、もっと成長できるん
だよ。」という一言をいただき、決定した。私は、常に生徒の言葉に耳を傾け、生徒の表情や行動に目を向け、その変化に気
づくことができるようになった。受講生一人ひとりの特徴や感情の表現の仕方、考え方なども見ることができ、私にとっていろい
ろ学べる時間だった。
大学生活の中でも、話をする側が多かったが、この講義のSAを通して話を聴く側になることも多くなった。そういったことを通し、
講義以外でも、受講生と交流を持つことができるようになった。交流を持つ中で、講義でわからなかったことや楽しかったこと、
学ぶことができたことなど、受講生からの生の声（意見や感想）も聴くことができた。

（教育支援者実績報告結果【前期】）
現在大学院２年で、来年度には社会人として働く予定です。その点を考えると、TAとして活動したことで、組織の一員として、
組織全体の目標を達成するための方法と取組み、熱意をもつことができたと考えます。これは、社会人として必要な要素であ
ると考えます。

教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）制度、業務形態、内容、授業などについて検討して事柄、要望したい事柄があれば記述してくだ
さい。
今回の授業のSAを担当して、SAとしての経験を1番もらいました。でも、授業の以外の場合で、学生たちと交流したい機会が
増加してほしいと思います。バイトをしている沖国大の学生が多いですから、授業がおわってすぐバイトをしに行きます。将来、
もしできれば、課外で一緒に食事したり、活動したら、みんなと仲良くして、授業にとって、いい影響があるはずです。
教員が事前に説明を行い、問題があればその都度また説明や注意などもあったため、安心して教育支援者活動が行えまし
た。他の授業でも同様なことがあれば、安心して授業補佐などが行えるのではと考えました。
教育支援者の支援制度に関して、応募の際に各支援科目の必要知識を詳しく明記していただくと応募科目への事前予習が
でき、よりスムーズな支援業務を遂行することができると思いました。事前講習で各学科の支援科目の特色などを紹介して頂
けるとTA・SA同士の科目の理解・共有を深めることが出来ると思います。
知覚心理学は、実験器具が大きかったり荷物が多かったので、授業の準備をするのが大変でした。また質問も多く対応が間
にあわなくなってしまうことも頻繁にあったため、SAを3人体制にしたほうが授業も準備も円滑に進むのではないかと思いまし
た。
前回も要望したことだが、テスト期間中における教育支援者の出勤について再度要望したい。「テスト期間中はT・A、S・Aを雇
えない」とされているが、本授業のようなワークショップ型の授業においては、生徒への評価をペーパーテストでは判定せず、
生徒自身の進行役体験という形で、最終日まで授業がある。尚且つ、この最終日は、全授業を通しての感想を全体で共有し
たり、生徒にアンケートを記入させたりというように、作業量が最も多い日に当たる。そのような日に出勤して給料がいただけな
いというのは残念である。よって、授業内容によっては最終日まで教育支援者を雇えるような配慮がなされたら、より良い制度
となるのではないだろうか。
また、提出書類や集会が多いような気がする。学生はともかく教諭の仕事量を減らしていただけないだろうか。
学生の評価が気になります。（学生がTAを必要としているのか）
TA、SAの存在の必要性は学生に伝わっているのか。必要ないと思われているなら、もっと存在意義をアピールする必要もあ
るかもしれません。
今後は教育支援者の人数を増やした方がよいと思います。
特に基礎演習・専門演習、パソコンを使用した授業は、SAもしくはTAは2人～3人位必要だと思います。
時間外業務について、受講生の要望などで予定時間を越えることがあり、このことに柔軟に対応できる環境であってほしい。

（教育支援者活動実績報告書【通年・後期】）
【教育支援者（TA・SA）業務内容について】
科目名に記載した授業の業務内容に関して回答してください。
「はい・いいえ」のどちらかに○印をしてください。
1.あなたは教員の行う教育を補佐・補助した
5%
はい
95%

いいえ

2.教員はあなたに授業計画内容を作成させた

※無回答1名

9%
はい
いいえ

91%

3.あなたの業務は、補佐及び補助的な業務に限られていた
9%
はい
91%

いいえ

4.教員はあなたに定期試験(授業期間中に実施した試験等は除く)の採点をさせた
0%
はい
いいえ
100%

5.教員はあなたに単位認定のための最終的な成績判定をさせた
0%
はい
いいえ
100%

（教育支援者活動実績報告書【通年・後期】）
6.教員が不在のまま、あなたに授業の代行をさせたり補講をさせたりした
2%
はい
いいえ

98%

7.教員はあなたに授業と関係のない業務をさせた
4%
はい
いいえ

96%

8.教員はあなたに授業時間外の業務を与えた

30%

はい
70%

いいえ

9.8で「はい」の場合、それは定められた時間と業務内容の範囲内であった
12%
はい
88%

いいえ

10.教員はあなたに適切な業務と指示を与えた
2%
はい
98%

いいえ

11.あなたは適切に業務を遂行した
0%
はい
いいえ
100%

※無回答1名

（教育支援者活動実績報告書【通年・後期】）
12.教員との関係は良好であった
0%
はい
いいえ
100%

【教育支援者（TA・SA）活用による教育効果について】
Q1：科目名に記載した授業の教育効果に関して回答してください。
何れかに○印をしてください。
①授業内容・業務内容について、事前の段階で担当教員から説明がありましたか。
0%

46%
54%

1.はい、詳しくありました。
2.はい、簡単にありました。
3.いいえ、全くありませんでした。

②授業内容について、途中の段階でその都度、担当教員から説明がありましたか。
0%
40%
60%

1.はい、詳しくありました。
は
詳しくありました
2.はい、簡単にありました。
3.いいえ、全くありませんでした。

③この授業でのあなたの活動が、授業運営を改善することに貢献したと思いますか。
0%

47%
53%

1.はい、詳しくありました。
2.はい、簡単にありました。
3.いいえ、全くありませんでした。

④この授業でのあなたの活動が、受講生の「学び」を深めることに貢献したと思いますか。
2%

49%
49%

1.はい、詳しくありました。
2.はい、簡単にありました。
3.いいえ、全くありませんでした。

（教育支援者活動実績報告書【通年・後期】）
Q2：あなたが教育支援者（TA・SA）になったことで獲得した事柄を、次の選択肢を1つから3つ選び、番号で
記入してください。なお、記入する際にもっとも強く獲得したと思う事柄から順番に記入してください。
一番強く獲得したと思う事柄

二番目に強く獲得したと思う事柄
2%

2% 0% 0%

0%
0%
3%

4% 9%

5%

18%

7%

0%
10%

3%

12%
7%

5%
16%

19%

11%

19%
11%

21%

7%

9%

0%

0%

三番目に強く獲得したと思う事柄

※無回答1名

2%
4%

1.主体性：物事に進んで取り組む力

2%

0%

2.働きかけ力：他人に動きかけ巻き込む力
5%

3.実行力：目的を設定し確実に行動する力

11%

3%

18%

4.課題発見力：現状を分析し目的や課題を明らかにする力
11%

11%
5%
14%

14%

0%

5.計画力：課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する
力
6.創造力：新しい価値を生み出す力
7.発進力：自分の意見をわかりやすく伝える力
8.傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
9.柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力
10.情報把握力：自分と周囲の人々や物事との関係性を理解
する力
11.規律性：社会のルールや人との約束を守る力
12.ストレス耐性：ストレス発生源に対応する力
13.その他
14.特にない

（教育支援者活動実績報告書【通年・後期】）
※ポイント換算（一番が3点、二番が2点、三番が1点で換算）
2%
2%

0%

1.主体性：物事に進んで取り組む力
0%

2.働きかけ力：他人に動きかけ巻き込む力

7%
11%

3.実行力：目的を設定し確実に行動する力

11%
4%

11%
14%
19%
8%
11%
0%

4.課題発見力：現状を分析し目的や課題を明らかにする力
5.計画力：課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する
力
6.創造力：新しい価値を生み出す力
7.発進力：自分の意見をわかりやすく伝える力
8.傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
9.柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力
10.情報把握力：自分と周囲の人々や物事との関係性を理解
する力
11.規律性：社会のルールや人との約束を守る力
12.ストレス耐性：ストレス発生源に対応する力
13.その他
14.特にない

【教育支援者（TA・SA）の負担について】
この授業での業務内容に関するそれぞれの項目について、あなたはどの程度負担を感じましたか。
何れかに○印をしてください。
①教育支援者（TA・SA）業務のために費やされる時間
2%
28%

14%

56%

1.はい、相当な負担でした。
2.はい、少し負担でした。
3.いいえ、あまり負担は感じません。
4.いいえ、全く負担は感じません。

②授業内容のより深い理解
0% 12%
35%
53%

1.はい、相当な負担でした。
2.はい、少し負担でした。
3.いいえ、あまり負担は感じません。
4.いいえ、全く負担は感じません。

（教育支援者活動実績報告書【通年・後期】）
③受講生とのコミュニケーション
2% 5%

37%

56%

1.はい、相当な負担でした。
2.はい、少し負担でした。
3.いいえ、あまり負担は感じません。
4.いいえ、全く負担は感じません。

④教員とのコミュニケーション
0% 7%
23%
70%

1.はい、相当な負担でした。
2.はい、少し負担でした。
3.いいえ、あまり負担は感じません。
4.いいえ、全く負担は感じません。

【教育支援者（TA・SA）の活動意義について】
この授業での教育支援者（TA・SA）活動全体についてのあなたの考えについて回答してください。
何れかに○印をしてください。
この授業のあなたの活動は、有意義だったと思いますか
0% 0%
32%
68%

1.はい、そう思います。
2.はい、概ねそう思います。
3.いいえ、あまりそう思いません。
4.いいえ、全くそう思いません。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
この授業でのあなたの業務内容が、授業運営の改善や受講生の「学び」を深めることに貢献したと思われる場合は、どの
ように貢献したのか記述してください。逆に貢献しなかったと思われる場合は、なぜ貢献しなかったのかを記述してくださ
い。
いずれの場合も、今後、この授業で教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）の業務が、授業運営を改善したり、受講生の「学び」をさらに
深めることができるようにするにはどうすればよいか、あなたの考えを記述してください。

私は相談援助の中でアイスブレイキング（レクリエーション）を行ったり、グループワークを進行したりなど、受講生の学びを促
すように努めた。その際、相手（受講生）の話をちゃんと聴くように努めた。また、受講生が退屈しないように明るく、楽しくファ
シリテートをしたり、グループワークの話し合いの進行をしたり、悩んだり、つまずいているときにアドバイスをしたりして、学生
の理解の促進に努めた。そのような活動を行うことで、受講生といろいろ話すことができるようになった。また、気軽に話しかけ
られるようになったと思う。
この大学に実際に在籍しているＳＡとして経験したことをありのままに伝えることができるという点において、受講生の「学び」を
深めることに貢献できたのではないかと思う。「学び」をさらに深めることができるようにするためには、私たちのような立場の人
間が積極的にコミュニケーションをとることをおしまないことであると思う。
２年次のゼミを担当させていただいたのですが、２年次の学生にとって専門ゼミは分からないことも多く、ゼミでの学習に慣れ
ていないことも多くあったと思います。同じゼミの先輩として、彼らにより近い立場からアドバイス等の支援ができたと思います。
今後、ゼミでのＳＡの業務においては、ＳＡ本人が受講していた経験を踏まえて対応していくことが重要だと考えています。
学生が作成するレジュメの補佐を行ったときには学びに対して貢献したと思います。全くレジュメを作成したことがない人や、
どの文献を読めば情報があるのかなど、全く分からない人もいたのでやり方を教えると分かってくれました。モチベーションが
下がり気味の学生にも積極的に声かけをして勉強への意欲が上がるように呼びかけました。
不明な点を確認する機会を多く作れるよう働きかけた。今後、学生との交流の機会がもう少しあると運営しやすいと思う。
担当科目は社会福祉現場実習に関わるゼミ形式の授業であった。実習の事前学習では、実習内容のポイントを教員と相談
することや、実習目標の設定や日誌などについての資料作成など、裏方で支える役割を担った。また、授業外では実習経験
者として、受講学生の不安を解消するよう努めた。一方で、主体性や発言力が足りなかったことから、受講学生一人ひとりがも
っているもの、考えていること、疑問などを引き出すということができなかったために、学びを「深める」という点に貢献すること
ができなかったように思う。教育支援者は、教員と受講学生の間の立場であることから、両者と適切なコミュニケーションをは
かり、状況を把握することが重要であると思う。それを授業に反映させることができたら、より有意義になると考える。
教授と細かい打ち合わせが出来ていた為、教授が求める箇所で必要なサポートが出来た。教授とＴＡの意思疎通が講義の
進行を左右すると感じた。授業者とＴＡ（ＳＡ）の打ち合わせを深化・強化することが、学生の学びを一番深め、ＴＡ（ＳＡ）の貢
献度を上げるのだと思う。
先生の授業についていけていない学生や遅れてきた学生にちょっと個別に流れやＰＣ操作を説明することで、授業全体の流
れをとめず、また一応みんなＰＣ操作の手順は追うことができていたのではないかと思う。しかし、やはり先生のようにはいかず、
質問されても答えられないことや分からないことが多々あったために、先生やもう一人のＳＡさんに教えてもらいつつやってい
た。学生の学びをさらに深めるには、大学院を目指していたり、統計学を得意としている学生をＳＡに選ぶと、ＳＡにとっても受
講生にとってもさらに深い学びができると思った。
まず、私のＳＡとしての働きかけが受講生の「学び」に貢献したところは、自分の経験から失敗したこと、そこから反省したことを、
受講生に伝えられたところでした。自分も前年度同じ講義を受講していたため、自分の中である程度確立したやり方を受講
生に考えさせるようにして教えていき、その中で失敗した経験を話し、「先輩たちもたくさん失敗したけど、ちゃんとレポート出
しているんだなぁ」というところを見せられたと思います。また、私たちＳＡが資料を配布したり、コピーを取りに行くことで、教員
から受講生へ講義する時間を省かずに済んだと思います。逆に、上手く貢献できなかった所は、時間外活動で、私たちは質
問しに来る生徒さんへのサポートとして入っていたのですが、ほとんどの人は講義以外の時間を利用せず、やる気のある人
だけに偏ってサポートしていた部分がありました。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
貢献した点 理論根拠の追求、対立する説の分析、文章構成、資料収集等を中心に取り組むようにしたので、生徒自身で
「学ぶ」という点において積極的になったと思う。貢献しなかった点（反省点） いくらゼミといってもやる気のある生徒とない生
徒がいる。全員が一致団結して進めたとは言いがたい（８～９割の生徒は頑張ってくれたが）遅刻や無断欠席が多々あり、も
っと規律性を重視していくようにする。原因はあまり強く言えなかったこと。
前期に「Ⅰ」を担当していたため、そこで反省となった担当教員との打ち合わせの仕方や学生への働きかけについて、改善
できたと思われる。まず、担当教員との打ち合わせについては、「見通し」と「段取り」を意識して取り組んだ。授業が終わると、
直後に本日のまとめを担当教員と行い、次回の内容や進み具合について話し合った。また、翌週の授業開始前に再び打ち
合わせの確認を行い、変更がないか確認した。学生への働きかけについては、授業内で提出した課題や質問・疑問などをま
とめる作業を行い、教員と学生へフィードバックした。このような作業を通して、私自身も学生がどのような考えや疑問を持って
いるのか理解を深めることができた。そこで得られた情報をもとに担当教員と話し合うことができ、授業に反映できた点はよか
ったと思われるので、次のＳＡに申し送りしたい。
私の業務の中心はレポート添削でした。私のこの業務は受講生の「学び」に貢献したと自負しています。なぜなら、受講生達
の提出するレポートが添削の回を重ねるごとに良いものへと変わっていくのが分かったからです。私はただレポートに赤を入
れるのではなく、どこを注意するべきかというポイントを2、3点まとめて返すようにしていました。そうすることにより、受講生が何
を特に意識してレポートを書けば良いのかということに集中しやすくなったのだと思います。ポイントを2、3点に絞ってアドバイ
スをしていくことが、今後も受講生の「学び」を深めていくことにつながるのではないかと思います。
私は受講生の「学び」を深めることに貢献できたと感じています。私は、ゼミの担当だったということもあり、教員とは違って、も
う少し生徒に近い立場からアドバイスなどを発信することができました。また、ワーク活動の中で、疑問に感じる点を昨年経験
したことと照らしあわせて、助言をすることもでき、よりスムーズにワーク活動ができるようになったと感じています。
心理統計学では、学生は先生の説明を聞きつつ、パソコン操作もしないといけないため、少しでも（先生の話を）聞いてなか
ったり、わからなくなると作業がストップして困ったりした。その時にＳＡとして、今先生が何を言っていて何を求めているか教え
たり、パソコン操作を一緒に行うことで学生の統計についての理解を促進する助けになったと思う。心理学Ⅱでは、出席確認
やプリント配り、遅刻者への対応をＳＡがやることで、先生が講義に使う時間が増え（余計なタイムロスをさける）たことで、授業
運営に貢献できたと思う。心理学基礎演習では、２年生の実験実習を手伝ったり、プロジェクター、スクリーンなどの機材の準
備をすることで貢献できたと思う。しかし、講義中に十分に学生への声かけができず、ゼミ生が困っていることに気づかずスル
ーしてしまう時などがあり、その点ではもっと積極的にゼミ生とコミュニケーションをとったりしていた方がよかったなぁと思った。
今回の専門演習では、生徒達に国際福祉に関する様々なテーマを調べて発表してもらい、ディスカッションをすることが多か
ったのですが、調べるためのヒントや方法、ディスカッションの際には私なりの考え方や知識を発信する機会があり、学生の理
解（学び）を深めることにつながったと思います。
アメリカ文学史・卒業論文Ⅱにおいて貢献できた事は、学生に「責任感」を理解させた事、「考える事」の大事さを教えたこと。
貢献できなかった事は、講義の内容を深める、そういった次元ではなく、今の学生の考え方が逸脱しすぎており、どう向き合う
か、どう運営していくか、その解決策がなかなか見つからず、時かかりすぎてしまった。
教育支援者の経験を通して、私は日本で英語を教えることに少しずつ慣れてきました。私が担当するクラスでは、第一外国語
としての英語を学んでいる私が発音する英単語の発音や、英語の文章表現を学生達に聞いてもらい、彼らの発音や文章表
現とどのように異なっているかを勉強してもらっています。また、たくさんの学生達が英作文やスピーチの原稿作成をする時に、
先生が一人で個々の学生を指導するのは大変です。先生の補佐をして授業運営に貢献できたと思います。授業外でも、学
生達が英作文やスピーチの原稿を作成するのを手伝っています。今後も教育支援者としての仕事を続け、お互いにもっと理
解し合えるように、学生達と共に学んでいきたいと希望しています。
教育支援者の経験を通して、私は日本でフランス語を教えることに少しずつ慣れてきました。私が担当するクラスでは、ネイテ
ィブスピーカーによるフランス語の発音を学生達に聞いてもらい、さらに、彼らと会話を交わすことによって、フランス語という
言語の表現上の特徴を伝えることができたと思っています。また、本文の読解やグループによる発音練習を、一人の先生が
大勢のクラスで指導するのは容易ではありません。先生のこのような仕事を補佐することができたと思っています。今後も教育
支援者としての仕事を続け、お互いにもっと理解し合えるように、学生達と共に学んでいきたいと希望しています。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
授業運営の面では、専門ゼミの必修授業であったため生徒（高校生）ではなく学生らしく議論が出来る場（環境）づくりが必要
であると学部生の頃から感じていたため、ＴＡの方からも「誰でも発言していいんだ」という雰囲気づくりの働きかけを行った。
ＴＡが司会を務めることで、発言したいことがありそうな学生を指名し、偏りが生じないよう発言の機会を平等に行うなど配慮し
ながら発言の場をつくるという形式でスタートしたことで、３回目以降には自主的な発言を中心に授業が進むようになったと考
える。また「発言」の扱い方に関しては、発言者の意図を酌み取って補足を付け加えることや、発表者は発言してもらったこと
に対して必ずコメントを返すといった発言が一方向的に終わることなく双方的、ましては多方向的になるように働きかけた。学
生の「学び」を深めるためには、時間外のコミュニケーションで各々に必要な情報を探り、文献のアドバイスなどに生かした。
授業運営の改善について 運営においては、先生とも話し合い「自主的にゼミ生が動くゼミ」を目指すということだったので、
授業後の休み時間などを利用して、私が学部時代にゼミ長を任されていた際に企画・ゼミへの働きかけなどをアドバイスする
機会が多かった。また授業内容も２年から３年になっただけに、専門性が増すため、レジュメづくりや文献・情報などの提供を
行った。加えて、ゼミの授業の場を発言できる雰囲気にするため、個人の声をひろってサポートすることに努めた。
「学び」を深めることへの貢献 貢献になったかは受け手次第ではあると思うが、大学院で学んだ知識や現在の社会状況な
どに関連づけて理論などを紹介し、刺激を与えることを一貫して続けた。
授業の雰囲気を良くする、盛り上げることに努めました。楽しい雰囲気だと、授業にも来やすくなり、リラックスして授業を受け
られると考えたからです。
貢献したこと：生徒が課題に悩んでいる時に、安易に答えを与えるのではなく、自分で考えて答えを出せるように、ヒントを与
えたり、問題に対して「こう考えるとうまくいくんじゃないかな」と一緒に考えた。つまり、相手の意欲や円滑に課題が解けるよう
にサポートした。また次の講義では何が必要で何が足りないかを考えて行動したことは、授業をスムーズに進めるための準備
になったと思う。・貢献しなかったこと・難しさ：学習意欲が少ない学生に対してどう接し、どう言葉かけをしていいか分からない
時があった。生徒が何を伝えたいのか意味を組み立てることが難しい時があった。焦らさないで相手のペースに合わせて「間
を待つ」ということを心掛けた。受講生の学びを深めるためには、受講生のことを常に考えて自分ができることをすることだと思
う。
調べるテーマが決まらないときに、グループ全員が黙り込んでしまうことがあったので、１人１人の意見をとりあえず紙に書くな
り、促して言ってもらうことで、やりたいことが見えてくることがありました。「大丈夫？」と聞くだけでは「はい」で終わってしまうの
で、「どんな意見が出てる？」など、答えてもらえるような呼びかけが大事かなと思いました。
主な業務内容としては、前期の講義から行われていた受講生一人一人による、自分の興味のある分野に対して（課題レポー
ト）の発表の準備（講義前に発表者のレジュメを人数分印刷）することであった。受講生の学びを深めるために私が行った「受
講の際における雰囲気（より理解が深まるような環境）づくり」を心がけ、教室の放送機器の事前の動作確認、レジュメの準備
を常に意識し行うことが、学びや理解へとスムーズにつながる働きを行うことが出来た。また講義後、講義外の準備時間の際
には、他のＳＡ・ＴＡ（共通の講師の下、ＳＡ・ＴＡを行っている）の人達と共に「どうすれば、もっと講義内の受講生の積極的な
発言が増えるか、私達ＳＡやＴＡが促すことができるか」等の意見交換や、教室や講義のスタイルによって望ましい講義のサ
ポートの仕方等のアドバイスを受けたりして、常にＳＡ・ＴＡ内での情報交換や業務内容の把握ができていた。
レポートの書き方やExcel、ＳＰＳＳを使ってのグラフ作りなどの質問を授業外に時間を作り受け付けることで、実際やってみせ
ることができたので、受講生に言葉だけで伝えるよりもわかりやすく教えられたかな、と思います。
学生が分からない表情やしぐさを見つけると、声をかけるようにしていました。ですが、直接的な答えを伝えるのではなく、間
接的に考えさせるような教え方を意識してきました。なので、自分の頭で考え、学ぶということを学生たちはすることができたと
思います。
受講生が何を質問したらいいのかわからないような時に、本人が一体どこにつまずいているのかを知ってもらい、その部分に
ついてまずは自分で答えを出そうと考えられるように促すことができたと思う。また、ちょっとしたことにも疑問を持って、自分で
考えるという力も受講生に少しでも身に付けてもらうことができたと思われる。あと、自分自身で考えることも大切であるが、どう
してもという時には他の人の力を借りるという手段もある。ＳＡという、受講生にとっては教員よりも身近な存在として”人に教え
てもらう””助けを求める”という力を引き出せた面もあるのではないかと考える。このように、様々な面において、受講生の主体
性、自主性を高めることができたと思う。これには、ＳＡと受講生のコミュニケーションが大切だと思う。こちらから積極的に話し
かければ、受講生もそれに答えて積極性が増すし、適度に距離のある良い関係が築ける。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
受講生と教員の間に入り、それぞれの考えや思いを伝える役割をすることで、受講生は自分たちが何をするのか少しは明確
になり「学び」を深める手助けができたかなと思う。時間外に受講生から連絡があれば会ってレジュメの作り方、資料の集め方
などのアドバイスをしたり、一緒に考えたりしたことも「学び」を深める手助けになったかな。受講生の人間関係の悩みも聞き、
グループで1つのものを作り上げる作業という「学び」を一緒に自分も深めたと思う。貢献できなかった→教員の意図するもの
をもっと早く分かっていれば、もっと早い段階で受講生にアドバイスができた点。◎教員と授業について（この授業で何を得る
か、何のために行うか、なぜ必要なのかなど）事前に話すといいと思う。
１年生のゼミで静かにいることで、１年生が一人でいても浮かない雰囲気を心がけた。発表や意見を肯定的に聞き、発言の意
欲の上昇につながったと思う。話しかけやすい態度を心がけ、１年生の質問を受けた。大学の先輩としていることで、上級生
に対する不安が和らいだのではと思う。１年生が無事に大学生活の軌道にのるように、応援する思いで接した。
フレッシュマンセミナーは受講生とＴＡ・ＳＡの距離が近いので、気軽に話しかけやすい関係が築けるように思います。そのた
め、講義の課題に取り組む際、壁や問題に直面した時、助言を求めやすい。またこちらからも助言しやすい環境にありました。
そのような壁にぶつかった時、少しの助言が受講生の「学び」につながったと思います。文化人類学概論Ⅱについては今年
度少し変化があったように思います。昨年度は大人数型の講義のため、ＳＡと受講生の間にはほとんど関わりのない状態でし
た。しかし今年度は「先生を呼ぶ程ではないが少し疑問がある場合（または質問しづらい場合）」に巡回しているＳＡに質問す
るという行動が見られました。その際受講生の「学び」につながったのではないかと思います。
自分が想像していたようには、うまく受講生の「学び」を深めることに貢献できなかったように思う。その理由として、昨年と講義
の進め方が若干異なっていたために、思うような支援ができなかったということと、何よりＳＡを受講生にうまく活用してもらうこと
ができなかったということが挙げられる。ＳＡに応募した当初は、受講生の疑問に答え、レポート作成の力になれればいいなと
意気込んでいたのだが、実際にＳＡの業務を経験してみて、そうした支援を始めるための大前提をつくっておく必要があるの
ではないかと思った。その大前提とは、受講生にＳＡを使ってもらうこと、すなわちＳＡを使ってより学ぼうとする意欲をもっても
らえるような働きかけが重要であると感じた。こうしたことから、受講生の「学び」を深めることに対してＳＡが貢献するためには、
受講生に「もっと学びたい」「知りたい」「学ぶことが楽しい」といった気持ちを起こさせることが、大変重要なのではないかと思
う。
自分の今まで行ってきたフィールドワークでの体験や、海外へ行った時の体験などを話すことによって、受講生にフィールド
ワークの楽しさや、海外旅行などに興味・関心をもってくれたかなと思います。実習の聞き取り調査を行った際に、受講生を主
体にしないといけない時に、でしゃばって自分が多く聞き取りをした部分があったので、そこをうまく受講生がスムーズに聞き
取りができる環境をうまく作れたらよかったなと思いました。
受講生の「学び」を深めるために貢献したと思うことは、基礎演習では、レポートの添削の時に、例を挙げて直したり、その子
が理解するまで説明したりということです。統計では、遅れてきた子や授業についていけてない子にマンツーマンで教えたり、
パソコンの操作手順や分析結果の読み取り方などを丁寧に教えていたことが、受講生の「学び」を深めるために貢献したこと
だと思います。
ＳＡも一緒にグループに参加することによって、受講生も自分自身を出しやすく、かなり貢献したと思います。今後は女性のＳ
Ａをつけることによって、より幅広い貢献が出来ると思います。
はい、貢献したと思います。私のＳＡとしての主な業務は資料の配布や出席管理補助、レジュメの印刷などでした。直接学生
に授業の内容の助言とか深く関わることは無かったけど、授業の運営や学生が先生に直接伝えづらいことなどを私が聞き役
になって先生に伝えることで、学生（受けている）の役にも立てたと思うと貢献したと思います。
ある程度貢献できたと考えています。私の担当した専門演習ⅠⅡ（税法）は、ディベートを通して「学び」を深めるものでした。
ディベートに挑むにあたり、学生達は事前に準備を行い、多くの打ち合わせを行う必要があります。その際、彼らが疑問を抱
いたり、壁にぶつかったときに、すぐ近くにＴＡとして生徒のサポートを行えたことで、この授業での受講生の「学び」を深めるこ
とに貢献できたと感じています。今後、「学び」を深めるためには、常にＴＡが学生以上に事前の準備を怠らずにいることが必
要だと思います。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
図書館を利用した一斉講義であった為、講義中に教員の説明を聞き逃してしまったり、ＰＣの操作に不慣れで、講義の進行
についていけない学生（受講生）が何名か見られました。その際に、私達ＴＡがサポートに入ることで、時間内に終了される講
義の進行速度を落とすことなく、受講生が講義内容をきちんと理解できたのではないかと思っています。また、この授業はグ
ループ毎に異なるテーマで調べものをしてもらい、その理解度をはかるものでしたが、その調査内容の添削をＴＡで手分けし
たことで、図書館を活用した情報収集の基礎を身につけられたか評価することができたと思います。今後はＴＡがどの程度ま
で助言可能かを事前に教員と定めておくことで、より受講者の学びを目標に近づけることができると思います。
今回私がＳＡとして参加させて頂いた授業内容は、社会福祉の授業であり、相談援助演習ということだったので、今まで学習
してきた社会福祉の知識を授業サポートの中に取り入れ、活かすことができました。授業を、内容、または受講する学生たち
を客観的に見ることが出来、先生とは違った第三者が教室の中に存在しているということが、学生たちにとっては学習に取り
組む上で意欲や姿勢に何らかの影響を与えることが出来たと考えています。そのように感じた理由としては、先生に聞きに行
くことを遠慮していたり、壁を感じたりしている学生がＳＡをクッションのように利用してくれた点にあり、そのような壁を取り除く
手助けをしていくこともまた、ＳＡの役割ではないかと感じました。
心理学基礎演習での活動は主に、授業前の準備、授業後の片づけ、レポートの添削であった。授業は、実験に必要な知識
の教授、実験手順の説明、実験結果の解釈方法を講義形式で指導するため、ＳＡが直接受講生に関わることは多くなかった
が、講義中の生徒の反応やレポートの状況から、受講生の理解度を推測し教員にフィードバックすることで、授業の改善に役
立てたと思う。しかし、講義の形式上、受講生の「学び」をＳＡが直接的に深めることはできなかったと感じている。今後、この
科目でＳＡを活用していくならば、授業中よりも、授業時間外が有用であると考えている。それは、受講生のつまずきが、レポ
ート作成の時に最も多いと考えられるからである。私自身の経験からも、レポート作成の時になって、適切な文献が探し出せ
なかったり、まとめ方がわからなくなる事があった。そのような時にＳＡ・ＴＡに相談できれば、学生の疑問を早期に解決するこ
とができ、学びを深めることに繋がるかもしれない。
先生がカナダの方なので、生徒に上手く内容を伝えられない箇所を前もって打ち合わせをし、共に協力しあって伝えられたこ
とが生徒の学びにつながったと思う。私の老年学の知識不足で積極的に授業でコメントをしたり、先生の話をまとめ伝えたり
することがあまりできなくて申し訳なかった。
１年次ゼミのＳＡを担当していたので、当初は大学生活に慣れてもらうこと、大学の講義に慣れてもらうことを念頭に置き、授業
に臨んでいました。同じ講義を体験した者としてアドバイスできることも多くありましたし、教員よりも近い距離で受講生と接して
いたと思うので、教員には聞きにくいような質問に答え、学びを深めることに貢献できたと考えています。また、講義の時間以
外にも心理カウンセリング専攻で毎年行っている行事への参加を呼びかけ、タテのつながり、ヨコのつながりの形成の手助け
をできたことで、講義だけでは得られない「学び」の獲得にも寄与できたと考えています。しかし、１年次と４年次では知識の差
が大きすぎて、受講生に理解しきれない話をしていたことがあったように感じました。
「心理学基礎演習」の授業は自分が難しくて悩んだ所が受講生にも結構つまずいていることが多かったので、受講者の目線
になってアドバイスができたと思う。また、つまずきそうな所や自分の経験で難しかった所を先生とともに共有し、次回の授業
へ活かした。時間外の時、先生が来れない日があっても、添削をしたりレポートやエクセルの使い方のアドバイスをしたり、お
互いに意見交換をして、学びにつなげたと思う。今後、この授業でさらに「学び」を深めるためには、しっかり授業内容を把握
しながらも受講者との交流や先生との共有をしっかりやることが学びを深めることができると考える。
今回教育支援者を初めて行ってみて、学生の学びに貢献できるか、とても不安でした。私は頭がいい方ではないので、まず
学生のみんなと仲良くすることを心懸けました。そうすると、学生も私に心を開いてくれるようになり、講義でわからないことや
学生生活での悩みなどを話してくれるようになりました。学生というのは、先生に聞きたいことや悩みがあってもなかなか言うこ
とができません。私が今回教育支援者をして、学生と教員との架け橋のような役割で講義に貢献することができたと思います。
このような架け橋のような存在の教育支援者がいれば、講義自体の雰囲気も良くなり、学びの深まる講義が増えると思いま
す。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
学生が調査や先行研究を調べる際の方法や、グループごとに取り組んでいたテーマをどのような観点で考察していけば良い
のかといったことのヒントを与えるような形で授業外の話し合いなどにも参加していたことが良かったと思います。90分間という
授業時間でさらにグループごとの発表は年に２～３回ということだったので、授業内で完全に改善すべき点を理解したり、考
察することが難しい面がありました。そこで授業で先生にアドバイスされたことを踏まえた上で、発表後のグループの反省会に
参加し、補足のアドバイスを行ったり、発表前にレジュメを確認し、見やすくするためにどうしたら良いのかといったことを授業
外に行ったことで学生の「学び」を深めることに貢献できたのではないかと思います。このことから、ＴＡ業務として学生と先生
との間に立ち、先生のおっしゃることを自分自身で一旦かみくだき、学生がどの程度理解をしているのか確認した上で、先
生のアドバイスや自身の経験上学んできた方法論などを１から10まで教えるのではなく、ヒントを与えることで学生の考える力
をさらに養えるのではないかと考えます。
私は、今回教職総合演習の中で、授業が始まる前の出欠確認と授業記録や提出物の整理などを主な仕事として任されてい
ました。授業内で生徒のサポートは多かったわけではありませんが、教室が広く、また身体表現の多いこの授業では振り返る
際にＳＡのとっている授業記録が非常に役に立ったと思います。担当教員からは見えていない生徒の様子なども振り返りの
際に共有し、次回の授業へ備えることができました。この授業は担当教員が進行役となって授業を行うため、外側から授業の
流れを見たり、事務的な作業を行うＳＡが必要不可欠だと感じます。
心理学基礎演習での実験では、１.実験のための装置を配置したり、実験を行う環境をつくること。２.実験の具体的な説明を
行ったり、実験に関する学生からの質問に答えること。３.レポートの添削をすることがＳＡの業務内容として挙げられます。特
に実験に関する質問はＳＡに対しての方が多く、同じ学生である身近なＳＡに対してのほうが緊張も少なく聞きやすいのでは
ないかと思いました。またレポートに関しては、私が２年次で心理学基礎演習を履修した際に苦労したことや工夫したことを情
報として提供するなどして、２年生の授業に対する意欲や構えを高めることができたのではないかと思います。
前回は受講生とのコミュニケーションを図ることを心がけたが、今回は特に受講生の観察を行うことを心がけた。理由としては、
場所が図書館ということのほかに、受講生がまずどのように文献を探すのかを私自身が把握するためである。受講生の観察
を行い、文献の探し方を把握することで、探し方のつまずきを確認することができた。確認できたことで、つまずき方に対応し
た解決策を伝えることができた。例えば、探すテーマの本によって、一見エッセイのようであっても、中身は環境問題の本であ
ったりするので、受講生たちは文学の分類からしか探していないこともしばしばあり、文献の探し方に偏りが見られた。そのよう
な場合には、本の内容によっては、他の分野に文献が多くある場合もあることを知らせ、その分野の本のある場所に行き、一
緒に文献を確認した。受講生の観察を行うことで、探し方のつまずきを確認することができ、それに応じた解決策を伝えること
で、受講生の文献探しの学びに貢献できたのではないかと考えている。教育支援者自身が心がける対応を、時と場合に合わ
せ行うのが一番良いのではないかと考える。
私がこの授業で貢献できたと思う部分は、学生の情報機器操作能力の向上と、授業内容の理解を深めることができた部分で
はないかと感じています。情報機器操作では、生徒がつまずく所をあらかじめ想定し、質問された際に、的確な指示を出すこ
とができました。次に授業内容では生徒からの質問に「答える」だけではなく、なぜそうなるのかを一緒に答えるよう意識しまし
た。この授業は各種ソフトの操作が必要となるので、授業運営をスムーズに行うためには、教育支援者自身の操作に関する
知識をはっきりさせておく必要があります。
外国語の授業は、発音と文法が大きな課題となるので、私は生徒の発言を先生よりゆっくり直したり、文法が分からない所の
説明など取りこぼした部分を拾う役割を果たせたと思います。今後この授業において教育支援者がより効果を発揮するため
には、しっかり文法を説明できる様になることと、自身の発音の正確さが問われます。
私自身が学生の「学び」を直接手助けしたわけではありませんが、人数が多い本授業で先生のかわりに出席の管理やプリント
の配布を行うことで、授業がスムーズに始められるので、間接的に「学び」を深めることに貢献できたかと思います。
授業外の業務を通じて、学生の「わからないこと」や「知りたいこと」に対応し、授業の理解がスムーズになるように働きかける
機会が設けられたことは、「学び」を深めることにつながったと考えられます。今回と同様に学生の疑問に対応する機会を設け
ることが必要だと思います。
受講生が自分の経験や自分自身のことに近づけて考え、学べるように意識した。授業での課題プリントの問題にそのような内
容を加えるようにした。しかし、なかなかその内容を発表し合ったり、深める機会はなかった。担当教員は知識を深めることを
重視していたように思う。教員と相談しながら、目的を統一して授業を進める必要がある。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
通年の課題研究の授業を前期のＴＡから引き継ぐ形になり、進行方法や状況になじむよう意識した。各自のテーマで取り組
んでいる学生へのアドバイスや相談を私なりに工夫した。学生の傾向として、自らで文献から得た情報が多く、混乱しているよ
うだったため、もう一度、何を知りたかったのか、何を伝えられるか、ということを中心にアドバイスした。
今回、私がＳＡとして入った授業は私自身受講したことがなく、学生と同じゼロからのスタートだったと思います。そのため、学
生との交流を通して一緒に学ぶことができました。受講生の学生は、専門職者としての意識が高く、ＳＡとしての役割を果たせ
るか不安がありましたが、私なりの意見を伝えることで、学生の学びが深いものになるきっかけの１つとして欲しいと思いまし
た。
私の業務内容は、受講生の「学び」を深めることに貢献したと思う。私は主に受講者の発表している様子のビデオ撮影を行っ
た。ビデオ撮影をすることにより、受講者や担当教員が発表を振り返ることができるようになった。振り返ることで、その中から
良かった点や反省点を見出し、次回の講義、発表を改善し発展させることができる。私が撮影した映像は、今回の受講者だ
けでなく、来年度の受講者の参考になるものであり、来年度の「学び」を深める材料となると思う。今後、この授業で教育支援
者を活用するには、SAが発表の際のレジュメ作成の手助けをもっと積極的に行うべきだと思う。そのためにはSAと受講生がも
っと話しやすい関係を築く必要がある。
私は、私の業務内容が授業運営の改善や受講生の「学び」を深めることに貢献したと思います。その利用としてあげられるの
が、授業の振り返りです。私たちは、授業内容を細かく記録・観察をし、よりよい授業づくりを心がけてきました。この作業を全
ての授業で行い、受講生をサポートしてきました。

この授業での教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）活動を通じてあなた自身はどのように成長しましたか。
大学生活を通じた自分自身の成長目標と関連付けながら記述してください。
私は、前期の「教職総合演習」での目標と同様に、傾聴の姿勢を大切にして取り組んだ。昨年までは実行力や働きかけ力、
人に伝える力を重視して取り組んでいた。そのため、今回は私の課題である人の話を聴く力を重視することにした。授業の中
でわからないことを聞いたり、悩みを聞いたりなど、いろいろ行った。その中で、相手の話を肯定的に受けとめ、否定せず、耳
を傾けた。同時に、共感しながら相手のニーズをとらえ、一緒に解決していくことができた。
自分自身の経験をありのままに伝えるのではなく、目の前の学生が必要としている形にアレンジして伝えるということの大切さ
を学びました。元々コミュニケーション能力が大切であるとは感じてはいたものの、苦手だったこともあり逃げていたが、２年間
ＳＡとして活動できたことにより、少しばかり改善できたと思う。
実際に受講している学生の立場に立つことで、昨年受講していた時には気付かなかったことや、見えていなかったことなど改
めて発見することが多かったです。そのため、私にとっては「学び直し」の場としての意味があった様に感じます。また、「どの
様に伝えるか」といった発進力も成長したと思います。
私は、大学生活において多くの人の意見や考えを聞いて自分自身への成長へと繋げたいという目標がありました。そのため、
後輩からの意見や質問に対して耳を傾けるようになりました。とても良い経験になりました。また、人の意見を聞くことで自分の
中でも整理し、理解を深めることができました。
外部講師の先生が多かったので、コミュニケーション力、学生から質問等がない場合に質問をする力が身についた。自身の
目標としては情報を集め、活用出来る学生を目指していて、その一環として人とのネットワークを作っていく力を伸ばしたいと
考えている中、このＳＡを通して多くの方々と知り合うことが出来たので、これからの学生生活で役立つと考えています。
この授業での教育支援者活動を通じて、ゼミ活動のあり方について深く考えさせられ、大学の授業におけるその重要性を感
じるとともに、ゼミ運営について学んだ。この授業のメインとなる実習の前後で、受講学生の社会福祉に対する意識が変化し、
課題解決のための実行力を身につけたように思えた。私自身、受講学生に刺激を受けた部分は多く、教育支援者としてゼミ
運営、ゼミ活動に参加することによって得たものが多くある。何気なく過ごしていた大学生活だったが、この経験を通じて、人
とのつながりや協働のあり方について改めて考えさせられ、その重要性と可能性を実感して認識することができた。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
「質問されるのを待つ」のではなく、自ら学生に積極的に質問はないか話しかけた。また、答えよりも答えを導き出すプロセス
を重視し、質問を受けたらこちらも発問で返し、学生に「自分で考える体験」をさせることができたと思う。論文を書く上でも重
視しているのはプロセスなので、ＴＡ業務に活かすことができてよかった。
私はＳＡの活動を通して、まずもちろんのことだが、担当した心理統計学を積極的に学ぶようになり、理解が深まった。このこと
は、卒論にもとてもよかった。さらに、他人に説明することの難しさを実感した。受講生がどこまで理解し、どこでつまづいてい
るのかを知ることはとても大事であり、難しかった。
まず、私自身が成長したところは、前年度の講義の復習になったところです。ＳＡという立場での講義の参加はまた違った視
点や考え方で理解できるので、前年度受けた同じ講義をさらに深めていくことができました。また、傾聴力や集中力に関して
の部分がかなり成長できたと実感しています。その部分は他の講義でも生かされていて、前年度と比べて勉強の理解度が上
がり、成績やテストの点も上がってきています。この２点の成長のおかげで、心理学を学ぶという大学生活の目標をまた１歩更
新したと思います。
人に対する接し方、多人数の場合における話し方は成長したと思う。生徒が「何がわからないのか」がわからなかったので、接
することによって理解できた。自分の話し方、説明の仕方を客観的に分析できた。
ＳＡの活動を通して、授業をする側、情報を伝える側の視点を持つことができた。自分のスキルを磨き、専門知識を生かして
支援をしていく仕事をしていきたいので、この活動を通して、「自分にできることを増やしたい、貢献できるようになるにはどうし
たらよいか」ということを考えることができた。これは、今後自分が仕事の現場でどのように人と接していきたいか等、見つめる
機会になったと思う。
ＳＡの活動を通して私が成長できたと思うのは、文章の表現力と読解力です。それらは、自分が受講生として講義を受ける中
でも得ることのできたものでした。しかし、普段であればなかなか機会のない他人の文章を読み、直すという行為により、受講
生が何を言いたいのかを読み取り、より分かりやすく、そしてその人らしく伝えるにはどうしたら良いのかを考えさせられました。
それは自分の文章を推敲する時よりも相当神経を使うものでしたが、その分いつもとは違う形で表現力と読解力を伸ばすこと
ができたのではないかと思っています。
ゼミの学生達との交流の中で、私自身を客観的に評価することができるようになったと感じています。また、ものの見方に広が
りを持たせ、広い視野で人と関われるようになったと思います。私自身、大学で広い視野を持ち、積極的に活動したいと考え
ており、学生達とふれあう中で、沢山の刺激をもらい活動源になりました。
ＳＡ活動を通じて、自分が今できること、求められていることは何かということなどをよく考えるようになったし、必要なら積極的
に行動するようになった。今までは何か行動するにもモタモタしていたので、その点は少し成長したと感じる。
学生がどのような点に興味があるのか？また学生一人一人の考え方を尊重しつつ、手助けになる知識が違う見方を発信する
力を身につけることができました。
自分の常識からまずは変えなければいけないなと思いました。成長と言えるのかはわかりませんが、このままでは沖縄国際大
学の評判がさらに悪くなるなと実感しました。何故学生がそこまで教員に対し横柄な態度をとるのかが理解できない上、何故
無責任な事を平気でするのか、そのままこの学生達は自ら考え発信するという事を学ばないまま社会に出るのかと思うと、ぞ
っとしました。なので、私自身はむしろ、成長はしていないかもしれません。
教育支援者としての経験を積んだお陰で、私は自己確立ができ、また、ストレスに耐える力を高めることができました。多くの
聴衆の前で自分の考えを述べることができるようになってきています。将来教員になることを目指して、私はクラスの学生達と
の相互作用をもっと発展させていきたいと考えています。一つの言語を教える方法や、クラスを運営する方法を学びつつあり
ます。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
この授業では、様々な分野・視点の切り口を短時間で把握し、コメントをするという過程の強化になったことが一番成長の要素
に繋がっていると考える。卒業論文になると、学生はそれぞれが興味のある現象や社会問題を取り上げ、社会学の分析を加
えるといった学部時代の集大成とも言える論文執筆を行うのが主要な目的であり、課題のため、その授業のサポートは本当に
自分自身のためになったと考える。社会学の理論を自身が勉強し直す機会にもなり、学生から刺激を受けることも多かったた
め、自らの学びの機会（「学び」を深める機会）にも繋がったと強く感じている。
意見（気づき）を相手（聞き手）に伝えるための方法が学生の中で確立されていないことが多かったため、汲み取る能力と発
想力が鍛えることができたと考える。また、学生と先生との繋ぎ役のような場も多かったため、その場その場での適切な態度と
対応を心がけることで、様々な立場の人の気持ちと考え方を学び感じる機会となった。人として内面が成長したかなと感じて
おります。
新入したての１年次と、入学して１年経つ２年次の授業に入ることで、勉強への意気込みや落ち着き、コミュニケーションのとり
方などを客観的に見ることができました。１年次の意欲の高さには、私の方が刺激を受け、２年次の学校に慣れ、落ち着いた
雰囲気には、安定した学びを感じました。また、普段関わることのない１年生と２年生との交流が生まれ、あいさつを交わすな
どのコミュニケーションも増えました。たくさんの人と関わることが苦手でしたが、１年間やり遂げることができ、自信がついたよ
うに思います。
ＳＡとして、もともと人に教えることが苦手、コンプレックスに近い気持ちがありましたが、自然とおさまりました。しかし、相手に
伝わる「言い回し」「ボキャブラリー」を増やす必要性がある思いです。大学生での目標は「チャレンジ」「コンシダー」「コントロ
ール」でコントロールはまだまだだと実感しています。良くしていきたいです。
あまり発言する方ではなかったのですが、”人に伝える”ということをたくさん経験しました。どのように言ったら、自分の言いた
いことが伝わるのか、相手の話を聞き出すことができるのか、ということを考えるようになったことが１番成長したところだと感じ
ています。こうしたスキルは、これから社会に出て行く上でも必要になってくるので、大学生にとって重要なことだと思います。
私の性格は比較的のんびりとしていてマイペースなところがあるため、日頃から周囲に「気が利かない」「何事もあなたは始め
るのも終わるのも他の人に比べて遅い！」という指摘や注意を受けることが多々あったが、このＳＡ活動を通して強い責任感
が生まれ、事前の準備に対する意識が高まるようになった。大学生活の中でも「この締め切り日までに～をして、～を終わらせ
て」という見積もりや予測を立てて計画する癖が身についた。また、ＳＡを行っていた講義では、予想もしていなかったハプニ
ング（といっても他の人に比べれば微々たるような問題であったが）の体験から、例え予定通りに自身の課題や業務が間に合
っても「もしかしたら～かもしれない」という「かもしれない」行動を心掛け、自身から進んで仕事や作業を探して行うようにもな
った。また講義のサポートでは受講生の学びを深める手伝いをするということから、周囲への気配り、注意観察力が身につい
た。
私はレポートの多い２年次ゼミのＳＡを担当させて頂いてレポート添削を任せてもらえたのですが、正直初めの内は自分もま
だうまいレポートの書き方などわかっておらず、どう添削すればいいのか悩んでいました。しかし添削をしていく内にわかりや
すいレポート、わかりにくいレポートなどわかっていき、わかっていくと自分の書くレポートも改善されていっているのがわかりま
した。受講生からの質問に答えられるよう事前に予習することも覚えとても良い習慣がつきました。
自分の知識を相手（学生）に対してわかりやすく伝える力やコミュニケーション力がついたと思います。１人１人理解力は違い
ます。そのためその人に合った考え方や柔軟性が必要になります。私はそれらを意識しながらＳＡをやってきました。なので
以前よりそれらの力がついたと思います。
まず第一に傾聴する力がついたと思う。相手が何に困っているのかの判断をし、それに対して分かりやすい言葉でのアドバイ
スをすることもできるようになった。また、私は心理学基礎演習という２年次のゼミのＳＡをしていて、受講生が少人数だったこと
もあるが、ある程度観察力も身に付いたと思う。ＳＡをして、最も自分の成長につながったと思うのは、コミュニケーション能力
の向上である。元々私は人付き合いが得意な方ではなかったし、初対面の人とは特にどう接したらいいのかわからなかったが、
ＳＡをやったことで、積極性も出てきたし、コミュニケーションを以前よりうまくとれるようになったと感じている。何をするにおい
ても人を関わるということは避けられないので、これからの自分の成長のためにも重要な力を身につけられてよかった。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
調査、レジュメ作成において、どこに問題があり、どう改善できるか、どのようにアドバイスをしたらいいのかなどを具体的に考
えることができるようになった。（気がする）。アドバイスをする時に、よりよくなるためにどうすればいいか、という視点で伝えると
いう意識をもって指摘する努力をした。人間関係がうまくいかないと調査も発表準備もうまくいかないので、できるだけ声をか
けて話を聞くようにしたことで、多面的にサポートすることを学んで成長したかなと思う。
主に促進をすることを心がけた。グループワークで話し合いが止まっているところに話しかけ、話し合いを促した。これは心理
職についたときに、グループワークで必要となる技術である。１年生のゼミのいろんな人と交流し、話を聞いた。いろいろな考
え方やライフスタイルを知ることができた。ななめ上の関係を持てたことは、将来仕事についたときに活きる経験となった。
フレッシュマンセミナーでは、「コメント力」が本当についたと思います。文化人類学概論では「周囲に目を配る力」が養えたよ
うに思います。両方を通じて忍耐力がつきました。教員との関係、受講生との関係を良好に保つためにはやはり忍耐力が必
要です。それを考えると自分自身だいぶ「耐える」ことができるようになったと思います。
私は心理学と福祉を専攻しており、この大学４年間の学びによって「専門的な知識をもち、人を理解し支援するための視点を
身につける」ということを達成したいと思っている。今回ＳＡという形で初めて他者を支援する体験をしたのだが、その過程のな
かでさまざまなことに気づき、考え、学ぶことができた。これまで「人を支援する」ということに関して、態度や技法等教科書的な
ことを学び、それらを実践するという場面がほとんどなかった。ＳＡの活動のなかで、学んできたことを意識しながら受講生を支
援していると、講義を受けているだけでは分からなかったことを知り、実践でしか見えなかったことを、多く目にすることができ
た。その結果、これまで教科書にある通りのプロセスでしか人を支援するということを考えられなかったのが、もっと実際的、具
体的にどのように働きかけたらよいのだろうかと、今までより一段深く対人支援について考えるようになった。これはＳＡ活動に
よって得られた認識であり、成長であると感じている。
ＳＡの活動を通して、今まで年下と付き合うのが少し苦手でしたが、年下ともうまく付き合うことができるようになりました。自分
の兄弟以外の年下の人と接する時、今まで、どういう風に接すればいいか分からない部分が少しありましたが、ちゃんと一人
一人どういう人なのかを見て接したり、アドバイスなどをしたりすることができるようになりました。１年間ＳＡの活動をしたことで、
今までなんとなく人の話を聞いたりしていたのが、ちゃんと１人１人の話を聞いて、ゼミなどでは、レジュメのアドバイスなどを人
に分かりやすく説明することができるようになりました。
文章添削や時間の管理だけでなく、相手にどうやったら伝わるのかということを考えるようになった。また責任感も前より強くな
ったと感じています。
グループアプローチを通して、全体を見て問題を見つけ、そこに対応をする。また、前に立ってみんなに自分を出すことが出
来るような見本になることがとても身についたと思う。それによって心理カウンセリング専攻でもリーダーとして全体を見て問題
を指摘できるようになりました。
ＳＡの業務を通じて、私自身がもっと積極的に活動しよう、または自分をアピールしていこうという強い気持ちになれた部分が
成長したと思います。今までは何かしら自分から勇気を出して一歩踏み出すことや、声をあげることに少しまだ自信が持てな
い部分がありましたが、ＳＡの活動を通して、ＳＡが気づいた点や必要だと思った点は自分自身が勇気を持って発信していか
ないといけない点にすごく気付かされたので、その点も踏まえて、今回のＳＡの活動を通して私は更に自分の力で伝えていく
ことの重要性を学び成長できたと思います。
まず一つは、人とのコミュニケーションやよりよい人間関係構築の経験を積めたことです。数名で構成されるグループを、どの
ようにしてより良い方向へともっていくかなど、人を見る力がついたと思います。また、学生の質問に答える立場となるので、基
礎的な事から、応用に至るまで、事前に私自身も勉強しなければならず、その意味でも自身の学習面で、大きなものを得まし
た。
前期にＴＡをした際、一番の反省点は受講生とのコミュニケーションが不足していたことだったのですが、今回はこの反省をい
かして自ら困っている受講者を探し、声をかけるようにしました。これまでの学生生活においても、自分から積極的に動くタイ
プではなかったのですが、ＴＡ活動を通じて、より「学び」を深める為には自分から課題解決のために能動的に動かなくてはと
いう意識が高まりました。また、自分の考えだけでなく、相手（他者）の意見に耳を傾けることの大切さも実感できました。自身
が目指す理想像に一歩近づけたと思っています。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
大学生活を通じた自分自身の成長目標としては、「大学」という環境を活用し、様々な視点での物事の見方と、そうする為の
方法を身につけるということにあります。その為に、様々な事に挑戦し、より多くの人々と関わること、違った立場からの意見、
考えを知ることは欠かせません。この点において、私がＳＡという業務に関われたことは、大きな意味を持っていると考えます。
ＳＡをすることで、関わりをもつことが出来た人々と、そして彼らの持つ考え方に触れられたことはもちろん、ＳＡという立場その
ものが私自身にとって新しく、普段の「学生」という場所では味わえない貴重な経験となりました。この貴重な経験を、これから
の学生生活、将来につなげていきたいと思います。
私は、この授業での活動を通して、論理的な文章の書き方を今までよりも身につけることができたと思う。大学生活を通して基
礎的な文章力を身につける事が私の一つの目標であるが、専門演習の課題などで自分の考えを文章にまとめようと思うと、
論理が飛躍してしまったり、簡潔にまとめられないことが多々ある。しかし、この授業での活動ではレポートの添削が多くあるた
め、学生のレポートを見る機会が多くあった。それらを添削しているうちに、どのように話を展開すれば伝わりやすくなるのか、
また、どのようにまとめると伝わりやすいのかという所を、多少、理解できたように思う。
始めた初期の頃は先生との意見のくい違いがあり大変だったが、自分の意見をおさえたり、支援者として先生が求めているも
のは何かと、考える方向に視点を向けるようにするなど、柔軟性が高まったと思う。また、心理士が職場で何でも屋さんであり、
職務内容が限定されていない事実からしても、今回どこからどこまでがＴＡの仕事だろうかと頭を悩ませながらも、時間内であ
ればできることは対応していこうと枠を広げられて良かった。
相手の話を聴き、自分の意見を相手に分かりやすく述べるという力が向上したと思います。心理学を学び始めたばかりの彼ら
に専門書の内容を表現を言いかえて伝えるということは思っていた以上に難しいことでした。また、分かったつもりでいた内容
をうまく説明できなかった際には自身の勉強不足に気付くことができ、私自身の勉強の助けにもなりました。まさしくＬｅａｒｎｉｎｇ
ｂｙ ｔｅａｃｈｉｎｇ効果だなと思いました。
人とあまり関われなかった自分が、ＳＡを通して先生方はもちろんのこと、後輩や他のＳＡと関われる機会が増え、私は人との
関わりが苦手ではなく、このような機会にあまり参加してなかったと気づくことができた。また、自分で動いたりすることができる
ようになったと思う。ＳＡを通じて得意なこと、気をつけないといけないことなど、自分自身の気づきになった。
今回教育支援者を基礎演習とグループアプローチの２つやらせていただいて、基礎演習では柔軟性を、グループアプロー
チでは観察力が成長したと思います。今までの私は、一気に頼れたりすると、混乱して中途半端になりがちでしたが、基礎演
習では頼れたことをプラスに考え、頼られていると考え、一気に頼まれても一つ一つ丁寧に対応することができました。グルー
プアプローチの講義では、人と人との交流を広げる講義なので、人見知りの子やなかなか積極的になれない子がいないか周
りに気を配りながら業務をしていたので、あの子はこういう場面が苦手だなと見れるようになりました。教育支援者を通して成長
した力を今後の学生生活に活かしていきたいです。
大学院生活を通じた自身の目標は「相手に分かりやすく物ごとを伝えること」でした。その点はＴＡ業務という学生に対して助
言を行わなければいけないという立場は伝達力を高める場として有効でした。４月ごろは担当したグループにできるだけ分か
りやすく伝えるために図を用いてみたりしながら、私自身が考えられること全てを伝えるようにしていましたが、それでは学生が
考えなくなってしまうことに気が付きました。そこで、できる限り、学生の考えや感じたことなど、聞くことを多くしていきました。
すると、学生の考えを自分自身の中でまとめ、それに絡める形で自分自身の意見や知識をコンパクトにまとめて伝えることが
できるようになり、さらには考えるきっかけを与えるような助言をするようにしていきました。１年間を通して、伝達力だけでなく
傾聴力なども身に付けられたのではないかと思います。
今回教職総合演習のＳＡを行ったことで、「場」の全体を把握する観察力が身に付いたように感じます。ドラマという自己を表
現することを目的とした授業であるため、受講生の様子や変化など、ちょっとしたことにも気づく力がＳＡを行う前より身に付き
ました。将来、教員を目指す私自身にとって、これから大いに役に立つ力だと思います。また、教職総合演習という授業を受
講する前と後の受講生の変化を間近で感じることで、ドラマ教育への関心や理解が深まりました。また、生徒の学びを深める
ための授業方法を考えることの必要性を担当教員の授業を見ることで感じることができました。これらの経験は教員を目指す
私にとって、非常に貴重なものになりました。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
学生に分かりやすく説明するためにさらなる理解が必要でしたし、説明の仕方を試行錯誤して学生へ伝える経験を通して、さ
らに深い講義内容の理解が得られたと思います。また、以前は交際範囲が横（友人、心理カウンセリング専攻３年次）とのつ
ながりのみだったのですが、ＳＡを通して積極的に縦（先輩、後輩、先生方）とのつながりを持つようになりました。積極的に他
者に働きかけることは、社会の中でも必要なスキルであると思うので、これからもこの経験を生かして様々な活動に携わってい
きたいと思います。
今回は、あるテーマ、課題が出されたときの文献をいかにして多く集めることができるか、というような授業内容に対するサポ
ートを行った。そのため、事前に自身が文献集めを行い、どのようなところで受講生たちは多くつまずいてしまうのか、予測立
てをすることを行った。そうすることで、課題解決に向けた手順を事前に準備することができた。また、どのようなところで困難
を感じているのか受講生の話を聞いたり、探し出した文献の分類を見ることで、どのような本がなかなか見つけ出せていない
かを把握し、それら課題に応じた解決策を考えることができた。そのような点が今回の教育支援を行った際、私自身の力とな
ったことだと考えている。
この授業を支援するにあたり、分かりやすく物事を伝えることを常に意識することができるようになったことと、解答までのプロ
セスをしっかり把握することを事前予習の際に確認する習慣が身に付いた事が私の感じた成長です。教員免許取得を目指
す身として、これらの成長は免許取得においても今後の仕事でも必要なスキルを向上できたと感じます。
この授業で私は主に学生達の発音テストと質問を主に業務としてこなしました。ここで私は、学生の実力に対する評価や合格
ラインの設定の難しさを学ぶことができました。また質問の際にも相手の理解力を吟味しながら質問を行う工夫などを学びまし
た。私が目指す教員免許取得に関しても、来年の教育実習では生徒を評価する必要があります。この授業を通して、私は学
生の実力をちゃんとみつめ、評価基準を設定し、ちゃんと遂行することの大切さを知ることができました。また、これらを実践す
るために知識の積み重ねは重要だと思います。
出席の管理という責任のある業務を任されたことで、自分の行動に責任をもって学生に接することが出来たと思います。この
ことから、時間や内容（出席の有無、遅刻）に間違いのないように報告することを身につけることが出来ました。
他者に対して自分から働きかける機会がこれまでは少なかったので、ＳＡの活動を通して他者と関わることが出来て良かった
と思います。また、学生の疑問に対応するために、どう伝えたらわかりやすいか、前もって計画を立てて考えたり、そのことで
自身の知識を深めることも出来たので良かったです。他者とのコミュニケーション力を身につけること、大学院進学のために心
理学に関する知識を身につけることが目標なので、そのための第一歩となったと思います。
”伝わるように話す”ことを努力した。臨床心理学領域で学びながら、相手にどう伝わるか、ということは常に意識しているテー
マである。大人数の中で話すことはなかなかないが、今回の講義中に私の知識等を話す機会もあり、貴重であった。学生の
表情により、理解が伝わってくることが印象的であった。
自分の研究分野とは異なる分野であったが、学生の発表を聞きながら知識を増やすこともできたし、学生の興味を知ることが
できた。アドバイスがのみ込みやすいよう、表現を工夫した。興味に合わせ、論文にすることが単に”難しい”だけでなく、”自
分なりに仕上げることができるのだ”ということを伝えた。
約２年、ＳＡとして活動をしてきましたが、この２年で”伝える”という力が身に付いたように感じます。相手の話に耳を傾け、現
状を分析し自分の意見を相手に分かりやすく伝えるということの難しさを実感しました。その背景には私の勉強不足があった
と思います。そのため、自ら学ぶ姿勢と学生とのコミュニケーションを心がけるという意識を持つようにしていました。その取り
組みを続けることで私自身、主体性や発信力が以前よりも成長できたと思い、今後も積極的に物事に挑戦していくことを忘れ
ないようにしていきたいです。
私はこの授業のSAをしたことで、課題発見力が身に付いたと思う。この授業の元受講者として授業の中にいると、受講してい
た時には気付かなかったことに気付くことが多かった。初めの方はその中でも、受講者の発表の中から、良い点、悪い点に気
付くことが多く、どうしたらもっと良い発表になるか、ということを考えることができるようになった。私の大学生活の目標は、教員
免許取得であり、その目標にも今回得たものは活かせるものだと考えている。教員の補助として受講者の学びをより深めるた
めにはどうしたらよいか考えることで、教える側だけでなく教えられる側に立って考えることもあり、それは教員としても必要な
力であると考えるからだ。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
私は今回ＳＡを通して、色々なことを学びました。それらは全て「教師になる」という私の夢に必要不可欠なものでした。ＳＡの
活動を通して、私は学習者を"補助する"という本島の意味を知ることができました。また、主役は"学習者"であり教師はあくま
でも"補助"であることも再認識しました。また、先生から"よりよい授業づくり"に対する熱意を教えてもらうことができました。こ
の経験をこれからも活かし、学習者の補助となれるような教師になりたいと思います。

教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）制度、業務形態、内容、授業などについて検討して事柄、要望したい事柄があれば記述してくだ
さい。
あまりありません。常に担当教員が指示や説明、事前準備等を適切に行ってくれていたので、やりやすい環境であった。また、
担当教員から多くのことを学ぶことができた。
学生とＳＡ・ＴＡと交流する機会があれば運営しやすくなる。
教育支援者の立場、役割、内容などを明確に理解、自覚することが重要だと思う。事前・事後研修以外にも、教学課・教員・
教育支援者同士が気軽にコミュニケーションをとることができるような仕組みも必要だと思った。
受講生のレポートを読み、自分の同学年以上に日本語力が相当落ちていると窺えました。英語を専門とする英米言語文化
学科は特に、母語の力がなければ他の言語力は伸びなくなってしまいます。だからこそ、１年次のうちに基礎演習でレポート
を沢山書き、最終的に短い論文を作成するという大学生として最低限の日本語力を身につけられる内容に学科で統一をし、
徹底するべきだと思います。そうでなければ１年次にどのゼミにいたかでその後の能力に著しいばらつきが見られる現状を改
善することは難しいと思います。
今年は初めてのＳＡへの挑戦で、自分に必死な所もあり、あまり見えなかったのですが、うれしかった点は、教学課の方が顔
や名前を覚えてくれていることがうれしかったです。
時間外の業務時間が短く感じたりしたので、沢山やることが多い時には困りました。しかし、教学課の職員の親切な対応には
すごく感謝しています。
英米言語文化学科はカリキュラムがめちゃくちゃすぎて、学生が可哀想だと思いました。私は文学の講義をずっと受けていた
ので、卒論にしろ、大学院にしろ、文学作品についての研究はできますが、言語、教育、文学、ゼミもないのに卒論になって
急に卒論を書けと言われても書けるはずがありません。コミュニケーションに力を入れるのはグローバル社会だからと偉い方
は仰るのかもしれませんが、正しい発音も、ｓｈｏｒｔ ｓｔｏｒｙも読めない学生が一体何を喋るのか気になります。専門学校みたい
ですね。いい加減にカリキュラムで学生の可能性を潰すのはやめてほしいです。
教育支援者制度のオリエンテーション（ワークショップ）についてですが、私が特に中間オリエンテーションで感じたことは、授
業形態（ゼミや専門科目、共通科目など）によってグループをつくるか、もしくは学科によってグループを形成した方が相談へ
のアドバイスや共感がもっと深く論議できたのではないかと思います。採用している学科に非常に偏りがあるので一概には言
えませんが、同じ学科（もしくは授業形態）だからこそわかる授業の雰囲気は、他学科に伝えて相談をするには時間が足りな
いのではないかと感じています。
オリエンテーションで行われるワークショップは学科ごとや授業形態によってグループを組んでもらえると、もっと内容がよりよ
くなるのではないかと感じます。（例えば、学科ごとや授業形態によっての１番よかった取り組み方を各グループ発表させるな
ど）
ＳＡがどこからどこまでやっていいか分からない時があります。独断で物事を進めないもどかしさがありました。

（教育支援者実績報告結果【通年・後期】）
今までのＳＡ活動を振り返ってみると、講義内容や講師との関係、また他のＳＡ・ＴＡからのサポートもあり、比較的私は恵まれ
ていた方だと思う。不満や改善点は無く、４年次でなければまたこのＳＡ活動を行いたい位に、このＳＡ活動を通し自身の内
面の成長、充実的な体験があったと言える。また、教学課がＳＡ活動を始める前からＳＡ・ＴＡ活動に対する心構えや業務内
容の説明、同じ活動を始めるＳＡやＴＡ内での意見交換や交流の場を設けてくれていたので、活動に対する意識が、自然且
つスムーズに移行できたように思う。
教員が忙しすぎて、ＳＡに与える仕事を考えることが負担になっているのではないかと感じることがたまにあった。
ＴＡ、ＳＡの業務内容をもう少しはっきりとしたほうがいいかなと思う。授業準備や受講生の補佐などに充分な時間があてられ
るようになるといいと思います。
強いて言うなら、この制度を活用する教員が、もう少し制度の本質を分かって使ってほしいなと思う時がありました。でも始動し
た昨年度よりも充実な活動内容になっていると思います。
業務時間の時間帯があらかじめ設定（計画）されてあったため、自分自身の時間割と業務時間との都合をつけるのに苦労し
たことがありました。時間外業務を行う時間帯については、採用されたＳＡの時間割に合わせて柔軟に組むことができるとい
いなと思います。
心理カウンセリング専攻の授業のＳＡをもっとつけてほしい（３年ゼミとか）
事前・事後の研修を維持しておけば、それ以外特にありません。
今回、先生でもなく学生でもないＳＡという新しい環境に身をおかせて頂き、ありがとうございました。この刺激を、今後の学習
に活かしていきたいと思います。
オリエンテーション時に授業で使用する機器の使い方、印刷室の利用の仕方など、説明があると良いなと思いました。
この制度が周知されていない。特に１年生はなぜ我々が授業に参加しているのかが理解できていないようだった。
今年からカリキュラムが変わって、具体的に何をやればいいのか伝わってなかったので、合同ゼミを行う際は、一度集まって
何をするのかできれば共有したかった。
教育支援者と教育支援者とのかかわりが少ないので、もっとかかわりたい。教育支援者と教育を考えている教員との連携が上
手くとれない。
他のＴＡ・ＳＡの話を聞いていると、かなり業務内容にもバラつきがあり、せっかくの良い経験も負担が大きすぎてストレスにな
っている人もいるようでした。その点をどうにか改善できないものかと考えることがありました。業務内容種別ごとに採用する人
数を調整したりできれば負担も減らすことができるのではないでしょうか。
心理学基礎演習の最後に行われる質問紙調査は一番学生からの質問が多いので、質問紙調査の時期のＳＡの時間外業務
を増やしたほうがよいのではないかと思いました。
ＳＡのアンケートに関して、アンケートを行った際に授業の代行に関する項目で、学生間に違う理解があるそうです。授業に
関しては、私は発音テストを先生と一緒に実施しており、生徒はどちらで受けてもいい形式をとっています。このことで、私が
授業の代行を行っていると考えた学生さんがいるそうなので、アンケート項目の見直しをお願いします。
担当教員が忙しすぎて、時間の調整がむずかしかった。どこまで授業準備を行うべきか戸惑った。
ＴＡの経験ができてよかった。研修もあり、責任を感じながら取り組めた。

2011/9/20
教育支援者（TA・SA)に関するアンケート調査（全体）

実施科目数

13科目

実施教員数 専任

13人

回答者延べ人数

704人

実施教員数 非常勤

2人

アンケート内容

回答平均

１．この授業において、教育支援者（TA・SA)は、効率よく活用されていたと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

２．この授業において、教育支援者（TA・SA)の説明や補助はどうでしたか

1.48

１．大変良くできていた。 ２．まあまあできていた。 ３．ふつうにできていた。 ４．全然できてなかった。

３．この授業において、教育支援者（TA・SA)が授業に貢献していたと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

４．この授業において、今後も教育支援者（TA・SA)を活用した方が良いと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

５．担当者が不在のまま教育支援者（TA・SA)に授業の代行をさせたり補講をさせたりしていましたか
１．はい、頻繁にありました。 ２．はい、数回ありました。 ３．はい、1回ありました。 ４．いいえ

６．教育支援者（TA・SA)を活用したこの授業が、あなたの「学び」を深めることに貢献したと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

７．あなたも教育支援者（TA・SA)に応募したいと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

１．設問毎、回答傾向

4.00
3.51
3.50
2.89

3.00
2.50
2.00
1.50

1.38

1.48

1.66
1.34

1.35

3

4

1.00
0.50
0.00
1

2

5

1.38

6

7

1.34
1.35
3.51
1.66
2.89

２．設問毎、回答割合

Q1
回答１
回答2
回答3
回答4

Q2
469
204
31
1

回答3,
31

Q3
455
162
82
4

Q1

回答4,
1

回答2,
204

Q4
486
194
20
2

Q5
484
193
25
2

回答3,
82

Q6
45
61
57
533

Q2

回答4,
4

Q4

64
89
400
149

回答3,
20

回答１,
455

Q5

回答4,
2

回答4,
533

Q7
回答１,
64

回答4,
149

回答3,
400

回答2,
89

回答4,
2

回答１,
45

回答１,
486

回答2,
61

回答4,
13
回答3,
71

回答3,
回答3
57

回答2,
回答2
193

回答１,
484

Q3

回答2,
194

回答2,
162
回答１,
469

回答3,
25

Q7
335
284
71
13

Q6

回答１,
335

回答2,
284

７．で、１か２を選んだ方に質問です。「なぜ、応募したいと思ったのですか」
（ＴＡ・ＳＡ）が、良く、詳しく教えてくれたので、私も力になりたいと思った。
「先生」として、後輩と触れ合ってみたいから。
ＳＡをやることで更に勉強になると思うから。
ＴＡの人がレポートを見てくれる時間が変更になったけど、その時間、授業が入ってて相談に行きたくても行けないので、残
念。
いいかなぁって
いい経験になりそうだから。
いいと思ったから。
一度でもその授業を受けた事のある人がＴＡ・ＳＡした方が良いと思う。
一緒に学べそうだと思ったから。
色々な学生と対話することによって、様々なことを学ぶきっかけとなりそうだから。
色々な人達と関わることができるから。
いろんな経験ができそうだから
お金もらえるから。
教えてみたい。
教える側になることで、違う視点を得られるのではないかと考えたため。それにより、学ぶということを深められると感じたの
で。
教える側にもなってみたい。
教えることで自分の技術も磨けそうだから。
教えることの難しさを学びたい。
教えることを通し、自分のスキルアップも出来ると思った。
教える立場だと自分も一生懸命勉強するから。
教える立場に立ってみることで、いい経験になると思う。
同じように、学んだことを次に伝えたいと思ったから。
学生の教育を支援したいため。
学生の学びの手助けをする仕事が素敵だと思うから。
かっこいい、やってみたいと思う。
科目に対して理解しなければいけないという責任感で勉強する意欲が高まりそう。
教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）という立場になることで、自分の学びも深まると思うから。
教育支援者になることで、自らをスキルアップさせることが出来ると思ったから。
教育支援者の力で、教育はもっと有効や有意義になる。
教育支援者本人の学びにもつながる。
教員に近い立場になる事で、責任と自身の学びの意欲向上につながると思ったから。
教員になりたいと思うので、補助みたいな事は未来につながると思うから。
興味がある。
興味がある。
興味があるから。
経験になるから。
現在ＳＡとして活動している。
現在ＳＡをやっている。
現在行っているから。
こういう活動に参加してみたいと思ったから。
講義では学べないことが多くあり、色んな側面から物事を見ることができると思った。
このＳＡの方達のように、講義を進める際に助けとなり、またその経験が別の場所でも活かせそうだから。
この授業で、ＴＡ・ＳＡがいて楽しかったから
この授業の内容が楽しかったので、今度は自分も教える側から携わりたい。
根本的にどういう役割を担っているのか分からない。
様々な視点から色々と見つめたり、考えることができ、学びの立場に立って色々な発見があると思われた。
支援者として授業のお手伝いをしながら、私自身の学びも深めていくことができると思うから。
支援をすることで、自分自身の理解力が上がるし、色々な視点から考えることができそうだからです。
自分が情報に強いからです。
自分が出来るものなら、少しでも手助けできればと思ったから。
自分自身で理解しているか、試せそうだから。
自分自身にとっても良い経験になりそうだから。
自分自身も勉強になると思うから。
自分のためになりそうだから。
自分のためになるからです。
自分の為になると思う。学習面や教育方法について
自分のためになると思うから。
自分のためにも、相手のためにもなるから。
自分の為にもなりそうだと思ったから。
自分の為にもなるし、楽しそうだから。
自分の為にもなるし、勉強になると思うから。
自分のためにもなると思うし、先生や授業を受ける生徒の役に立てるから。
自分のためにもなると思ったからです。
自分のための良い経験になりそうだから。
自分の力になると思ったので。

自分の力を試すという意味でも有効かと思った。
自分の知識も深めることができるからです。
自分の得意な科目なら、ぜひ貢献したいと考えている。
自分の学びも深まりそうだから。
自分のように授業についていけないけど素直に聞けない人はいっぱいいると思うから。
自分もＳＡをやっていて、すごく自分の学びになると思ったから。
自分も今ＳＡをやっていて、楽しさをわかるからです。
自分もサポートしながらいろいろ発見できそうなので。
自分も勉強しながら、皆が授業で学べるように手伝いたい。
自分も学ぶものがあると思ったから。
自分も学べることが多くあると思うので応募したいと思いました。
授業の準備は大変だと思うが、とても楽しそうだから。
授業への理解も深まり、プラス生徒の役にも立てるから。
授業を支援することで自分自身成長できると思う。
授業をやる側から見たいと思った。
受講生ではなく、教育支援者、指導者として講義に参加することで、自分の学びがより深まると思うからです。
将来教師になりたく、少し参加したいと思いました。
将来的に教える立場になりたいので、色々な形で教育の現場に立ちたい（今のままでは不安ですけれども…）
将来の目標が教職なので、良い経験になると思うから。
少し興味があるし、先生にいろいろと教えてもらえそうだから。
生徒と一緒に学べそうだから。
生徒とは違う、別の見方（立場）から授業を見てみたいと思ったから。
先生方のアシスタントをすることで、授業がスムーズにいくのを見てきたので、私も役に立ちたいというのと勉強したいと
思ったからです。
先生の考えを身近で聞くことができる。
先生の補助ということで、色々なことが学べると思ったので。
先生の補助をやってみたいと思ったからです。
大学生と関わって教えることでいい経験になると思います。
楽しそうだから。
楽しそうだから。
楽しそうにやっていたから。
とても頑張っていたから。
とても良い経験になりそうだから。
とても良い制度だと思ったので。
何か教えている時、いきいきしてて楽しそうだったから。
なんとなく
なんとなく
なんとなく。
なんとなくなれたらいいなと思った。
人間性やこれから先に必要な気遣いを学べると思う。尊敬しています。
年齢の近い学生に自分の知識を教えるのは自分自身の成長にもつながると思うし、やりがいがありそうだから。また、ＴＡ
の方がイキイキと教えて下さっていたから。
初めての授業、仲間でなかなか中に入れなかったり、どうしたらいいかわからない時、（ＴＡ・ＳＡ）が助けてくれたり、授業の
うまく進める方法などを教えてくれる役は大事だと感じたから。
必要な役割だし、給料が出ると聞いているので。
人に教えることも大切だからです。
人に教えることによって自分もわかることがあるし、自分と違う年代の子が何を考えているのか知りたいから。
人に教えるということを学生時代で経験できるのは滅多にないから。
人に教えるということを学べると思ったからです。
人に伝えるという立場を経験してみたいから
人の役に立ちたい。
勉強できそう
勉強になりそう。
勉強になりそう。
勉強になりそうだから。
勉強になりそうだと思ったからです。
勉強になる！
勉強になる。
勉強になると思った。
勉強になると思った。
学んだ事を次に伝える役目をしてみたい。
目立ちたい
もともと、人の手伝いや補佐的な役割が好き、興味があったから。
良い経験になるし、授業に対しての意欲が上がると思うから。
よい制度だと思うから。
より授業に集中できそうなため。
分かりやすく教えてもらったので。
私の授業を担当してくれたＴＡの方がとても丁寧に楽しそうに教えてくれていたので。
私は教師になりたいと考えている為、自分にとって良い経験になりそうだと思ったからです。
私も人に教えることができるようになっていたら、困っている人の役に立てるならやりたいからです。

この授業における教育支援者（TA・SA)に対して、意見、要望、改善してほしい点をお聞かせ下さい
おつかれこんぶたいうらかじはエイサー
２人いたらいいかも
ＳＡさんがいてくれたので授業についていけることができました!!
ＳＡさんが優しく教えてくれたのでとても助かりました。
ＳＡさんたちがしゃべりやすくてよかったです。
ＳＡの存在を知らなかったのですが、知ることができて良かった。
ＴＡの人がやってくれた授業、とてもわかりやすかったです！
明るく楽しく
ありがたかった
いい先生（千景先生）でした！これからも頑張って下さい。
言うことなし。分かりやすい授業だった。
いてもいなくても別にどうだって良い。
いなかったら困る!!パソコン苦手なのでわからない。ありがたい。
今まで通りで良いと思います。ありません。
いるのかちょっとよくわからない
いろいろなとこ歩き回ってほしい！その方が声をかけやすい！
英語がもっと話せる人がいいかも。
英語で意味がよく理解できなかったところを、分かりやすく説明してくれたりして、とても分かりやすくなりました。
英語を使うことが多かったけど、訳してほしい時に無かった気がした。
おかげさまで授業がスムーズに進んだと思います。
教え方もすごく良いので、もっと積極的に講義に参加して下さると助かります。
教えてくれる人が多い方が分からない所を聞きやすいのでいいと思います。
面白い授業をありがとうございました。
学生たちともっと話すほうがいいと思う。
教育支援者がいることで、教員も授業を円滑に進めることができるので良いと思った。
教育支援者をもう少し増やしてほしい
教員以外で教えてくれる人がいるのはありがたい
講義前後の準備のおかげで早めに始める事ができる。
声をかけにくい時があるので、授業のジャマにならないくらいでいいので、教室をウロウロしてほしいです。
このアンケートでＴＡ・ＳＡの存在を知りました。
この講義は先生を助けてくれる方が本当に必要だと思います。２人はとても頑張っていたし、受講者にも分かりやすく教え
てくれました。
この授業では、とても活用されていたと思いました。
この授業に関してはすごく機能していてかなりよかった
この授業に関してはすごく機能していてかなりよかった。
この授業の教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）は個人的には良かったと思っています。なので特にないです。
この授業はＳＡが絶対必要
このまま、ＳＡがこの講義についてくれると、理解が深まり、良いかと思います。
最高
最高
自身を持ってほしい。
質問しやすいように、ウロウロしてくれると助かります。
自分のことで精一杯だったように感じました。もっと、大胆にやってもいいと思いました。
授業運用において、生徒へのアドバイスなどもよくしてくれました。この授業に関しては、ＴＡ・ＳＡがいた方が授業がスムー
ズに行われて良いと思いました。
授業が終わったらその教室でやってほしい。
授業がスムーズに進んだと思います。
授業内容が日本語で出来ていれば不要だが、数々のサポートがされていので、頑張っていたと思う。
授業の内容をちゃんと分かっていて教えてくれるので、とても助かった。
授業の流れを止めることなく授業を進められているので良いと思う。
授業前の準備とか、説明とかがしっかりしていて、とても良かったと思います。
授業を支える体制や態度がしっかりなされていた。すばらしかった。
出席だけ取るのは必要ないと思う。ＳＡの人は頑張っていた。
出席とったり、プリント配ったりしてるだけで、せっかくのＴＡ（ＳＡ）が活かせてなくて、かわいそうだった。
身体の動かし方とか、先生の手の届かないところまですごくよかったです。
すぐ来てくれるし、教え方が丁寧でとても聞きやすかったです！助かりました。
凄い良かったです！
すごく優しくて、良かったです。
すばらしかった。
積極的に「わからない？」を聞く所がいいと思います。
絶対いた方がいいと思います。実験の数が多いので、先生１人だと質問に答えきれないと思います。
説明を詳しくしてほしい。
先生１人では手が回らない時、いてくれると、とても助かりました。
先生が英語で説明していて分かりにくい所をＳＡの方がわかりやすく説明してくれた。大変わかりやすかった。
先生との打ち合わせをちゃんとして、質問に答えられるようにしてほしい。
先生の暴走を止めてほしい。
先生の補助と学生の補助、それぞれ１人いた方が、もっと良いと思います。
全体的にとても良かった！

操作のやり方、出し方だけではなく、意味などの説明もあるとより助かったと思います。
そばで授業を見るばかりでなく、もっと積極的に授業と関わってほしい。授業以外の指導は丁寧でよかった。
大変良かった。
大変良かったです。
楽しい授業だった。
楽しくやりたいです。
担当教員との講義におけるコンセンサスを取ることを重視して欲しい。特に教員の方から。
千景先生が超良い人だった。また教えてもらいたい。
適切なアドバイスがあり、よかった。
動作法に本当に関心がないと出来ないんだなと実感されていました。
どこのどの場所の説明をしているのか、わからない時があった。
歳が近く、話しやすい（質問しやすい）ことと分かりやすい（先生に伝わらないことを分かってくれたり…）ので、もっと活用す
べきだと思いました。
とても気を配ってくれて良かったです。
とても授業になじめていて、授業のサポートをしっかりできていてとてもよかったです。これからも頑張って下さい。
とてもスムーズに学べたのもＴＡ・ＳＡの力が関わっていると感じた。
とても説明など上手だったので特にありません。
とても優しかった。
とても良いものだと感じた。経験者、同じ生徒からだとまた納得の仕方が変わり、授業の取り組みも変わり、よかった。
とても良かったので、もっと支援してほしい
どのような人が“ＴＡ”になれるんですか？
パソコンでの難しい授業なのでもう少し人数を増やしてほしい。
発言しても良いと思った。（先輩の意見等を聞きたい）
非常にわかりやすく丁寧に指導していたと思う。
一人一人の相手をしていたら手が足りないので、もう少し（１、２人）人数を増やしてほしい。
プリントをもっと活用してほしい。（後半は活用していたが）板書の字が小さい。
補助的な面でよく授業を行っていた。
ほんの数回しかＴＡの方は授業に来ていなかったので、もっと機械が増えるといいと思う。
毎日来ればいいと思う。もっと多く活用すると良い。
まず、今回のアンケートが配布されるまで、ＴＡ・ＳＡについて知らなかった。
まだ始まって間もない取り組みなので、これから発展させていきましょう！
もう１人くらいいてもいいと思う。
もう少し元気があれば良いと思います。
もう少し声を大きく。
もう少し声を大きくしてほしい。
もう少し字を大きく、濃く書いてほしいです。
もう少し説明を具体的にしてほしい
もう少し説明を具体的にしてほしい。
もう少し通訳やポイント（要点）を教えてほしいです。
もう少しわかりづらい部分のアドバイスがあるとうれしい。しかし、すごく学びやすい環境になりました。
もう少しわかりやすくが良い。
もっとＴＡが授業に参加しても良かった。
もっとＴＡを活動してもいいと思った。
もっと教えてほしいかな。呼びづらい。
もっと関わる時間がほしい！
もっと詳しく説明してほしかった。
もっとコミュニケーションをとりたかった。
もっと親しみやすいといいかなと思いました。少し威圧的な感じがしました。
もっとしゃべりたかった。
もっと授業に参加してほしい。いないと物足りない気もした。良いスパイスになっていた。
もっと積極的にお話ししてほしい!!
もっと長い時間いてほしい
もっと長い時間いれば相談などしやすいのに…
もっと広めるべきだと思います。
もっと増えてもいいと思う。
優しくて、とても丁寧に学生に接してくれたと思います。
よく教えて頂きました。
呼ばれた時だけ教えるのではなく、自分でやるべき事を見つけて動いてほしい。
レジュメを配ったりと授業が効率よくできていたと思う。
レポートの書き方や要約の仕方を教えるのを頻繁にやってほしいです。
わかりやすい
分かりやすかったので、特にないです。
笑ってごまかされることがあったから、やめてほしい。

その他、教育支援者（TA・SA)制度やそれを活用した授業について意見・要望をお聞かせ下さい
ＳＡがいると担当教員だけでは手が回らないところへの補助ができると思うのでとてもいいと思う。
ＳＡさんのおかげで、課題の取り組み方がよく分かりました。今後も、この制度が続いてほしいと思います。
ＳＡの人数を増やしてほしい。特にゼミ・パソコンを使用する授業。
ＳＡはとても良い制度だと思います。
ＴＡ・ＳＡがいたことでスムーズに課題とかを終わらせることができたと思います。
ＴＡ・ＳＡの違いって何でしょうか。
ＴＡ・ＳＡの方も授業に参加するとどうなるのか、気になります。
ＴＡ・ＳＡはとてもいいと思う。
ＴＡが入る事で、質問がしやすくなりました。
ＴＡさんがいることで、授業中分からないことも聞きやすかった。
ＴＡだとより専門的な勉強をしているので、講義の中で一度先生に当てられ発表したときはとても参考になった。ＴＡの立場
から考えている～～を聞く機会があっても良い気がしました。
ＴＡの先生がいることで、質問する回数が増えました。
ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ!!
あと２人くらい増やしてほしいなと思います。
アンケートで応募したいと思った理由を聞くより、応募したいと思わなかった理由の方が、改善に役立つと思います。
いてもいなくても同じだと思う。
いないよりはいた方が授業がスムーズに進むからよい。
いるの？
教える人が２人いたのが助かった！もっと活用した方がいいと思う!!
教える人がたくさんいると質問しやすい。
教える人が二人いることによって、質問や意見もしやすくなって、非常に効率が良かったと思った。
外部講師にも活用出来るとさらによくなると思う。アシスタントがほしいという先生も多い。
基礎演習にＴＡ・ＳＡは不要
教育支援者は必要だと思う。しかし、教育ではないので講義を進めていくのは難しいのでは？
教員がマスで目が届かないところをカバーするいい制度だと思う。
教授１人だとなかなかわからないところを聞けなかったりしますが、教育支援者のおかげで質問もできたのですごく良かっ
たと思います。これからも続けて欲しいと思います。
教職の授業は、受講者が多い分（ＴＡ・ＳＡ）が居れば、担当教員もやりやすくなり、進めやすくなると感じたので、どんどん
取り入れていいと思った。
現地の人なので外国語を学ぶとき、とても助かる!!
効率良くわからない所を指導できるので良いと思う。
この制度はとても良いと思う。
今回のようにしていいと思う
今回のようにしていいと思う。
作業とかをする授業ではＳＡさんはとても理解の助けになるし、作業に集中できるので必要だと思いました。
時間どおりに終われなくて、次の授業によく遅れた。
私語の見張りを付けてほしいです。権限として与えてやって下さい。そして学生には私語がひどい時は退室させられる旨を
周知して授業を進行してほしい。なので、学科の全く異なるレフェリー的ＳＡも配置して下さい。
しっかりと提出したものにコメントまでしてくれて、わかりやすかった。
質問等をできる人が、教員も含め２人いることが助かる。
質問とか気軽にできるしすごく助かった。
自分はよく遅刻したりしていたのでアシスタントさんに教えてもらっていたのでとてもよかった。
授業中、見回りをしていて、話しかけやすかったので良かったです。
授業において無駄な時間が多いと思います。
授業に無駄な時間が多いと思います。
授業の細かい所までＳＡさんがいるので、補助してくれて理解しやすい。実験とか実習とか体験するような授業ではすごく
役立つと思います。
授業の最初からいてもいいと思う。
受講者としても良いと思いました。
少人数の授業では、質問がある場合に聞いたりできるのですが、多人数の時は聞きにくいです。
すぐに質問できて、とても良かったです。
生徒も話しやすいので、質問しやすかったです。
積極的に活用した方がいい。
先生１人の授業よりも、みんなに手が届くので、みんなの授業の理解が高まると思います。
先生以外にも質問出来る環境があって受講している学生も助かると思います。私自身もそう感じたので、この制度は続い
てほしいです。
先生以外の人の意見というものも必要だと思うので、これからも続けてほしい。
先生が他の人に教えているときに役立つ。
先生の説明したことを、分かりやすく伝えてほしいです。
先生の助けや生徒の助けになっているので、これからも活用していくべきだと思います。
先生の負担を減らすし、ＳＡ自身の学びにもつながるのでいいと思う。
先生の文字が見にくかったり、声が聞こえにくかったりする先生がいるので、そういう授業でＳＡさんたちに補助してもらいた
いです。
先生よりも生徒に対して積極的に助けてくれるとてもいい制度だと思う。
大学に来て初めての経験だったが、とてもよく学ぶことが出来た。
続けてほしい。
とっても助かりました!!

とってもよかった。気軽に質問とかできるので。
とてもいい制度だと思う。
とても充実します。これからも続けてほしいです。
とてもスムーズだった。
とても良かったです。先生の話だけじゃ？の所もくだいて話をしてくれたので助かりました。
とても分かりやすく説明してくれて、良かったです。
どんどん使った方がいいと思います！
年次の異なる人たちとの交流がとても少ないので、この制度を利用したものを企画してほしい。
他に知りません。
他にも教えてくれる人がいるので、とても助かります。
毎時間いつもありがとうございました！
もう１人くらい多くいても、いいと思います。
もっといてほしい。
もっと活躍の場を増やしてほしい。
もっと他の授業でもＴＡの制度を入れてほしい。
もっと長い時間いてほしいと思う
要約などをわかりやすく添削してくれたので学べることがよくできた。
良かった。
良かった。
よかった。
よかったです。
レポートの直しを細かく指導してくれて助かった。
わかりやすくて、いいと思います。これからも、活用した方がいいです。

2012/3/14
教育支援者（TA・SA)に関するアンケート調査（全体）

実施科目数

36科目

実施教員数 専任

30人

回答者延べ人数

1,512人

実施教員数 非常勤

2人

アンケート内容

回答平均

１．この授業において、教育支援者（TA・SA)は、効率よく活用されていたと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

２．この授業において、教育支援者（TA・SA)の説明や補助はどうでしたか

1.51

１．大変良くできていた。 ２．まあまあできていた。 ３．ふつうにできていた。 ４．全然できてなかった。

３．この授業において、教育支援者（TA・SA)が授業に貢献していたと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

４．この授業において、今後も教育支援者（TA・SA)を活用した方が良いと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

５．担当者が不在のまま教育支援者（TA・SA)に授業の代行をさせたり補講をさせたりしていましたか
１．はい、頻繁にありました。 ２．はい、数回ありました。 ３．はい、1回ありました。 ４．いいえ

６．教育支援者（TA・SA)を活用したこの授業が、あなたの「学び」を深めることに貢献したと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

７．あなたも教育支援者（TA・SA)に応募したいと思いますか
１．はい、そう思います。 ２．はい、概ねそう思います。 ３．いいえ、あまりそう思いません。 ４．いいえ、全くそう思いません。

１．設問毎、回答傾向

4
3.45

3.5

2.84

3
2.5
2
1.5

1.41

1.51

1.67
1.37

1.33

3

4

1
0.5
0
1

2

5

1.40

6

7

1.37
1.33
3.46
1.67
2.84

２．設問毎、回答割合

回答１
回答2
回答3
回答4

Q1
995
410
79
15

回答3,
77

Q2
927
387
157
26

Q1

回答2,
386

回答3,
59

Q3
1,022
386
72
14

回答4,
15

Q5
105
154
115
1,118

Q2
回答3,
149

Q5

回答4,
14

Q6
725
561
155
52

回答4,
26

Q7
142
186
852
306

回答3,
69

Q3 回答4,
14

回答2,
364

回答１,
864

回答2,
359

回答１,
921

Q4

Q4
1,066
351
61
14

回答１,
100

回答2,
147

回答4,
51
回答3,
145

回答１,
947

Q6

回答3,
111

回答2,
回答2
325
回答4,
1035

回答１,
996

Q7
回答１,
128

回答4,
286

回答3,
799

回答2,
173

回答2,
520

回答１,
678

７．で、１か２を選んだ方に質問です。「なぜ、応募したいと思ったのですか」
（ＳＡ・ＴＡ）の方をとても尊敬できるから。
（TA・SA）に応募することで自分も成長することができると思う。
ＳＡさんがいて助けられる事があり、自分もそうしてあげたい、また、ＳＡになる事で勉強できる事もあると思うから。
SAで優香さんには、いろいろと話も聞けて、とても学べました。自分も後輩にとってこんな存在でいたいと思いました。
ＳＡの先輩が居てくれて本当に助かったので、自分もそういった立場で役にたちたい。
SAの先輩から学んだことを後輩に伝えていきたい。
SAの人がすごくて自分もあの人みたいになりたいと思ったから。
SAは知識が豊富でした。
ＳＡを通して、学びを深めることができそう。
TA・SAがいると講義がおもしろくなるから。
TA・SAをしたら、学習意欲が向上しそうだから。
TA・SAをすることによって私自身のためになると思ったからです。
ＴＡをしている人を見て自分のためになると思ったから。
ＴＡをやることによって、もっとその分野の理解が深まると思うから。
アントワさんみたいになりたいと思って。
いい経験になると思うからです。
いい経験になると思ったから。
一度SAをやったことがあり、支援する側も学ぶことも多くとても良い経験になったため
一度学んだことをもう一度学ぶことでより深く学べると思うからです。
いてくれると助かるからです。
今のSAを
今は受講している多数の生徒の中の一員でしかなく、（ＴＡ・ＳＡ）になることでまた違った学び方ができると思ったからです。
今も別学年でSAをしていて、学びが深いからです。
いるにこしたことはなし
色々自分の勉強にもなりそう
色々な体験をしたいから。
色々な学びが得られるから。視野が広がりそう。
いろんな経験ができそうだから
いろんな人と関われるし、楽しそうだから
影響がありました。
多くの人と関係をもちたいし、先輩を見て自分もしたいと思ったから。
お金がほしいです
教えがいがありそうだから。
教えてくれる人は多い方がいい。１つのクラスに１人の先生である必要はないと思うから。先生と学習者の間に立てるし、
やり方次第で学習者にとってすごく大切な役割になれるから。
教える側にまわってみたかった！
教えることによって自分もまた、より深く勉強できるからです。
教えることを通して自分の理解が深まり、学びに役立つと思ったからです。
教える立場になる分、深く学んでおかないといけない（と思うだろうしそうなると自分のためになる）から
教えるという立場のアシスタントをすることで、講義を受けているだけじゃ分からないことを体験できると思ったからです。
お互い勉強になる。
面白かったので。
おもしろそうだから。
学習したことを深める意味では、とても興味があるが、私自身とても忙しいので、やりたいができない。
学生の勉学を促進する支援ができると思ったため。やりがいがある。
学生の学びを手伝う仕事に興味を持ったため
かせげるから。
カッコイイ
活用されていた姿を見て、自分自身の学びのためにも応募して講義のサポートをしたいと思った。
簡単そうだから。
給料がいいから。
給料がもらえるから。
給料がもらえるようなので。緊張感や責任感がありそうなので、自分も集中して授業受けれそうです。
教育支援者の方のサポートがあり、「学び」を深めることができたと感じたことがあったので、教育支援者の立場でサポート
をして支援することができたらいいなと思ったからです。
教育支援者をやることで、生徒としての立場ではない立場になって講義に参加することで、さらに学びが深まると考えたか
らです。
教育支援に携わることで自分の経験にもつながると思うから。
教育支援を行うことで、普段の受講姿勢よりも積極的になるかなと感じたから。
教員と関わる機会は少ないから。
教員を目指しているので、教育支援者の経験が将来役立つだろうと思うから。
教職をとっているわけではないが、単位や成績を気にせず授業に出られるのは良いと思う
興味があります。
興味があるから
興味があるから。
興味があるから。
興味があるから。

興味があるからです。
協力しながら勉強できる。
国仲さんがやさしかったから。
経験値を積むため。
経験につながりそうだから。勉強になりそうだから。
経験になるから
講義も聴講でき、自分にも得があるから。
講義を受けることができるから。
講義を円滑に進めるのに重要である役割だから。
後輩たちと交流ができるのは良いことだと思うから。
後輩と一緒に成長していけそうだから。
後輩と仲良くなりたい！
後輩との交流を含め、自分のコミュニケーション能力を活かせると思ったから。
後輩とのコミュニケーションがとれるし、先生を目指している人には、いい教える機会になると思う。
後輩に教えてあげたい。
後輩のために何かできることや伝えられることがあると考えている。
後輩の力になりたい。
後輩の力になれればいいから。
後輩の役にも立つし、自分の為にもなると思った。さらに給料ももらえるなんてラッキーだと思ったからです。
後輩を育てることができること、先生と交流ができるためです。
後輩を手助けできるなら力になりたい。
効率よく学習できることに貢献したい。
交流の機会があると思うから。
この授業は楽しいから。
この授業や研究に興味を持ったからです。
今回、授業でお世話になった（ＴＡ・ＳＡ）の方を見て。
最初のうちは分からない事が沢山あったから、SAで分かったことがあった。
幸哉さんの姿を見ていたら（みんなにすごく丁寧な対応をしていたので）私もやりたくなりました。
さらに知識を深めることに繋がりそうだから。
支援者として授業に関わることで、自分の理解もさらに深まると考えたからです。
時間に余裕があればやってみたいと思います。
自己を高めるためにも。
自身の学びにもつながると思ったので。
自信はありませんが、何度でも学びの機会があるのであれば私も参加してみたいし、授業が効率良く進むのであればその
手伝いをしてみたい。
実際に間近に講義の補助をする中で、さらに学識や視点を深め増やすことができると思ったから。
実習が大変興味深いものだったので 今度はサポートの形で参加したい
実習が大変興味深いものだったので、今度はサポートの形で参加したい。
次年度の学生と一緒になって、学べるから。
自分以外の人のレポートを知る事や講義を再度聴くことによって、自身の成長へとつながると考えたため。
自分が学生の勉強の役に立てるならやってみたいです。
自分が逆の立場でも、すごく学ぶことができるからです。
自分ができることは教えてあげたいし、自分も成長できる。
自分が学んできたことをこれからこの講義を受ける人たちに伝えたい。
自分自身が成長できると思ったから。
自分自身が助けてもらったから
自分自身の成長にもつながることだし、私がなれる自信はないが大きいＣｈａｎｃｅになることは間違いないから
自分自身の勉強にもなり、先生のアドバイスも聞けて、良いと思うから。
自分自身の勉強にもなりそうだから。
自分自身の学びにつながると思った。
自分自身の学びにもなると思うので、応募したいと思いました。
自分自身も多く学べると思ったから。
自分自身も勉強できそう
自分の興味のある授業ならやってみたいと思った。自分も学びながらいろいろな生徒とも交流をして、また教員ともいろい
ろ話をして学ぶことが多いと思ったから。
自分の国のこともみなさんに知らせたいです！
自分の経験にもなるし、更に知識を深めることができると思うから。
自分の経験の場として学べそう
自分の経験を活かして、授業に取り組め、貢献できるからです。
自分の好きな分野を教えることにより、学びが深まると思うから。
自分のスキルアップにつながる。
自分のスキルアップにもなるし、後輩達の力になりたいから。
自分の成長に繋がるし、後輩と接することで刺激を得られそうだから。
自分の成長にも繋がりそうだから
自分の為になりそう。
自分の為になりそう。
自分のためになりそうだから。
自分の為になる上に、アルバイト料ももらえるのはすごく良いと思う。
自分のためになるから
自分の為になると思う。
自分のためになると思うからです。

自分の為になると感じたので。周りに目を配る力がつきそうと思う。
自分のためにもなりそうだから。
自分の為にもなるし、とても興味があるからです。
自分のためにもなると思ったから。
自分の力になると思ったからです。
自分の知識も深めることが出来るから
自分の勉強になりそう。
自分の勉強になるし、あまり経験できない。
自分の勉強にもなるから
自分の学びとか力が生かせそう。
自分の学びにもつながりそうだから。
自分の持つ能力を生かせられたらいいなと思ったからです。
自分も一緒に学ぶことができるため。
自分も復習になるし、こんなやり方もあるんだと勉強になる。
自分も勉強できそうだから。
自分も勉強になりそうだから。
自分も勉強になるから
自分も勉強になると思うから。
自分も学ぶことができるから。
自分も学べそうだから
社会人としての振る舞いや、どうすれば人によく話などを理解してもらえるかなどを学べると思うから。
社会の勉強になりそうだから。学校を違う視点で見ることができそう。
授業がタダで受けられるから。勉強になるだろうし、お金がもらえる。
授業で聴ける話がたくさんあると思うから。（自分のためになることや、将来役に立ちそうな内容）
授業としてもっと充実する
授業などとの兼ね合いでアルバイトをするのが難しいから。
授業に協力して時給が発生するのはよいと思ったから
授業に貢献したい
授業によく関わっていて、質問とかもやりやすかったので、自分もそういう活動をしてみたいなと思ったからです。
授業のサポートができ、通常より円滑に進行できそうだから。
授業のサポートをしていってあげたいと思ったから。
授業の進め方を知ることができるし、教師になるためにはいいと思ったから。
授業の役に立っていると思うし、授業に対する自分の責任感が強くなると思うからです。
授業を受けてそう思った。
授業を受けられるのと教員の補助をして授業を受けている生徒等も見れるから。
授業をスムーズに、わかりやすいから。
授業をするわけではないから。
授業をするわけではないから
受講生の役に立つならやってもいいと思ったから。
将来、教師になりたいと思っているので、教えるという立場がどういったものかを知りたいから。
職場体験
心理学って何回学んでも自分のためになるだろうし、人のために何かやるって大切なことだと思うから。でも4年次だから次
がないですね。
好きな授業で先生のアシスタントが出来るので。
好きな内容だったので教えるのも苦じゃないと思う
少しでも自分の経験を次の学生へ伝えたい。
少しでも受講者と担当教員の負担を軽減させたいため、学んだことや教わったことを受講者に伝えていけたらと思ったため
です。
成長ができそうと感じた。
成長できそう。
成長できそう。気遣いができそうと感じた。
生徒以外の視点から授業を眺めることで、視野が広がると思うので。
生徒のために一緒に頑張ってくれたから。
先生方と話す機会が増える。良い経験になる。
先生方の役に立てるし、自分自身の成長につながりそうだが、その時間を作れるか不安な所もあるので２を選びました。
先生が２人居るような感じで授業をスムーズに進めていたからです。勉強にもなると思いました。
先生に貢献したい。
先生になってみたいから
先生のサポートができるし、この授業のことを改めて理解できると思ったから。
先生の補助したい。
先生の補助をしてみたいから。
先生の役に立ちながら、自分の学びにつながると思ったので、応募したいと思いました。
先生や学生が効率よく学ぶことができるなら、その人たちのためにやってあげたい。
先輩方がSAをやっている姿をみて、とても刺激を受けています。みんなをサポートしたり、先生方の補助をしたりと、とても
ステキなものだなと思います。
先輩と関わることで、自分が助かる部分が多かったので、自分もできるだけのことをしてあげたい。
その授業がより良いものになればいいと思うから。
それを行う事で、より理解が深まるとともに、人間的にも成長の場になると思います。
大学院の勉強になると思って。
他学年と関われるから。自分の考えを見直せるから。

他学年と交流できる機会も多いし、専門知識をゼミの人に教えなければいけないので、自分が普段より勉強しようと思うだ
ろうから。
他学年の生徒の意見を聞ける機会がそうないから。
楽しそう、違う気づきがありそう。
楽しそう。
楽しそう。知り合い増えそう。
楽しそうだから
楽しそうだから。
楽しそうだから。将来に役立ちそうだから。
楽しそうだし、自分のためにもなるから。
楽しそうだし、自分の力になると思った。
楽しそうだし、役に立てそうだから
楽しそうだった。
楽しそうだった。
たのしそーだから！
ためになるから
担当のＳＡさんを見ていて、教員、学生に対する気づかいがとても出来ていて、講義がとてもスムーズになっていた。自分も
こんな支援をできるようになりたいとの思いから応募してみたいと感じた。
違う立場から先生と生徒を見る事ができ、授業に対しても気付く事が出来るのではないかと思った。
知識を多く学びとれそう
できそうな気がした。
手助けできると思うし、自分を磨けると思うから。
手伝いをしながら自分もその講義の学びを得られる。
とても活躍されていたからです。
とても楽しい授業だったから。SAはとても知識豊富でした。
とても分かりやすく教えてもらったから
悩んでいる生徒はうまくできると思います。
にっしー。
日本語はすばらしいから
バイトの代わりに。
人とのつながりをつくることができるから。
人に“知”を悟らせてくれる様な授業展開にとても関心したので。
人に教える、手伝うというのは社会に出ても必要なことだと思ったから応募してみたいと思った。
人に教えるということを経験できるから。
人に伝えてみたい。
人に伝える力が身につく。また同時に自分も学べる。
人の役に立ちたい
人の役に立ちたい。
不安を持っている新入生を少しでも手助けしてあげたいと思うから。
復習もかねて勉強できるし、みんなの役に立ちたい。
勉強になりそうだから。
勉強になると思う。
勉強になると思う。
勉強にもなるし、お金もらえるから。
ほかの皆さんの講義の手伝いをしたいと思ったから。
補助がとてもよかったのと、補助する側からも何か学べるだろうと思った。補助がいたほうが授業がスムーズにすすむ。
毎回とは言えませんが、自分を見つめることができると思います。
前から興味があり、やってみたいと思ったから。
まずTA・SAが恥ずかしがっている人が多いのでプラスにならない
まだ経験したことがないので、自分が学習している学問の理解をより深められると考えているので。
学びがあるから。
学びの機会になると思ったので
学ぶ側としてもですが、ＴＡ、ＳＡとしての授業に対しての見方が気になりました。
学べることが多いと思うからです。
学べることが多そうなので。
自ら教員と生徒のかけ橋になることで、自分の理解力や力になると思ったから。上下とつながりたいと思った。
身になりそう。
もう一度自分自身が学ぶこともできるし、社会科を教える上で何が大切かを再認識できるから。
もう一度授業を聞くことで、学びを深める。
もう一度学べるから
もっと深くその分野を学べると思いました。
役立つと思うから
役に立ちたい
やってみたいと思いました。
やってみたいと思ったからです。
やはり教育は大切なことだと思います。正しい教育は学生の未来の影響が大きいと思います。
やりがいがありそうだから。
やりがいがあると思うから
ゆい子さんみたいなアシスタントしたいです。
良い経験になりそうだから。
良い経験になりそうだから。

良い経験になりそうだから。
よい経験になると思うから。
良い勉強になると思ったからです。
より様々な講義で、より密な内容が得られそうだからです。
より生徒目線だし、親近感がある。
わからない所を年の近いＴＡ・ＳＡに聞けるのが良いと思ったから。
私自身の力で理解を深めることができたら、学生の為にも自分の為にもなると思ったからです。
私も受講者のサポートができたら良いなと思ったし、私自身もまた勉強になると思うので。
私も補助として貢献することによって、多様なことを経験してみたいからです。

この授業における教育支援者（TA・SA)に対して、意見、要望、改善してほしい点をお聞かせ下さい
（ＴＡ・ＳＡ）の仕事の量が少ないので、どうせやるならもっと効率よくできると思います。
２人のおかげで楽しめました、ありがとう！
ＳＡさんにはとてもお世話になりました。いつもすぐきてくれて、丁寧に教えて頂きありがとうございます。
ＳＡさんのおかげで、自習がスムーズにいった。
ＳＡさんは、とても気がきいていて良かったです。
ＳＡさんは必ずいると思います。多分いなかったら授業にならないと思います。
SAの人があまりいません。
SAの人がいる事によって、授業がスムーズに進んでいったと思います。ありがとうございました。
SAの連絡先を授業中に知らせてほしかった。
ＳＡは必要だと思います。初めてこの制度を体験してみて、心理の先輩がＳＡとして働いてくれているので学内のことや心理
専攻の縦の繋がりも生まれ、「ゼミ」には必要だと思った。
ＴＡ、ＳＡを採用するなら、人手が足りない授業で使うべきだと思います。この講義では、そこまで人手が必要だとは思いま
せん。
TA・SAがいることで、資料の配付がスムーズにいった点が特に良かった点だと思います。
TA・SAさんがいてくれたおかげで本当に助かりました。
TA・SAともっとコミュニケーションを取る機会があると良い
TA・SAは、先生が自分でできる範囲だったので必要ないように思う。
TA・SAは色々な授業で導入するべきだと思います。
TA・SAをもっと授業に参加させてほしい。（役割が少ない）
TA-SAが一人ではなく、複数いた方が良いと思う。授業外で課題をする時に、一人だと負担がかかりすぎると思う。また、
異文化の授業なので複数いた方がより異文化に多く触れられるはずである。
ＴＡおつかれさまでした。多人数いましたが、よく対応されていたと思います。ありがとうございました。
ＴＡさんのサポートのおかげでスムーズに授業が進んだと思います。
TAの参加する講義はとても良かったので、もっと参加する頻度を上げてもいいと思う。
TAの人と連絡をとる際に、どう連絡をとれば良いのか分からない。
ＴＡはプリントを配ったり、質問の時に聞いて回るぐらいで先生が講義をスムーズに進めるためにはなってたと思いますが、
あまり必要を感じませんでした。
安里さんの働きはとても良かったと思います。
アドバイスとかくれて助かりました。
アドバイスをもっとほしいです。
あまりいる意味が分からなかった。
ありがとうございました。
アントンは本当に頑張っていて、よくできたと思います。
いつも授業の準備がされていて そのおかげで授業もスムーズでした!!
いつも授業の準備がされていて、そのおかげで授業もスムーズでした!!
今のところ特にありませんが、本講義ではプリント配布等の対応が早くて良かったと思います。
今のままで十分だと思います。
今のままで問題ないと思います。
色々卒論のアドバイスがいただけたので、良かったと思います。
色々とお世話になったし、説明も分かりやすかったです。
色々な知識を持った方達ばかりだったので、とても尊敬できた。
英語が多いので、その補助が欲しいと思った。
英語が多く使用される授業だったので、英語の意味とかを教えてくれてとてもわかりやすかったです。
お金をもらってＳＡをしているので、言葉使いは気を遣った方がいいと思いました。
教えてくれた時は、丁寧に答えてくれていたので、分かりやすく良かったと思います。
同じ事を経験してきた先輩から色んなアドバイスをもらえるので良かったと思います。
女の先生がいい
改善してほしい点は特にありません。
かなり助かっています。今後もお願いしたいです。
きちんと仕事をこなして授業の進行が円滑に進むのに貢献していたと感じた。
客観的に見てて、どこが良くて、どこが悪いのかとかの意見を聞いてみたい。
教員が生徒に意見を求めるときにTAさんがマイクを渡したりするのだが、目をそらしたとしても多少強引に渡してもいいと
思った。
教科書の朗読が、すごく眠くなる。小学校の時からそうだったのですが、もう少しグループディスカッションがほしかった。
暗い。
経験がきけるからです。
けっこう大きい役割だと思うので、良かったです！
月曜日だけじゃなく、木曜日も来て下さい。もっと授業内で話したいです。
現状維持でよいと思う
講義の進行にとても役立つ働きをしていたと思う。
後期はTA・SAの人が全然来なかったから、もっとTA・SAが来る機会を増やしたほうがいいと思う
声のボリュームは大きくしてほしい
この授業でTA・SAはいたと思いますが、１～２回だけしか見ていない
この授業では、あまり教育支援者を活用するような時は少なかったと感じます。
この授業はTA・SAがいないと成り立たないと思う。
この授業は先生の話がしっかり聞けて、授業の中断もなかったので、SAさんがしっかりお手伝いしてくれたおかげだと思う。
この程度ならいらないと思う
困ったときにいてくれると、教えてくれるのでいた方がいい。

困っている学生がいないか、いつも目を配っていて良かった。
最高でした。
親しみやすくて楽しく授業ができました。
質問等に対して、わかりやすくきちんと答えてくれ、とても良かったです。
質問にわかり易く答えてくれるのでよかった
質問や疑問に思う点が正確なので特にないです。
自分がやってきた勉強方法を教えてほしい。
自分達のゼミのSAは大変良かったです。また機会があれば宜しくお願いします。
自分には、プレッシャーの感じることで、あまりやりたいとは思わないが、自分の意見とかがしっかりして、それをはっきり言
えていてすごいと思った。
周囲を見渡して困っている生徒がいたら助けていたのでよかったです。
十分でした！enough!good job!
十分です!!助かりました！
授業がスムーズに進むので良かったと思う。
授業に参加
授業にも積極的に参加されていてよかったです。
授業の最初にテスト形式などを教えてくれたので勉強がしやすかった。
授業のまとめ方や進め方がとても上手で、理解しやすかったです。
授業前に準備とかが早くてすごくよかったと思った。
授業前に資料を配る時、早過ぎるのは少し困る。
授業前にマイクや映像機用の準備をしておいて、授業中はスムーズに始められるようにしてほしい。
受講生の理解度を確認するようにしたらいいと思います。
資料が足りない時も、すぐ対応してくれた。
資料配布など、スムーズで良かったと思います。
心理学において興味を持つことができました。
すごく助かりました。ありがとうございました。
すごく的確なアドバイスや、卒論提出前に協力してくれて、本当に助かりました。SA-TAさんがいなかったら、書けてない部
分は大きいと思います。
すごく良い模範になってくれて良い影響を得ました。
少し声が小さかったです。
進んで見てほしい、手を上げてから動くのではなく。
すばらしかった
ゼミ同士の交流会をたくさんしたい。
ゼミにTAがいるといいと思う。
前期、後期で人がかわったのが、とまどいでした。
先生が２人いたので、とっても助かりました!!
先生が講義を進めながら （TA・SA）が遅れている生徒に補助をしてくれるので 効率良く講義が進んだ
先生が講義を進めながら、（TA・SA）が遅れている生徒に補助をしてくれるので、効率良く講義が進んだ
先生が前で授業を行っていて、手の回らない後ろの方を教育支援者の人が補助していて、とても助かりました。
先生の言っている内容をまとめて伝えるのは大変だと思いますが、要点を絞ってやくをしてほしかった。
先生の代わりに授業を受けてみたいです。
先生の事務作業（高校訪問など）の多忙化を解決することが先決です。そうすればＴＡ・ＳＡともかみあって充実した授業と
なるはずです。
先生の手が回らない時は助けてくれたので、とても助かりました。
先生の難しい質問に対して、学生に分かりやすく伝えていた。私にとって大変助かりました。
先輩とのつながりを多くしてほしい
先輩の話はとてもためになるので、必要だと思います。
前半は生徒への質問などよくしていたが、後半は全くなくなったので、前半みたいにマイクを回して意見を言わせた方がよ
かった。
相談したいことを、授業以外でも聞くことができて、身近なアドバイザーとして心強い。同じゼミの先輩なので、TAと距離が
近くてよかった。
そのままでいいと思う。
そもそも、この制度を導入している意味は何ですか？
大学1年のころから、ずっと「心理学」を学びたいと思っていて、期待どおりの授業でした。来年の前期も受講したいと思いま
す。ありがとうございました。
大変助かりました。
多分わからない人が大半だと思うので、１人１人に話しかけて進行状況を見てあげてください。
たまに授業の進行をさせてみると良いと思いました。
担当教員が１人ではできない仕事をしていてよかったと思います。
担当教員が教育支援者に要望など言っているのをきくと、サポートにはこういうポイントが必要なんだなと思い、学べる。
担当教員の説明、指導で概ね授業は成り立っていたので、TA・SAは特に必要ないと思う。
知識もたくさんあって、みんなにわかりやすく話してくれたので、とてもありがたかったです。
ちゃんと丁寧に教えてくれるので、理解の手助けになった。すごくよかったと思います。
丁寧に説明してくれたり、とても助かりました。
丁寧に分かりやすく教えてくれた。授業以外でも教えてくれた。ありがとうございました。
丁寧に分かりやすく教えてくれて、とても良かったと思います。
適切な補助だったと思う。
特にない。非常に良かった。（国仲先生）
特にないです。数回で講師がかわるので、良くやっていると思いました。
特になし。SAは良くできていたと思います。
特に必要なかったんじゃないかと思いました。

とってもgood!!話（その国の）も聞けたし。
とっても協力的で相談にものってくれて良かったです。
とっても良いと思います。またＳＡが来てくれるなら、同じ人がいいなと思います。
とっても良かった
とってもよかったです。
とてもお世話になりました。
とても授業に貢献していたと思う。
とても助かりました。
とても助かりました。ＴＡ・ＳＡがいなかったら授業についていけなかったと思います。
とても知識豊富で助けになりました。
とてもまじめに仕事をしていました。
とても真面目に取り組んでいたので言うことはありません。
とても優しくしてくれてよかった
とても良いTAだった。
とてもよかったです！
とても良かったです!
とても良かったです。
とても良かったです。おつかれ様でした！
とても良かったと思います。
とても分かりやすくて、良かったです。
ない、むしろ先生に問題がある。
なし。ＴＡからたくさんのことを手伝ってもらいました！
悩んでいる時に的確なアドバイスをし、また親身になって相談に乗ってくれて本当にありがとうございます。
寝ていたところを見ました。
根路銘先生が授業を進めて、自分がついていけなくなっている時とかに稲福先生が助けてくれたりしてとても貢献してくれ
た。
パソコンになれていない生徒が多い中、先生１人で教えていると大変で時間もかかるので必要だと思う。
発音とか、ゆっくり話してくれて、とっても優しい方でした。
発言数が少なかったので、もっとしてほしかった。でも、発言する時はとてもわかりやすい説明をしてくださったので、もっと
いろいろ聞きたかったです。
発表、レジュメに対する意見がもらえたので、とても勉強になりました。
非常に助かったのでないです。
非常に満足
非常に役立っていて、授業がスムーズに進んだ。
必要性を感じなかった。
フランスの文化や生活を学べてとても良かったと思います。特に日本や沖縄について外から見た意見を聞けたのは良かっ
たです
たです。
プリント配布時間が早く、授業始まる５分前に来ても、プリントがどこにあるかわからない等があった。
プリント配付とか、いつも頑張っていました。有効活用してたんじゃないかと思います。
別にいなくても普通にできたと思う
別にいらない
ほとんどプリント配布が多く、いる意味に疑問を感じました。後ろの方がさわがしい時に気づいているなら注意したり等、
もっと積極的に動いてほしい。
毎回ＴＡ・ＳＡのおかげで、楽しく充実した授業内容でした。
毎回内容をかなり把握していて説明もわかりやすく、質問もよく設けていて良かったです。
間違っていることはちゃんと言ってくれるし、適切なアドバイスをくれるのでとても良かった。
満足しているので特になし。
もう少し、通訳などの補助を多く行ってほしいです。
もう少しSAさんが発言できる場があればいいと思いました。
もう少しTA・SAを利用して欲しい。週１はあまり意味がない。
もう少し大きい声で話して欲しかった。
もう少し声を大きく
もう少し授業に絡んでいけばいいのに。
もう少しペースをおとしてほしいです。例えば分析の時とか、どれを選択したのかわからないままおいていかれ、ＳＡさんを
頼ることが多かったので。
もう一人増やしたりした方がいいと思う。
もっと一緒にお話ししたいです。
もっと活用した方が良いのかと…。
もっと授業でアドバイスを!!
もっと情報通（先生や授業の）になって、もっとしゃべってほしい。
もっと積極的にお願いします。
もっと積極的に生徒に関わると学びの視野が広がると思う。
もっと話しかけて欲しい
優しい人でとても良かった。
やるならあまり休まないほうがいいと思う。
よかった。
良かった。
良かった。今後も取り入れてほしいと思った。
良かったです。
よかったですよ

良かったと思います。
よくサポートしてくれたと思います。
よく補助、補足してくれていたのでとても助かりました。でもたまに聞こえづらかったです。
レジュメ作りやグループでの調べ学習のときに良いアドバイスをもらうことが出来ました。
レジュメや発表に関して、とても参考になる意見を言ってくれてとても助かりました。ありがとうございます。
レジュメを配ったりと、とてもよかったと思います。
レポートに間違った所など指摘してくれていたのはうれしかったです。（赤ペンで）
レポートの訂正をしたりアドバイスをもう少ししてくれたら嬉しいですし、もっと仲良くできるようにしてほしいです。
論述と記述、半分半分にしてほしい。
分からないことがあったときすぐ助けてくれたので良かったです。
わからないことがあったらすぐSAに聞けたから助かった!!!
わからない所を丁寧に教えてもらった。
わかりやすく添削してくれたので、すごく良かったです。
私自身は初めてTA・SAの人を見たのだが、とても素晴らしい働きをしていたと思う。
前回の講義における内容の説明や板書、日程の説明などよくできていました。

その他、教育支援者（TA・SA)制度やそれを活用した授業について意見・要望をお聞かせ下さい
（ＴＡ・ＳＡ）制度は授業のこととか確認したりすることができるので制度はよいと思います。
（TA・SA）制度をもっと活用し、授業にもっと出したほうが、学力が向上すると思う。
1限でもよいので、SAさんが中心となって行う授業、ワークの時間があればと思いました。
１人だけでなく複数でも良いかと思います。
５．の質問のように、担当教員が不在でも代行して授業ができると良い。
SAがいたことで授業も円滑に進んだので良かったし、２人いたから質問等もしやすかった。
SAがいることで説明がわかりやすい。
ＳＡがいるだけで、授業がスムーズに進むので各授業に必要と思う。
SAがさきさんで良かったです。
SAが入ったことによってレポートの添削も行われて非常によかった
ＳＡさんがゼミを盛り上げてくれたり、まとめてくれたりしたので、これからも教育支援者制度を活用していただけたらうれし
いです。
ＳＡさんのおかげで、課題を提出できました。
TA・SAがいたことで自分がこの分野において、もっと知りたいと興味を持つことができました。
ＴＡ・ＳＡが音響機材の扱いに不慣れな場合がよくあります。先生自身が音響機材の扱いに不慣れなこともあるので、そこ
が改善されればよいと思います。
ＴＡ・ＳＡ制度を活用することで先生がいきいきとやっていた。
ＴＡ・ＳＡの方がいることで講師の先生も授業を進めることに集中できていたような気がするのでよかった。
TA・SAの方はしっかりしていて素晴しいと思う。
TA・SAは必要だと思う
TA・SAは必要な授業とそうでない授業があると思う。
TAが見つけきれなかった部分などを指摘してくれるので今後も必要です。
TAの説明コーナーもあるとイイと思う。
ＴＡやＳＡがいた方が、講義が進みやすいというか、何というか、ほっとします。
アイスブレイク等の取り入れは、とてもすばらしいと思います。
ありがとうございました。
いいと思う。
居てくれると安心感があり、環境的に学びやすかったです
今でいいです。
今までの状態で大丈夫だと思いました。
いろいろお世話になりました。
お疲れ様でした。
同じ道を通った先輩なので、話もたくさん聞けてとてもよかったです。
外国語の授業の場合 先生の他にTA SAがいると 質問する人が多くても早目に質問できていいと思います
外国語の授業の場合、先生の他にTA-SAがいると、質問する人が多くても早目に質問できていいと思います。
会話がしたいです。
課外授業などに行く
活用されている授業もあれば、活用されていないのもある。
環境がよりよく整ったと思う。
頑張って下さい
気軽に質問とかができて良かった。
基本的に先生の授業のサポートをしてくれるため、毎時間ムダな時間なく授業が進むから良い制度だと感じる。
教育支援者がいるのは良い事だと思います。
教育支援者が資料を配付することで、授業の進行に支障がでなくなっていたので、とても良かったです。
教育支援者制度（TA）を活用する事により、学問をより深く追求する事ができ、とても良かったと思う。
教員１人だと回りきれない部分もあると思うので、ＳＡの活用は良いと思います。また、経験者として同年代の人がいてくれ
ると学生もいろいろと聞きやすくなるので良いことだと思います。
教授が他の生徒へ解説中でもTAに聞くことができ、効率がよかった
クレイグ先生が英語を使うときがあるので、今回の授業でＳＡの方が補足を入れてくださったのはありがたいです。
講義が順調に進行されているので、今後も続けていくといいと思います。
この講義では、とても活用できていたと思う。もう一人くらい増やしてもいいと思った。
この授業以外で、教育支援者制度をみたことがないので、他の授業でももっと取り入れてもいいと思う。
この授業以外にTA・SAがいる授業を受けたことがないので、他の授業もできるならば教育支援者を活用した方が良いと思
う。
この授業でしかなかったので、まだよくわかりません。
この授業にＳＡは必要なのでしょうかと思いました。
この制度を活用するなら、論文についての授業等を多めにしてしてほしい
このまま続けてほしいです。
このような制度をもっと取り入れて良いと思う。
細かいところとかも質問出来て良かった。
コミュニケーションを多くとるなど。
これからも活用していく方がいいと考えます。
これからもこの制度を続けてほしいです。
今回、初めてTA・SA制度の授業を受けました。毎回、プリント配付がスムーズで遅刻者が教員に資料はどこか尋ねて授業
が中断することもなく、快く授業が受けれました。
最高。
サポートがあることは、いいことだと思う。
支援者は、プリント配りと機材の調整のみであった。もっと専門性を生かしても良いと思う。誰にでもできそう。

実験を中心とした授業以外にもディスカッション中心の授業にもいてほしい。
質問しやすかった。
自分が受けている講義では、この講義が初めてでしたが、とても良い制度なので他の講義でもやってほしいです。
自分では思いつかないような意見があり、今後の活動に参考になりました。
授業がスムーズに行っていいと思いました。
授業がスムーズに進みとてもよいと思う。
授業が中断することもあまりなかったので、必要な制度だと思います。（先生がプリントを取りに行ったりせず）
授業内容によって、この制度が必要かどうか変わると思う。
授業によっては、先生の講義前の準備をするだけの人もいたので、もっと学生たちにTA・SAについて知ってもらい活用でき
るようにしたらいいと思いました。
授業の時以外でも卒論や勉強について助けてもらったので、よかったです。
受講生の理解度を確認するようにしたらいいと思います。
資料の配分などがんばっていた。
全ての授業でSAさんがしっかりしているわけではないので、皆ちゃんとできるようにしてほしい。
スムーズに授業できたことに関しては、活用は良かったと思います。
スムーズになると思う。いいと思います。
説明の足りない所を補っていたので良いことだと思った
ゼミで困った時に、アドバイスをくれたりしてくれたので、とても良かったです。
ゼミでは特に上級生を下級生のクラスへ参加させるなど、あったらいいと思います。
ゼミにTAがいると、さらに専門的に深く追求できるのでよい。また、先生の意見だけでなくTAの意見も聞くことで視野が広が
る。
先生が全体を把握しているわけじゃないので、TA・SAの制度はいいと思いました
先生が手の回らない仕事などのサポートがなされているから、もっと活用していけたらいいと思った。
先生がまわれない分助けにきてくれて、しかも年も近いのでわかりやすくかみくだいた内容で説明してくれるから。
先生とＳＡさんのコンビネーションがとても良かったです！わからないことをＳＡさんが優しく教えてくれました。とても良かっ
たです。
先生にはなかなか聞けない質問があるので、同じ学生（ＳＡさん）だと聞きやすい！
先生の授業になれてきてから支援者が授業の進行をしてみると、新鮮で良いと思った。
先生の話ではわからないことも気軽に聞けてよかった。
先生は助かると思います。補助などをしてくれるので、効率よく授業が進むと思います。
先生よりも近い存在があるのはとても良いことなので、もっと授業に関わっても良い。
先輩がいるととても心強かった。とてもたくさんのアドバイスをもらいました。
先輩との繋がりのきっかけにもなるのでとても良いと思います。
先輩の体験をたくさん聞けて、すごいためになりました！
正しい発音が聞けたのでよかった
他の学年の学生と接する機会が少ないので、とても良いと思います。
他の教科にも取り入れた方がいいと思います
他の教科にも取り入れた方がいいと思います。
他の授業でもこういった制度を取り入れるべき。
担当の先生が休みのときに代わりに授業してくれるのは良いと思う。
知識のない１年生にとって安心だと思うから
どうしようもない人をＳＡにしない方がいいと思う。
とっても良かったと思います。いつもてきぱき動いてくれて、ありがたかったです。
とてもいい制度だと思います。
とてもいい制度だと思います。授業も効率よく進んでいました。
とてもいい制度だと思う
とても親切丁寧で素晴らしかったです
とても素晴らしい制度だと思う
とてもすばらしかった。
とても助かっています。
とても助かりました。
とても力になってくれたので助かりました。
とても良いと思う。
とても良かった。
とても良かった。
とても良かったです
とても良くしてくれたと思います。
どんな記録を取っていたのかが気になる。
夏の実習などでは先輩のアドバイスがすごく役立ちました。
日本語教育の授業においても、外国人留学生がいると参考になることが多く学べると思う。
日本語訳も入ってわかりやすかったです。ありがとうございます。
パソコンなど、皆で同じような作業を進めなくてはいけない時に、ついていけない人を補助する人は大変ありがたいと感じま
した。
パソコンを扱う技術がついた
発表会の時、アドバイスや材料の助言をいただいて、とてもスムーズに行うことができました。
必要な授業とそうでない授業があると思います。もう少し吟味してこの授業に関しては見直す必要があるのではないかと思
う。
フランス語に直に触れられたと思うのでとてもよかったです
プリントが足りない際に、素早く対応してくれて助かりました。
プリント配布など先生の代わりにやることでより授業量が増えるので、ＴＡ・ＳＡを活用することは効率的でいいと思う。
プリントを配って、集めるだけだからあまり生産性がないと思う。

別に必要ないと思います。
法律だとどうしても難しいので、必要だと思う。
まだ本講義でしか、ＴＡ・ＳＡを体験してませんが、プリント配布等以外にも、もっと接する機会が欲しかったです。
まとめ方に迷った時に的確なアドバイスをくれました。
もう1人くらい増やしてもいいと思う
もう少しSAを自由にさせて良かったと思う
もっと（ＴＡ・ＳＡ）の人数を増やしてほしい。
もっと様々な授業でこの制度を利用してほしい。むずかしい実習的なものは２～３人ほしい。
もっと他の授業でも活用していってほしい。
もっと増やしたらより良くなると思う。
良い講義だった。（受講生が少ない理由がイマイチなぞだと思った。）
良いと思います！
良いと思います。
良いと思う
良いと思うので、続けるといいんじゃないかと思った。
よかったです。
良かったと思います！授業がわかりやすくなりました。
よく頑張ってるなぁと思ってました。おつかれさまでした。
理解しやすかった（発音とか）
レジュメが多い授業とかは、プリントとかコピーする時に必要。
レジュメ作りなどのときに、いろいろ教えてくれたりしてとても助かりました。
わからないところとかがすぐ聞けて、すっきりした気分になれました。これからもお願いします。
分かりにくいところは分かるまで教えてくれたので、授業においていかれずに受講することができた。なので、今後もＳＡさ
んがいたほうが受講する側は良いと思う。
わかりやすかった
分かりやすかったです
分かりやすかったです。

