2010年度 教育支援者 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。

38

83%

7

15%

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。

40

87%

6

13%

0

0%

0

0%

46 100%

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。

44

96%

4%

0

0%

5．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）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

0%

46 100%

0

0%

6．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）に最終的な成績判定をさせた。

0

0%

46 100%

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%

45

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%

46 100%

0

0%

9．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）に授業時間外の業務を与えた。

35

76%

11

24%

0

0%

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。

35

76%

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。

46 100%

0

0%

0

0%

12．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）は適切に業務を遂行した。

46 100%

0

0%

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。

46 100%

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
行うことができた。

43

3

7%

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。

93%

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%
13%

15%

はい

はい

いいえ
83%

87%

3．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）に授業計画の内
容を作成させた。
0%

100%

いいえ

無回答

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。
4%

はい

はい

いいえ

いいえ
96%

5．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）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。

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。
2%

8．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）に授業と関係のな
い業務をさせた。
0%

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%

24%
はい

はい

いいえ

いいえ

76%
76%

11．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）に適切な業務と
指示を与えた。
0%

12．教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）は適切に業務を
遂行した。
0%

はい

はい

いいえ
100%

いいえ
100%

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。
7%

はい

はい

いいえ
100%

いいえ
93%

（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
後期は、ゼミ全体の４班に分け、班別
対抗のディベートを行った。具体的に
は、①班ごとの準備、②ディベート（１回
２対戦）、③班ごとの準備、④ディベート
（②と反対の立場で、かつ、②で対戦し
なかった班との対戦）という流れで、概
ね４週を１つのセットとして行った。
テーマは、以下の３つであった。
１．税務職員が税務調査において、納
税者に帳簿・請求書等の掲示を求めた
にもかかわらず、納税者が掲示しな
かった場合、この納税者は仕入税額控
除（消費税法30条１項）の適用を受ける
ことができるか。
２．いわゆる武富士事件（東京高裁平
成20年１月23日判決）において、納税
者に対してされた平成11年分贈与税の
決定処分は適法か違法か。
３．所得税法83条の配偶者控除制度
（および所得税法83条の２の配偶者特
別控除制度）を廃止するべきか否か。

教育支援者職務内容
TA２名には、①の準備の際に特定の班の打合せに参加
してもらい、また③の準備の際には①とは反対の立場で検
討する別の班の打合せに参加してもらう形を取り、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。
また、自身の参加した班がゼミの時間中では準備を終え
られず、別に自主的に集まって打合せをする場合には、こ
れにも参加してもらった（この業務は時間外業務に算入し
た）。
②④のディベート時には、ディベートの勝敗、差が付いた
ポイント等について、講師の前にコメントしてもらった。
なお、この一連の業務を行う前に、講師と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、講師から適宜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／水1）】（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
グループウェアの使い方、日本語入 ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブ
4月14日
力
ル対処
4月21日 情報検索基礎
情報検索指導の補助、およびPCトラブル対処
4月28日 情報検索応用（１）
情報検索指導の補助、およびPCトラブル対処
5月12日 情報検索応用（２）
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
5月19日 Wordによる文書作成（１）
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
5月26日 Wordによる文書作成（２）
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
6月2日 Wordによる文書作成（３）
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
6月9日 Wordによる文書作成（４）
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
6月16日 Excelによる表計算（１）
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
6月30日 Excelによる表計算（２）
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
7月14日 Excelによる表計算（４）
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
7月21日 文書の統合
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
7月28日 これまでの講義の復習
ル対処
8月4日 期末試験（最終課題）
PCトラブルの対処
【情報リテラシー演習（前期／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
グループウェアの使い方、日本語入 ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブ
4月14日
力
ル対処
4月21日 情報検索基礎
情報検索指導の補助、およびPCトラブル対処
4月28日 情報検索応用（１）
情報検索指導の補助、およびPCトラブル対処
5月12日 情報検索応用（２）
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
5月19日 Wordによる文書作成（１）
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
5月26日 Wordによる文書作成（２）
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
6月2日 Wordによる文書作成（３）
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
6月9日 Wordによる文書作成（４）
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
6月16日 Excelによる表計算（１）
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
6月30日 Excelによる表計算（２）
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
7月7日 Excelによる表計算（３）
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
7月14日 Excelによる表計算（４）
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
7月21日 文書の統合
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
7月28日 これまでの講義の復習
ル対処
8月4日 期末試験（最終課題）
PCトラブルの対処

（地域環境政策学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【プログラミング演習（後期／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
10月6日 Excelによる表計算（２）
ル対処
10月13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

10月20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

10月27日 Excelによる表計算（５）

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

11月10日

PowerPointによる
発表資料作成（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

11月17日

PowerPointによる発表資料
作成（２）および情報検索

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

11月24日

PowerPointによる発表資料
作成（３）および情報検索

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

12月1日 文書の統合

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

12月8日 Webページ制作（１）

HTML言語に関する指導の補助およびPCトラブル対
処

12月15日 Webページ制作（２）

HTML言語に関する指導の補助およびPCトラブル対
処

12月22日

JavaScriptを用いた
Webページ制作（１）

JavaScriptに関する指導の補助およびPCトラブル対
処

1月12日

JavaScriptを用いた
Webページ制作（２）

JavaScriptに関する指導の補助およびPCトラブル対
処

1月19日 GIMPによる画像加工処理
2月9日 これまでの講義の復習

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
PCトラブルの対処

【環境法（経済・後期）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
月 日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
9月29日（水） 第１章環境法の学習にあたって
問題プリント作成補助
9月30日（木） 第１章環境法の学習にあたって
問題プリント作成補助
10月4日（月） 第１章環境法の学習にあたって
教材作成補助・法令・判例検索等
10月5日（火） 第１章環境法の学習にあたって
教材作成補助・法令・判例検索等
10月6日（水）
学生提出物整理
10月8日（金）
学生提出物整理
10月18日（月） 第２章環境法の誕生と成長
教材作成補助・法令・判例検索等
10月19日（火） 第４章環境法政策の目標
教材作成補助・法令・判例検索等
11月5日（金） 第４章環境法政策の目標
教材作成補助・法令・判例検索等
11月8日（月） 第４章環境法政策の目標
教材作成補助・法令・判例検索等
11月11日（木） 第５章環境責任のあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
11月12日（金） 第５章環境責任のあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
11月18日（木） 第５章環境責任のあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
11月19日（金） 第６章環境リスク管理のあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
11月22日（月） 第６章環境リスク管理のあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
11月24日（水）
学生の提出物整理
11月29日（月） 第６章環境リスク管理のあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
11月30日（火） 第７章環境ガバナンスのあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
12月2日（木） 第７章環境ガバナンスのあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
12月3日（金） 第７章環境ガバナンスのあり方
教材作成補助・法令・判例検索等
12月7日（火） 第８章環境民事訴訟
教材作成補助・法令・判例検索等

（地域環境政策学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
12月10日（金）
12月14日（火）
12月15日（水）
12月17日（金）
12月21日（火）
1月6日（木）
1月7日（金）
1月11日（火）
1月14日（金）
1月21日（金）

第８章環境民事訴訟
第８章環境民事訴訟
第８章環境民事訴訟
第９章環境行政訴訟
第９章環境行政訴訟
第９章環境行政訴訟
第９章環境行政訴訟
第10章裁判外の紛争処理

【環境法（法・通年）】（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5日（月） 講義説明
4月6日（火） 講義説明
4月9日（金） 第１章 環境法の学習にあたって
4月12日（月） 第１章 環境法の学習にあたって
4月13日（火） 第１章 環境法の学習にあたって
4月16日（金） 第２章 環境法の誕生と成長
4月26日（月） 第２章 環境法の誕生と成長
4月27日（火） 第２章 環境法の誕生と成長
4月30日（金） 判例検索方法指導
5月8日（土） 判例検索方法指導
5月17日（月） 第３章 プロセスとしての環境法
5月18日（火） 第３章 プロセスとしての環境法
5月24日（月） 第３章 プロセスとしての環境法
5月28日（金）
5月31日（月） 第４章 環境法政策の目標
6月1日（火） 第４章 環境法政策の目標
6月4日（金） 第４章 環境法政策の目標
6月8日（火） 第４章 環境法政策の目標
6月15日（火） 第４章 環境法政策の目標
6月22日（火）
6月28日（月）
7月2日（金） 第５章 環境責任のあり方
7月5日（月） 第５章 環境責任のあり方
7月6日（火） 第５章 環境責任のあり方
7月12日（月）
7月16日（金） 第６章環境リスク管理のあり方
7月20日（火） 第６章環境リスク管理のあり方
7月23日（金） 前期まとめ
7月27日（火） 前期まとめ
7月30日（金）
9月27日（月） 第７章 環境ガバナンスのあり方
9月28日（火） 第７章 環境ガバナンスのあり方
10月4日（月） 第７章 環境ガバナンスのあり方
10月5日（火） 第７章 環境ガバナンスのあり方
10月18日（月） 第８章 環境民事訴訟
10月19日（火） 第８章 環境民事訴訟
11月8日（月） 第８章 環境民事訴訟
11月19日（金）
11月29日（月） 第８章 環境民事訴訟
11月30日（火） 第８章 環境民事訴訟
12月1日（水） 第９章 環境行政訴訟
12月6日（月） 第９章 環境行政訴訟
12月13日（月） 第９章 環境行政訴訟
12月16日（木） 第９章 環境行政訴訟
12月27日（木） 第10章 裁判外の紛争処理
1月5日（水） 第10章 裁判外の紛争処理
1月10日（月） 第11章 環境規則の法的アプローチ
1月24日（月） 第11章 環境規則の法的アプローチ
1月27日（木）

教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
学生の提出物整理
学生の提出物整理
教育支援者職務内容
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・判例検索等
教材作成補助・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
学生の提出物整理
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
学生の提出物整理
学生の提出物整理
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
学生の提出物整理
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
学生の提出物整理
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
学生の提出物整理
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
教材作成補助・法令・判例検索等
学生の提出物整理

（地域環境政策学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【基礎演習（月・通年）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
月 日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
講義説明、自己紹介、授業の受け
4月5日（月）
教材準備（授業の受け方）
方
リーディングの説明と演習（新聞記
4月12日（月）
教材準備（リーディングの演習）
事の要約と感想を作成）
レポート作成方法の説明・次回巡検
5月10日（月）
教材準備（巡検資料）
ガイダンス
5月24日（月） 市立博物館と大山を巡検
6月4日（金） 巡検レポート作成
6月11日（金）

巡検同行
巡検レポート添削

目標の立て方のDVD鑑賞後の感想
感想文添削
文等作成

6月28日（月） 巡検レポート校正

巡検レポート添削

7月5日（月） 巡検レポート校正

巡検レポート添削

興味のある職場へのインタビューレ
レポート・夏期課題添削
ポート等作成・発表
興味のある職場へのインタビューレ
10月18日（月）
レポート・夏期課題添削
ポート等作成・発表
小論文のテーマ・サブテーマを考え
10月25日（月）
授業補助・添削
る
10月15日（金）

11月12日（金）

レポート・夏期課題添削

11月15日（月）

レポート・夏期課題添削

11月22日（月）

レポート・夏期課題添削

11月26日（金）

レポート・夏期課題添削

12月6日（月）

レポート・夏期課題添削

1月17日（月） 小論文作成・発表

小論文添削

1月24日（月） 小論文作成・発表

小論文添削

【基礎演習（水・通年）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
月 日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
講義説明、自己紹介、授業の受け
4月6日（火）
教材準備（授業の受け方）
方
リーディングの説明と演習（新聞記
4月19日（月）
教材準備（リーディングの演習）
事の要約と感想を作成）
リーディングの演習（新聞記事のま
4月21日（水）
演習の添削
とめ）
リーディングの演習（新聞記事のま
4月22日（木）
演習の添削
とめ）
レポート作成方法の説明・次回巡検
4月23日（金）
教材準備（巡検資料）
ガイダンス
5月19日（水） 市立博物館と大山を巡検

巡検同行

6月3日（木） 巡検レポート作成

巡検レポート添削

6月10日（木） 巡検レポート校正

巡検レポート添削

（地域環境政策学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

6月29日（水）

目標の立て方のDVD鑑賞後の感想
感想文添削
文等作成

7月1日（木） 巡検レポート校正

巡検レポート添削

興味のある職場へのインタビューレ
レポート・夏期課題添削
ポート等作成・発表
興味のある職場へのインタビューレ
10月12日（火）
レポート・夏期課題添削
ポート等作成・発表
小論文のテーマ・サブテーマを考え
10月19日（火）
教材準備（小論作成について）
る
10月5日（火）

10月26日（火）

レポート・夏期課題添削

11月9日（火）

レポート・夏期課題添削

11月18日（木）

レポート・夏期課題添削

11月25日（木）

レポート・夏期課題添削

12月3日（金）

レポート・夏期課題添削

1月12日（水） 小論文作成・発表

小論文添削

1月13日（木） 小論文作成・発表

小論文添削

1月31日（月） 小論文作成・発表

小論文添削

【環境教育論（後期）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
月 日
シラバス（授業内容）
9月30日
10月1日
10月4日 泡瀬干潟をめぐる環境の講義
10月5日
10月16日 巡検 陸と海の繋がり
10月18日
10月21日
10月23日 巡検 地域の歴史
11月1日
11月4日
11月6日 巡検 干潟生物・貝（Aグループ）
11月8日
11月10日
11月11日
11月12日
11月13日 巡検 鳥
11月15日
11月20日 巡検 干潟生物・貝（Bグループ）
11月22日
11月24日
11月30日
12月3日
12月6日 模擬プログラムづくり
12月10日
12月13日
12月17日
12月18日 学生による模擬授業
12月20日 学生による模擬授業
12月21日
2月4日
2月7日

教育支援者職務内容
教材作成補助（比嘉）
教材作成補助（比嘉・金城）
教材作成補助（比嘉）
巡検用 教材作成補助（金城）
巡検同行 陸と海の繋がり（金城）
巡検用 教材作成補助（金城）
巡検用 教材作成補助（比嘉）
巡検同行 地域の歴史（比嘉）
調査道具用意・教材作成補助 (比嘉・金城）
調査道具用意・教材作成補助 (比嘉・金城）
巡検同行 干潟生物・貝（金城）
巡検用 道具洗い（比嘉）
巡検調査データ整理（金城）
巡検用教材作成・データ整理（比嘉・金城）
巡検用 教材作成補助（比嘉）
巡検同行 （渡り鳥）（金城・比嘉）
調査道具用意（比嘉・金城）
巡検同行 干潟生物・貝（比嘉）
巡検用 道具洗い（比嘉）
巡検調査データ整理（比嘉）
学生の提出物整理（金城）
学生の提出物整理（金城）
模擬授業プログラムへの助言（金城）
模擬授業参考資料作成補助（金城）
模擬授業参考資料作成補助（金城）
模擬授業参考資料作成補助（金城）
提出物整理（金城）
提出物整理（金城）
野外活動 採取標本まとめ（金城）
提出物整理（金城）

（企業システム学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【情報リテラシー演習（前期）】（企業システム学科・東るみ子）
グループウェアの使い方、日本語入 ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブ
4月14日
力
ル対処
4月21日 情報検索基礎
情報検索指導の補助、およびPCトラブル対処
4月28日 情報検索応用（１）
情報検索指導の補助、およびPCトラブル対処
5月12日 情報検索応用（２）
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
5月19日 Wordによる文書作成（１）
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
5月26日 Wordによる文書作成（２）
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
6月2日 Wordによる文書作成（３）
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
6月9日 Wordによる文書作成（４）
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
6月16日 Excelによる表計算（１）
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
6月30日 Excelによる表計算（２）
ル対処
休講
7月7日
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブ
7月14日 Excelによる表計算（３）
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
7月21日 Excelによる表計算（４）
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
7月28日 文書の統合
ル対処
8月4日 期末試験（最終課題）
PCトラブルの対処
ソフトウェア使用に関する指導の補助およびPCトラブ
8月11日 補講 これまでの講義の復習
ル対処
【プログラミング演習（後期）】（企業システム学科・東るみ子）
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
10月6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
10月13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
10月20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
10月27日 Excelによる表計算（５）
PowerPointによる
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
11月17日
発表資料作成（１）
PowerPointによる発表資料
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
11月24日
作成（２）および情報検索
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
12月1日 文書の統合
HTML言語に関する指導の補助およびPCトラブル対処
12月8日 Webページ制作（１）
HTML言語に関する指導の補助およびPCトラブル対処
12月15日 Webページ制作（２）
JavaScriptを用いた
12月22日
JavaScriptに関する指導の補助およびPCトラブル対処
Webページ制作（１）
JavaScriptを用いた
1月12日
JavaScriptに関する指導の補助およびPCトラブル対処
Webページ制作（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
1月19日 GIMPによる画像加工処理
2月9日 これまでの講義の復習
PCトラブルの対処
PowerPointによる発表資料
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
2月16日
作成（３）および情報検索

（日本文化学科学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【中国語Ⅱ・Ⅳ】（日本文化学科・兼本敏）
月 日
シラバス（授業内容）
中国語Ⅱ

シラバスの沿った講義

中国語Ⅳ

シラバスの沿って行った。

教育支援者職務内容
学生の支援
特にPinyinと文字変換
（授業中にHelpを必要とする学生数名に対応してほ
らった）
学期を通して基礎学力の低い特定の学生に付き添っ
て復習から中国語Ⅲのレベルまでの学習補佐をして
もらった。
最終テストはWeb上の問題を50問中35問を正解する
ようになった。

（社会文化学科学科 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）
教育支援者職務内容
4月14日 文献の読み方・探し方
文献読解についての助言
4月21日 文章の書き方①
文章作成の助言と添削
4月28日 図書館ガイダンス
5月12日 文章の書き方②
文章作成の助言と添削
5月19日 文章の書き方③
（支援者所属サークルの遠征）
5月26日 文章の書き方④・要旨報告の具体例 文章作成の助言と添削、担当教員の報告に対するコメント
6月2日 要旨報告①
要旨報告に対するコメント
6月9日 要旨報告②
要旨報告に対するコメント
6月16日 要旨報告③
要旨報告に対するコメント
6月30日 要旨報告④
要旨報告に対するコメント
7月7日 要旨報告⑤
要旨報告に対するコメント
7月14日 要旨報告⑥
要旨報告に対するコメント
7月21日 要旨報告⑦
要旨報告に対するコメント
10月6日 グループ編制・リーダー選出
グループ編制補助、調査テーマ設定支援
10月13日 調査テーマの決定
調査テーマ設定支援、調査計画書作成支援
10月20日 調査計画書の作成①
調査計画書作成支援
10月27日 調査計画書の作成②
調査計画書作成支援
11月10日 調査①
グループ調査の支援
11月17日 調査②
グループ調査の支援
11月24日 調査③
グループ調査の支援
12月1日 休講
12月8日 中間報告①
中間報告に対するコメント
12月15日 中間報告②
中間報告に対するコメント
12月22日 中間報告③
中間報告に対するコメント
1月12日 最終報告会①
最終報告に対するコメント
1月19日 最終報告会②
最終報告に対するコメント
1月26日 最終報告会③
最終報告に対するコメント
2月9日 最終報告会④
最終報告に対するコメント
【実習（集中）】（社会文化学科・稲福みき子）
月 日
シラバス（授業内容）
その他
9月5日 調査地巡検
9月6日 テーマごとの聞き取り調査
9月7日 テーマごとの聞き取り調査
9月8日 テーマごとの聞き取り調査
9月9日 村落祭祀の観察、聞き取り調査
9月10日 テーマごとの聞き取り調査
9月11日 総括
【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）
通年
4月8日 科目のオリエンテーション
4月15日 テーマ設定と発表形式
4月22日 先行文献のレジュメ発表
5月6日 先行文献のレジュメ発表
5月13日 先行文献のレジュメ発表
5月20日 先行文献のレジュメ発表
5月27日 先行文献のレジュメ発表
6月3日 先行文献のレジュメ発表
6月10日 先行文献のレジュメ発表
6月17日 先行文献のレジュメ発表
6月24日 先行文献のレジュメ発表
7月1日 先行文献のレジュメ発表
7月8日 先行文献のレジュメ発表
7月15日 先行文献のレジュメ発表
7月22日 先行文献のレジュメ発表
10月7日 調査研究報告

教育支援者職務内容
調査、記録方法、資料整理の補助
調査、記録方法、資料整理の補助
調査、記録方法、資料整理の補助
調査、記録方法、資料整理の補助
調査、記録方法、資料整理の補助
調査、記録方法、資料整理の補助
調査、記録方法、資料整理の補助
教育支援者職務内容
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援

（社会文化学科学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
10月14日
10月21日
10月28日
11月4日
11月11日
11月18日
12月2日
12月9日
12月16日
1月6日
1月13日
1月20日
1月27日

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

【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）
通年
4月8日 科目のオリエンテーション
4月15日 トレーニングプログラム班の編成
4月22日 斎場御嶽についてレジュメ発表
5月6日 第１班・現地発表
5月13日 門中墓についてレジュメ発表
5月20日 第２班・現地発表
5月27日 実習地の決定
6月3日 実習テーマの設定と事前学習
6月10日 調査レジュメの発表
6月17日 調査レジュメの発表
6月24日 調査レジュメの発表
7月1日 調査レジュメの発表
7月8日 調査レジュメの発表
7月15日 調査レジュメの発表
7月22日 調査レジュメの発表
10月7日 調査の総括と感想
10月14日 調査報告の記述要項
10月21日 調査資料の整理
10月28日 調査方向の整理
11月4日 調査方向の作成と発表
11月11日 調査方向の作成と発表
11月18日 調査方向の作成と発表
12月2日 調査方向の作成と発表
12月9日 調査方向の作成と発表
12月16日 調査方向の作成と発表
1月6日 調査方向の作成と発表
1月13日 調査方向の作成と発表
1月20日 調査報告書の編集・印刷
1月27日 調査報告書の編集・印刷
【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）
後期
10月4日 沖縄の民俗研究史・戦後の展開
10月18日 外国人による沖縄民俗研究
10月25日 柳宗悦と沖縄研究①
11月1日 方言論争をたどる②
11月8日 W．リブラと沖縄研究
11月15日 W．リブラ「沖縄の宗教と社会構造」
11月22日 沖縄のシャーマニズム研究の展開
12月6日 沖縄のユタとノロ
12月13日 沖縄の民間信仰と呪術宗教的職能者
12月20日 馬淵東一の沖縄研究①
1月17日 馬淵東一の沖縄研究②
1月24日 沖縄の比較民俗学の展開

学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
教育支援者職務内容
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
教育支援者職務内容
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援
資料配付、情報機器操作、学生支援

（社会文化学科学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【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）
通年
4月5日 論文テーマを決める
4月12日 文献検索と整理
4月19日 調査地、方法の検討
4月26日 研究史、調査計画の発表
5月10日 文献発表
5月17日 文献発表
5月24日 文献発表
5月31日 文献発表
6月7日 文献発表
6月14日 文献発表
6月21日 文献発表
6月28日 文献発表
7月5日 文献発表
7月12日 文献発表
7月19日 文献発表
10月4日 調査データの整理の発表
10月18日 調査データの整理の発表
10月25日 調査データの整理の発表
11月1日 調査データの整理の発表
11月8日 調査データの整理の発表
11月15日 論文発表
11月22日 論文発表
12月6日 論文発表
12月13日 論文発表
12月20日 論文発表
1月17日 論文発表
1月24日 論文発表

教育支援者職務内容
文献資料検索・整理補助
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援
学生の発表へのコメントと支援

【文化人類学概論Ⅱ（後期）】（社会文化学科・江上幹幸）
月 日
シラバス（授業内容）
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
10月6日 化石人類とは
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
10月13日 化石人類とは
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
10月20日 化石人類とは
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
10月27日 化石人類の発見史
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
11月10日 化石人類の発見史
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
11月17日 化石人類の発見史
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
11月24日 化石人類の発見史
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
12月1日 化石人類の発見史
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
12月8日 化石人類の発見史
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
12月15日 化石人類の発見史
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
12月22日 モンゴロイドとは
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
1月10日 モンゴロイドとは
OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
1月17日 モンゴロイドとは
1月24日 オーストロネシア語系の人々のくらし OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
2月9日 オーストロネシア語系の人々のくらし OSの準備・出欠確認・レジュメ配布・OS機器使用の補助
【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）

教育支援者職務内容

1班の1回目のゼミ発表（サツマイモ）

10月6日 2班の1回目のゼミ発表（パパイヤについて） それぞれの班の発表におけるコメント
10月13日 3班の1回目のゼミ発表（ゴーヤーについて） それぞれの班の発表におけるコメント
4班の1回目のゼミ発表（沖縄の植物－さとう

10月20日 きびと沖縄の将来）

それぞれの班の発表におけるコメント

（社会文化学科学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
5班の1回目のゼミ発表（サトウキビの位置

10月27日 付け）

それぞれの班の発表におけるコメント

11月10日 6班の1回目のゼミ発表（沖縄とデイゴ）

それぞれの班の発表におけるコメント

7班の1回目のゼミ発表（沖縄のマングロー

11月17日 ブ）

それぞれの班の発表におけるコメント

11月24日 8班の1回目のゼミ発表（公園の植栽植物） それぞれの班の発表におけるコメント
12月1日 1班の2回目のゼミ発表（サツマイモ）

それぞれの班の発表におけるコメント

12月8日 2班の2回目のゼミ発表（パパイヤについて） それぞれの班の発表におけるコメント
12月15日 3班の2回目のゼミ発表（ゴーヤーについて） それぞれの班の発表におけるコメント
4班の2回目のゼミ発表（沖縄の植物－さとう

それぞれの班の発表におけるコメント

1月10日 付け）

5班の2回目のゼミ発表（サトウキビの位置

それぞれの班の発表におけるコメント

1月17日 6班の2回目のゼミ発表（沖縄とデイゴ）

それぞれの班の発表におけるコメント

12月22日 きびと沖縄の将来）

7班の2回目のゼミ発表（沖縄のマングロー

1月24日 ブ）

それぞれの班の発表におけるコメント

2月9日 8班の2回目のゼミ発表（公園の植栽植物） それぞれの班の発表におけるコメント

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【社会調査の基礎（前期）】（人間福祉学科・安次富郁哉）
月 日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
4月14日 社会調査とは？－その意義、目的 出欠確認、コンピュータ立ち上げ操作支援
4月21日 社会調査の歴史とソーシャルワーク 出欠確認、コンピュータ立ち上げ操作支援
4月28日 事前の情報収集の方法１
出欠確認、情報Web Siteアクセス操作
5月12日 事前の情報収集の方法２
出欠確認、情報Web Siteアクセス操作
5月19日 社会調査の基本的な道具
出欠確認、配布電子資料取得操作支援
5月26日 研究テーマの設定法
出欠確認、配布電子資料取得操作支援
6月2日 調査の企画、設計
出欠確認、配布電子資料取得操作支援
6月9日 調査の企画、設計
出欠確認、配布電子資料取得操作支援
6月16日 量的調査－調査票作成①
出欠確認、配布電子資料取得操作支援
6月30日 量的調査－調査票作成②
出欠確認、配布電子資料取得操作支援
7月7日 選択肢作成の基本ルール
出欠確認、コンピュータ操作支援
7月14日 調査に関する様々な誤差①
出欠確認、コンピュータ操作支援
7月21日 調査に関する様々な誤差②
出欠確認、コンピュータ操作支援
7月28日 社会調査法Ⅰの総括と試験
出欠確認、試験問題配布・回収
【社会調査の企画と設計（後期）】（人間福祉学科・安次富郁哉）
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②
コンピュータ席決定
10月6日 「社会調査」とは
席順図作成
社会調査の目的
出席票配布
出席票配布
社会調査の種類
出席確認
10月13日 質的調査
配布資料取り出し方法
量的調査
指導
サンプリングの説明
出席票配布
10月20日
サンプリングの方法
主席確認
主席票配布
10月27日 社会調査種別長所短所説明
出席確認
コンピュータ指導（操作）
量的調査①
出席票配布、出席確認
11月10日
アンケート票の基本構成
コンピュータ操作指導
出席票配布、出席確認
11月17日 量的調査②
コンピュータ操作指導
出席票配布、出席確認
社会調査実施のための基礎資料収
11月24日
Web Sitelによる関連情報収集のためのコンピュータ
集①
操作指導
出席票配布、出席確認
社会調査実施のための基礎資料収
12月1日
Web Sitelによる関連情報収集のためのコンピュータ
集②
操作指導
出席票配布、出席確認、図書館オリジナルサイトを確
12月8日 図書館オリジナルサイト説明
認するためのコンピュータ操作指導
12月15日 参考文献探索方法①
出席票配布、確認、Cinii等操作指導
12月22日 参考文献探索方法②
出席票配布、確認、OPAC操作指導
1月12日 データ集計①エクセル基礎
エクセル操作指導
1月19日 データ集計②ピボットテーブル
ピボットテーブル操作指導
1月26日 データ集計③ピボットテーブル
ピボットテーブル操作指導
【相談援助演習（通年）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
月 日
シラバス（授業内容）

4月13日 ☆合同ゼミ

教育支援者職務内容

ゼミのクラス分け。資料配布。

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

4月20日

☆自己紹介
☆じゃんけんゲーム

ゼミ生全員の自己紹介＆アイスブレイク。
初回のゼミということもあり、緊張感があったがアイスブレイクを通
して、ゼミ生同士・SAと交流を深めた。

☆心ほぐしと自己覚知
わたしって、こんな感じ（漢字）
4月27日
☆なんでもチェーン
☆ソーシャルワーカーとソーシャルワーク

資料配付、グループワークの補助。
自分自身を漢字１文字で例えることによって、昔の自分と今の自
分を比べ見つめなおす機会となりそれを相手に表現すること、自
己覚知と自己開示の体験。ゼミ生それぞれの個性的な一面も見ら
れた。SWの基礎では、専門職の価値と倫理、社会福祉士の倫理
綱領について学ぶ。

☆チョイス４（フォー）
（誕生日・好きな季節・元気度・精神年齢）
5月11日 ☆じゃんけんテレパシー
☆いいことスケッチ
☆これでいいのかな？

資料配付、グループワークの補助。
まだどこかゼミの雰囲気に緊張感があるように感じる。そのため、
お互いの話しをすることに恥ずかしさを感じていた。しかし、ワーク
を通して意識的にゼミ生同士コミュニケーションをとるなど相手を
知ろうという気持ちが芽生えたようだ。

☆井戸端デビュー
☆自己覚知
5月18日
☆十人十色
☆「ソーシャルワーク」ってどんな色？

資料配布、グループワークの補助。
現在、自分自身が興味・関心があるテーマごとに分かれ、グルー
プごとに意見を出し合ったり、SWをイメージする色や物をグループ
でまとめ、全体で共有する。グループの人数にバラつきがあった
ため、人数を統一されるために少ないグループにSAが入り、グ
ループをまとめる。

5月25日

☆「違うこと」と「同じ」こと
☆身近な人権から考える

☆施設体験学習について
（全体オリエンテーション）
6月8日 ・事前施設訪問のマナーについて
・各施設ごとに分かれて、メンバーの顔合わ
せ、リーダー決め

「私と小鳥と鈴と」の詩を読み、各自感じたことをまとめ、グループ
で詩の印象を話し合う。少ないグループにSAが入り、グループ
ワークに参加した。グループの様子は、まだゼミに慣れていない
のか、積極的な姿勢は見られなかった。そのため、私がゼミに進
行役を促すと同級生同士ということもあり、スムーズにワークも進
んだ。

資料配布・機械の操作・設定、各施設グループへの助言等。初め
ての施設体験学習ということもあり、各グループから体験学習に
対する不安が感じられた。当初は、リーダーを決められずにいた
が、次第に互いの連絡先を交換し、事前の施設訪問日の希望日
を合わすなど積極的な姿勢が見え始めた。

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

☆グループワーク
グループワークでの補助・機械の操作。生活の中で「健康・友情・
「あなたの一番大切なものは」
お金など」について考える機会が少ないと考える。それは、すべて
6月15日 ☆DVD鑑賞
自分にとって大切でありどれか１つが欠けてしまうと、不安を感じ
「信頼関係を結ぶ面接技法 第１巻 初回面 てしまうからであろう。また、DVD鑑賞では、教員の補足説明を必
接での信頼関係の確立」
死に聞きメモを取っていた。

☆前回のDVDの振り返り
6月22日

☆グループワーク
テーマ：【休日の過ごしかた】
【ダイエットについて】
【就職希望】

☆コミュニケーション技法
・演習１（傾聴）
簡単な自己紹介を母音のみで伝える。
・演習２（非言語コミュニケーション、ボディラ
6月29日
ンゲージ）10人のグループを２つ作り自分の
誕生日を伝える。その際、言葉・指文字・口
話・手をたたいてはいけない。
・演習３（居心地のよい距離・視線）

☆リフレイミング
自分の短所を引き出し、他人に長所に言い
7月6日
換えてもらう。
また、相手の短所を長所に言い換える。

グループワークでの補助。各テーマに沿って３人１組になり話し
手・聞き手・傍観者の３役を演じる。その際、「聞いた質問・閉じた
質問」を意識してもらう。どのグループも「閉じた質問」では、「どこ
まで質問していいのか」「どう質問していいのか」という戸惑いを感
じ話しにくさを感じている様子がみられた。逆に「開いた質問」で
は、会話がはずみ楽しそうな雰囲気が伝わった。
会話の中で相手の感情や意見を聞き出すということは援助の過
程で大切であり、面接時に「開いた質問」「閉じた質問」のどちらか
がいいというわけではなく、話し手がいかに話せやすい雰囲気を
つくるために必要な技法であるということ、そして時と場合に応じて
使い分けることが大切であるということを学んだ。
ワークシート作成、配布、グループワーク補助。
人間関係を良好に互いの信頼関係を構築し専門的な援助をして
いくためには、コミュニケーション能力は必要であるということを学
ぶ。
演出１では、各グループ母音だけでは相手に伝わらない・聞き取
りにくいという意見が出され、どのような場面で使われるかという
問いには、老人ホーム・聴覚障害者（児）など声を発することが困
難な利用者を援助することもあると気づき相手の伝えたいことに
耳を傾けるという姿勢が大事だと学ぶ。演習２では、物やボディラ
ンゲージを使い自分の誕生日を一生懸命伝えようという姿がみら
れた。演習３では、相手と向かい合うということに恥ずかしさを感じ
ていた。
資料配布、グループワーク補助。
他人の短所を長所にとらえてみることに難しさを感じながらも、相
手の長所を引き出そうと取り組んだ。また、多くのゼミ生が自分の
短所を多数挙げていたので、逆に自分自身と向き合っているのだ
と感じた。
普段自分自身が、短所だと思っていることを他人に言い換えても
らうことによって自分の考えだけではなく、周囲の意見から自分を
客観的にとらえることも必要だとワークを通しての感想をもあり新
たな自分の気づきになったであろう。
専門職者として、偏見や先入観を取り除き「できないこと」に焦点
をあてるのではなく、プラス「強さ」が活用できるようにしていくこと
ストレングス・エンパワメントの視点を学んだ。

☆「愛してる」といってくれ！
資料配布、グループワーク補助。
誰かに「愛してる」と伝える時・伝えられた
日常生活の中で普段「愛してる」という言葉を言う機会が少ないだ
時、どのような方法で伝える、伝えられたい
ろう。そのため、言い慣れてない・聞き慣れていない少し照れくささ
7月13日 か？
を感じている様子であった。だが、グループでの討議の場ではゼミ
生それぞれの伝え方・伝えられてたい場面に共感したり、価値観
☆腹話術に挑戦！
の相違を感じたりした。
「天使の声」と「悪魔の声」

☆ジェノグラム・エコマップについて
資料配布、グループワーク補助。演習事例で、提示されたジェノグ
実際に、自分自身のジェノグラム・エコマップ ラムから予想される問題をグループで意見を出し合い、進行役を
7月20日 を描いてみる。
中心にまとめる様子がみられ、事例の中で抱えている問題を明確
にするために教員にも積極的に質問をするなど課題に取り組んで
☆演習事例①ワークシートA・B
いた。

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

☆施設体験学習をするあたって事前学習
10月5日

各施設ごとに分かれ、与えられた課題に
対して調べ、まとめる。

☆施設体験学習について
各施設ごとに発表
10月12日 （児童自立支援施設・肢体不自由児施設・
特別養護老人ホーム・知的障害者授産施
設・肢体障害者療護施設）

各施設ごとのグループ分け、調べ学習をする際の助言等。
多く「施設の法的根拠」に対する質問が共通して聞かれた。普段
慣れ親しんでない法律に難しさを感じたのかもしれない。社会福
祉小六法を参考にゼミ生と一緒になって調べていくうちに、私自身
新たに学んだ点が多くあった。（法律の内容がどのように変わった
のか等）事前に施設の概要を調べることによって、体験学習に対
する意識が高まることと、各グループで協力することによってゼミ
の親睦がより一層深まることと思う。

発表時のタイムキーパー等。
６施設10グループどのグループも短期間であったにも関わらず、
まとめ発表していた。また、自身が体験学習を行う施設以外にも
他のゼミ生が調べた施設の概要を聞くことによって、福祉施設の
特徴を捉えることができたであろう。

☆前期の振り返り
グループワーク補助。
（演習事例① ワークシートA・B）
ゼミの講義も中盤をむかえ、ゼミの雰囲気も以前に比べると明る
ジェノグラムからみえてくる問題点はどのよ
10月19日
くなった。演習の内容も事例が取り入れられ実践的になってきてい
うなものだったのか。
るが、日々の授業で学んだことを活かしゼミ生同士で積極的に意
見を出し合い、まとめる様子がうかがえるようになった。
☆ワークシートC・D

☆ストレングス・エンパワメント
10月26日 ☆防衛機制
☆ワークシートE・F

☆演習事例
11月2日
演習シートA・B

資料配布、グループワーク補助。
人間の心の中にある欲求や葛藤によって生まれてくる不安を回
避するために無意識に働く基礎的な防衛機制やストレングス、エ
ンパワメントにいて学ぶ。そして、この事例の問題点をストレング
ス・エンパワメントの視点から捉えてみる。

ワークシート作成、グループワーク補助。事例検討に難しさを感じ
ながらも、何度も事例を読み返す姿がみられ与えられた課題に対
して理解しようという意欲が感じられた。事例を通してソーシャル
ワーカーの役割を考える機会にもなったであろう。

出席確認、資料配布、機械の操作・設定。
次年度に行われる社会福祉の現場での実習の希望調査。どの
☆「平成23年度 社会福祉等実習 オリエン 学生も福祉施設の特徴を知らないためか、次年度の実習に対して
11月9日
テーションⅠ」
の不安から希望する施設を決めれない学生が多くいた。そのた
め、SAの体験談を通して実習のイメージを広げてほしいと思った
が、ちゃんと質問にこたえられたか少し不安を感じた。

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

☆講演会
11月16日 「社会福祉の役割、使命 そして楽しさ」
講師：社会福祉士 石川和徳

資料配布、出席確認、機械の操作・設定。
石川氏の大学生活から現在までの経緯を含め、社会福祉士とし
ての魅力など生の福祉従事者の声を聴くことができた。学生も真
剣にメモをとる様子がみられた。
目標、目的を持つことそれに向かって努力していくことの大切さ、
そして人との出会いが楽しいという言葉に私自身感銘を受けた。
なぜなら、全て出会う人が自分に合うとは限らない。時には、ぶつ
かることもあるだろう。

☆エコロジカルな視点
資料配布、ワーク補助。生態学的な視点からSWは、人と環境との
12月7日 海、巨大な水槽の中に魚、海藻の絵を描い 相互の関係を重視し個人と環境を切り離すのではなく、個人を含
てみる。
め家族や地域社会にまで目をむけることを学ぶ。

12月14日

☆岩田ゼミと合同ゼミ
バレー、学内のバリアをチェックし、体験す
る。
（車椅子、高齢者体験、アイマスク体験）

☆合同ゼミの振り返り
☆グループワーク「受容」
12月21日 事例：平田さんを支えた一つの言葉
事例を読み、そこから平田さんの気持ちを
考え、グループで共有。平田さんへの手紙
を書き３人１組でロールプレイを行う。

☆「自分流の面接」
「援助する側、される側で、お互いにどのよ
うな価値観がぶつかり合うのか？「専門的な
援助において頼るべき価値観は何か？」な
どについて学ぶ。
1月18日

1月20日

☆３年次を招いての実習報告
〈施設名〉
・児童相談所
・社会福祉協議会
・福祉事務所
・児童自立支援施設

☆講演会（合同ゼミ）
「社会福祉士と社会福祉協議会
～社会福祉士という資格を持つ意味～」
講師：嘉手納町社会福祉協議会
社会福祉士 坂本 一

岩田ゼミのゼミ生からの提案で合同ゼミが実現。岩田ゼミが中心
となり、バレーや学内のバリアマップ・車椅子・高齢者体験・アイマ
スクを体験する。
他のゼミとの交流をするとともに、アイマスクや高齢者体験をす
ることによって、障害者・高齢者理解を深めることが出来たと思う。
アイマスク体験や車椅子体験では互いに声を掛け合う姿やゼミ生
の意外な一面もみられた。
最後に体験を通しての感想を述べ、情報を共有した。

資料配布、グループワーク補助。
前回の岩田ゼミとの高齢者・アイマスク・車椅子体験を通しての感
想を共有。学内にはどのようなバリアがあるのか、そして障害の
有無に関係なく地域社会の中で、生活していくために今の自分に
何ができるのか、ゼミ生と一緒に考えた。
普段何気なく、使っているATMや自動販売機等が障害を持ってい
る方や車椅子の方にとっては、狭かったり、手が届かないというこ
とに気づきそこから、まずは身近なバリアを知ること声を掛け合う
ことが大切だという意見が出され、前回の体験がゼミ生にとって貴
重なものになったと感じた。
グループワーク補助。
前期から何度も行ってきている、面接技法のグループワークグ
ループワークにも慣れてきている様子が感じられる。援助者・利用
者・傍観者というそれぞれの役にもなりきって演じた。
３年次を招いての実習報告では、次年度に行われる社会福祉現
場実習について実際に３年次からの体験談を聴くことによって、実
習に向けてのイメージが広がったことだろう。３年次との交流に緊
張や不安があったのか、当初質問等がみられなかった。だが、３
年次の体験談を聞くうちに次第に積極性が見え始めた。３年次も
２年生の質問に対して具体的に分かりやすく説明していて発表資
料も丁寧にまとめ、２年ゼミの演習に協力してくれた。

資料配付、出席確認、機械の操作・運営。
講師の坂本氏のこれまでの経緯から社会福祉協議会の特徴、地
域福祉の理解を深める。実際に、多くのゼミ生が社会福祉協議会
に興味を持っていると以前から感じていたので２年生にとって貴重
な講演会になったと思う。メモをとったり、積極的に質問するなど
社会福祉士の役割と意義を坂本氏から多く学んだことであろう。

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【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（授業内容）
教育支援者職務内容
今日の学校現場が抱える課題と
SSWｒを導入する意義 その１
スクールソーシャルワークの内容
機器設置、資料配布、出席確認
10月5日 SSWｒ導入の背景についてや現在の
学生からの質疑応答、機器片づけ
学校が抱える問題に対応するSSWr
の活躍について、日本と海外の
SSWrの発展過程など。
今日の学校現場が抱える課題と
SSWｒを導入する意義 その２
機器設置、資料配布、出席確認
10月12日 前回の海外のSSWrの役割・実践に
学生からの質疑応答、機器片づけ
引き続き、国際的視点から見るSSW
理論や実践モデルについての授
SSW実践の新聞記事を用いて現在 機器設置、資料配布、出席確認
の学校現場について考える。
10月19日
SSWの実践モデル その１
小テスト配布。テスト監督補助。
小テスト実施。
機器片づけ。
機器設置、資料配布、出席確認
SSWの実践モデル その２
10月26日
小テスト返却。
小テストの返却及び解説。
学生からの質疑応答、機器片づけ
SSW理論と実践との体系的理解に
機器設置、資料配布、出席確認
11月9日 ついて、実践理論・限定的実践理論
学生からの質疑応答、機器片づけ
の両者をベースにしての授業
SWとSSWの実践理論システム。
機器設置、資料配布、出席確認
システム理論や生態学エンパワメン 学生からの質疑応答、機器片づけ
ト理論について学ぶ。
小テスト配布。テスト監督補助。
11月16日 SSWの支援方法１
事例を見ながら家族内の問題を検
討していく。
小テストの実施
自身のハワイ研修での話を授業最 機器設置、資料配布、出席確認
初に行う。
学生からの質疑応答、機器片づけ
12月7日 事例検討。事例を元に対応方法を 小テスト配布。テスト監督補助。
考えていく。
小テストの返却及び解説。
SSWの支援方法２
機器設置、資料配布、出席確認
12月14日 SC（スクールカウンセラー）とSSW両 学生からの質疑応答、機器片づけ
制度の概要と現状をまとめていく。
スーパービジョンの必要性
機器設置、資料配布、出席確認
12月21日 授業最後には新聞記事を使った小 小テスト配布。テスト監督補助。
テストを行う。
学生からの質疑応答、機器片づけ
アセスメントとケース検討会。
機器設置、資料配布、出席確認
クライエントに対しての情報収集や 小テスト返却。
1月11日
面接、傾聴についてのまとめ。
学生からの質疑応答、機器片づけ
小テストの返却及び解説。
アセスメントとケース検討会。
機器設置、資料配布、出席確認
アセスメントとケース検討会につい 学生からの質疑応答、機器片づけ
1月18日 て解説する。
事例をもとにケースのアセスメントを
行い解説する。
期末テスト
テスト監督補助
1月25日 授業評価アンケート
テスト配布、質疑応答
機器片づけ、テスト回収。
【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13日 オリエンテーション（授業の説明）
機材準備
資料配付
出席管理補助等
4月20日 現代社会と子ども家庭その1
機材準備

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
少子高齢社会と次世代育成支援

4月27日

5月11日

5月18日

5月25日

6月1日

6月8日

6月15日

6月22日

6月29日

7月6日

7月13日
7月20日

7月22日
8月3日

資料配付
出席管理補助
現代社会と子ども家庭その２
機材準備
現代社会と子ども家庭の問題
資料配付
出席管理補助
（授業外）
出席状況管理
講義内での訂正箇所確認
配付資料準備
子どもと家庭福祉とは何か その１ 機材準備
子どもの発達過程から生まれる
資料配付
「子ども」「児童」とは、子ども家庭福
出席管理補助
祉の理念と定義
子どもと家庭福祉とは何か その２ 機材準備
子どもと家庭の権利保障
資料配付
出席管理補助
子ども家庭福祉にかかわる法制度
機材準備
その１
資料配付
出席管理補助
（授業外）
出席状況管理
配付資料準備
子ども家庭福祉にかかわる法制度
機材準備
その２
資料配付
出席管理補助
子ども家庭福祉にかかわる法制度
機材準備
その３
資料配付
出席管理補助
子ども家庭に関わる福祉・保健 そ
機材準備
の１
子ども家庭福祉の実施主体
資料配付
出席管理補助
遅刻した学生に対する補助
配付資料準備
子ども家庭に関わる福祉・保健 そ
機材準備
の２
子ども家庭福祉の財政
資料配付
出席管理補助
子ども家庭に関わる福祉・保健 そ
機材準備
の３
苦情解決と権利擁護
配付資料
出席管理補助
（授業外）
出席状況管理
配付資料準備
子ども家庭への援助活動 その１ 機材準備
児童健全育成
資料配付
出席管理補助
配付資料準備
出席状況管理
子ども家庭への援助活動 その２ 機材準備
健全育成施策と保育制度の概要
資料配付
出席管理補助
保育制度の概要と施策の現状
機材準備
資料配付
出席管理補助
テスト範囲告知補助
（授業外）
出席状況管理
資料整理
講義の振り返り
学期末試験
試験監督補助
出席管理補助

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【相談援助演習（通年）】（人間福祉学科・岩田直子）
月 日
シラバス（授業内容）

教育支援者職務内容

１．～２．：自己覚知

①相互理解、②自己覚知

３．～５．：基本的なコ
ミュニケーション技術

①受容、②傾聴、③共感
相談援助技術習得のサポート
①バイスティックの７原則、②その他

①社会的排、②虐待（児童・高齢
者）、③家庭内暴力（DV）、④低所
得者、⑤ホームレス
①インテーク、②アセスメント
13．～17．：相談援助技
③プランニング、④支援の実施、⑤
術
モニタリング・終結とアフターケア
①アウトリーチ、②チームアプロー
18．～21．：その他の援
チ、③ネットワーキング、④社会資
助技術
源の活用・調整・開発
①地域住民に対するアウトリーチと
22．～26．：地域福祉に
ニーズ把握、②地域福祉計画、③
係る援助技術
ネットワーキング、④社会資源の活
８．～12．：事例検討

ワークショップ補助 その他

知識と技術との連動性を理解促進支援
技術の理解とその応用を促進するサポート
技術の理解とその応用を促進するサポート
技術の理解とその応用を促進するサポート

27．～29．：実習後の個
別・集団指導

30．：まとめ

１年間の振り返りおよび面談

個別面談をしている時に他の学生のサポート

【社会福祉援助技術現場実習指導（前期）】（人間福祉学科・岩田直子）
月 日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
実習に向けての準備
１．援助技術の復習
２．福祉小六法の復習
３．実習分野別の事前学習（１）～（６）
４．実習オリエンテーション申請書類書き

情報保障（ノートテイク）

５．実習日誌の書き方の練習
実習中
１．実習
２．実習スーパービジョン
【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）
前期
4月8日 導入・オリエンテーション
精神医学の基礎（１）（教科書ｐ１～
4月15日
ｐ63）
4月22日 同上
精神作用物質使用による精神及び
5月6日
行動の障害（教科書ｐ76～ｐ81）
5月13日 同上
統合失調症、統合失調症型障害、
5月20日
妄想性障害（教科書ｐ82～ｐ89）
5月27日 同上
気分障害（躁うつ病含む）（教科書ｐ
6月3日
90～ｐ102）
6月10日 同上
疾状性を含む器質性精神障害（ｐ66
6月17日
～ｐ75）（ｐ170～ｐ184）
6月24日 同上

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）
7月1日
7月8日
7月15日
7月22日

地域精神医療（ｐ222～ｐ245）
同上
神経症性障害（教科書ｐ103～ｐ
人格障害（教科書ｐ103～ｐ132）

後期
9月30日 ジェンダーの問題と精神疾患
10月7日 同上
心理発達の障害（教科書ｐ133～ｐ
10月14日
169）
小児期および青年期に発症する精
10月21日
神疾患（教科書ｐ133～ｐ169）
10月28日 職場環境と精神疾患
11月4日 職場環境と精神疾患
11月11日 精神医学と社会福祉（ｐ246～ｐ257）
11月18日 入試設営（？）
11月25日 大学祭（？）
12月2日 精神医学と社会福祉（ｐ246～ｐ257）
心理臨床実践と精神医学（ｐ198～ｐ
12月9日
220）
12月16日 同上
12月23日 冬期休暇
12月30日 冬期休暇
医療観察法と精神障害（ｐ260～ｐ
1月6日
270）
1月13日 同上
1月20日 テスト
1月27日 テスト返却とまとめ

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、配付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）非常勤講師の出勤簿押印などの
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。

【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）
教育支援者職務内容
機械操作の補助及び資料配付。
オリエンテーション
9月27日
（講義についての説明）
出席管理。
日本における所在不明長寿者の問 機械操作の補助及び資料配付。
10月4日
題（生命表に関するクイズ)
出席管理。グループワークの補助、学生発表の支援。
沖縄や日本と世界の世界の長寿の 機械操作の補助及び資料配付。
10月18日
研究
出席管理。
機械操作の補助及び資料配付。
10月25日 社会生活と加齢の関係
出席管理補助。
米国の高齢者の活動・ライフスタイ 機械操作の補助及び資料配付。
11月1日
ル
出席管理。
社会的、文化的文脈におけるサクセ 機械操作の補助及び資料配付、出席管理、グループ
11月8日
スフルエイジング
ワーク補助、学生発表の支援。
家族、友人などのソーシャルサポー
11月15日
機械操作の補助及び資料配付、出席管理。
ト
機械操作の補助及び教材作成の補助、出席管理、課
12月6日 社会的不平等と健康
題レポート整理。
機械操作の補助、教材作成の補助、出席管理、グ
12月13日 医療・福祉と介護Ⅰ
ループワーク補助。
機械操作の補助、出席管理、グループワーク補助、学
12月20日 医療・福祉と介護Ⅱ
生発表の支援。
1月17日 社会的施策、政治と行政

機械操作の補助、出席管理、教材作成の補助。

1月24日 地域サービス

機械操作の補助、出席管理、教材作成の補助、課題
レポート整理。

1月31日 死と死ぬこと、ホスピス

機械操作の補助、出席管理、課題レポート整理。

2月7日

スピリチュアリティーエイジングと健
機械操作の補助、出席管理、課題レポート整理。
康

2月14日 まとめとテスト

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【専門演習（通年）】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
月 日
シラバス（授業内容）

教育支援者職務内容

前期
4月8日 オリエンテーション

出席管理

4月15日 グローバリゼーション時代の意義

出席管理、情報機材の操作補助、教材作成補助

4月22日 国際社会福祉の意義と展望

出席管理、情報機材の操作補助、教材作成補助

グローバライゼーションと国際社会
出席管理、情報機材の操作補助、教材作成補助
福祉
出席管理、情報機材の操作補助、グループワーク補
5月13日 国際社会福祉の課題
助、学生発表の支援、教材作成補助
5月6日

5月20日 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Family Support

出席管理、情報機材の操作補助、教材作成補助

5月27日 図書館オリエンテーション

出席管理

6月3日 国際社会福祉の課題
6月10日 南北問題
6月17日 国際社会システムの形成と視点
6月24日 ゲストスピーカー講義

出席管理、情報機材の操作補助、グループワーク補
助、学生発表の支援、教材作成補助
出席管理、情報機材の操作補助、グループワーク補
助、学生発表の支援、教材作成補助
出席管理、情報機材の操作補助、グループワーク補
助、学生発表の支援、教材作成補助
出席管理

7月1日 国際福祉における日本の役割

出席管理、情報機材の操作補助、グループワーク補
助、学生発表の支援、教材作成補助

7月8日 JICA見学ツアー

出席管理、グループワーク補助、教材作成補助

7月15日 福祉のグローバル化と国際協力
7月22日 国際社会福祉の新たな方向

出席管理、情報機材の操作補助、グループワーク補
助、学生発表の支援、教材作成補助
出席管理、情報機材の操作補助、グループワーク補
助、学生発表の支援、教材作成補助

後期
9月30日 オリエンテーション

出席管理

10月7日 発表テーマとグループ決め

出席管理、グループワーク補助、教材作成補助

10月14日 国際フィールドワークについて

出席管理、教材作成補助

10月21日 学生発表と討論「貧困とこども」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

11月4日 学生発表と討論「児童売買」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

11月11日 学生発表と討論「貧困」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

11月18日 学生発表と討論「エイズ危機」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

12月2日 学生発表と討論「子ども兵士」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

12月9日

学生発表と討論「ODA・国際開発●
教材作成補助
●

12月21日 学生発表と討論「ホームレス」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

1月6日 学生発表と討論「児童労働」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

1月13日 学生発表と討論「児童労働」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

1月20日 学生発表と討論「識字問題」

出席管理、学生発表の支援、教材作成補助

1月27日 ファミリーサポートセンター訪問

出席管理、教材作成補助

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
2月10日 まとめ

出席管理、情報機材の操作補助、教材作成補助

【国際福祉演習（通年）】（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13日 オリエンテーション
4月20日

教育支援者職務内容

出席管理、

今帰仁村在住の超高齢者調査計画
出席管理、教材作成補助
立案

4月27日 今帰仁村の概要

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

5月11日 今帰仁村の各地域①

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

5月18日 今帰仁村の各地域②

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

5月25日 今帰仁村の各地域③

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

6月1日 社会調査について

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

6月8日 課題研究立案

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

6月15日 調査計画立案

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

6月22日 調査計画立案

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

6月29日 質問票の内容作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

7月6日 質問票の内容作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

7月13日 面接調査練習（MMSE）

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

7月20日 面接調査練習（CDR）

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

7月29日 面接調査練習と最終確認

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

オリエンテーション、国際フィールド
出席管理、情報機器の操作補助、教材作成補助
ワーク報告
今帰仁村の在宅の超高齢者調査報 出席管理、情報機器操作補助、、教材作成補助、グ
10月5日
告
ループワーク補助
出席管理、情報機器操作補助、、教材作成補助、グ
10月12日 今帰仁村調査分析
ループワーク補助
出席管理、情報機器操作補助、、教材作成補助、グ
10月19日 今帰仁村調査分析
ループワーク補助
9月28日

10月26日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

11月2日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

11月9日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

11月16日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

11月30日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

12月7日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

12月21日

今帰仁村の施設入所中の高齢者調
出席管理、情報機器の操作補助、教材作成補助
査報告

1月11日 施設入所者調査分析

出席管理、情報機器の操作補助、教材作成補助

1月18日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

2月1日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

2月8日 今帰仁村調査報告書作成

出席管理、教材作成補助、グループワーク補助

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【基礎演習（通年）】（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 文献を使いこなす・文献の探し方
10月13日 研究論文の読み方
10月20日 合同ゼミ オリエンテーション
10月27日 レポートを書く技術１
11月10日 レポートを書く技術２
11月17日 合同ゼミ オリエンテーション
12月1日 専門演習について１
12月8日 専門演習について２
12月15日 口頭発表の仕方
12月22日 グループ発表１
1月12日 グループ発表２
1月19日 グループ発表３
2月9日 グループ発表４
2月16日 まとめ
【福祉と倫理（後期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
月 日
シラバス（授業内容）
授業内
10月1日（金） ①受講者全員に小レポートを授業
10月8日（金） 中に書いてもらい、何人かの学生に
10月15日（金） はそれに基づく発言を求め、講義担
10月22日（金） 当者も交えて質疑応答を行ったり、
②グループに分かれて問題を検討
10月29日（金）
し、一定の結論をまとめた上で、クラ
11月5日（金） ス全体で議論を行う、といったかた
11月26日（金） ちで授業を展開する。小レポートや
12月3日（金） グループ・ディスカッションのまとめ
12月10日（金） は各自B５Eの紙製フラットファイル
12月17日（金） にとじる。発言や質疑応答も発言記
1月7日（金） 録票にその内容を発言者が記載の
1月14日（金） 上このファイルにとじる（これで出欠
1月21日（金） を確認）。授業の内外でグループ・
ワーク（調査・体験）を実施する。
1月28日（金）
2月4日（金）
授業外
10月5日（火）
10月12日（火）
10月19日（火）
10月26日（火）
11月2日（火）
11月9日（火）
11月16日（火）
11月30日（火）
12月7日（火）
12月14日（火）
12月21日（火）
1月11日（火）
1月18日（火）
1月25日（火）
2月1日（火）

教育支援者職務内容
出席管理、教材作成補助
出席管理、教材作成補助
出席管理、教材作成補助
出席管理
出席管理、教材作成補助
出席管理、教材作成補助
出席管理
出席管理、教材作成補助
出席管理、教材作成補助
教材作成補助
出席管理、教材作成補助
出席管理、教材作成補助
出席管理、教材作成補助
出席管理、教材作成補助
教材作成補助
教育支援者職務内容
毎時間、小レポートや発言記録票などをつづる受講
生ごとのフラットファイルの整理・管理。授業中の質疑
への対応。資料の配布。グループ・ディスカッションの
支援（指導の補助）。小レポート作成の助言。小レ
ポートやグループ・ディスカッションのまとめなどの整
理（切り貼りや文書の打ち込みなど）による教材作成
の補助。授業内外でのグループ・ワークの支援（指導
の補助）。

【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）
教育支援者職務内容
10月5日（火） 「書く」ことを中心に知的生産がどの 受講者個々に応じた指導の補助（授業中の質疑応
10月12日（火） ようなものかを理論的に検討すると 答、授業内外の作文添削、文法事項の説明など）。教
10月19日（火） ともに、日本語の作文技術を、日本 材作成の補助。作文、レポート、ファイルなどの整理
10月26日（火） 語教育の手法にもとづき訓練をとお （切り貼りや文書の打ち込みなど）。資料の配布。

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
11月2日（火） してライティング・スキルを実践的に
11月9日（火） 習得する（授業中や授業の前後に
11月16日（火） 練習問題等にくりかえしとりくむ）。
11月30日（火）
12月7日（火）
12月14日（火）
12月21日（火）
1月11日（火）
1月18日（火）
1月25日（火）
2月8日（火）
【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）
授業内
9月27日（月） テキストの内容をテーマに、「ともに
10月4日（月） 考える」ということを授業の中核にす
10月18日（月） える。具体的には①毎回その回の
10月25日（月） 授業にかかわる小レポートを授業中
11月1日（月） に書いてもらい②何人かの学生に
11月8日（月） はそれにもとづく発言をもとめ③講
11月15日（月） 義担当者も交えて質疑応答をおこ
11月22日（月） なう。
12月6日（月）
12月13日（月）
12月20日（月）
1月17日（月）
1月24日（月）
1月31日（月）
2月7日（月）
授業外
9月28日（火）
10月5日（火）
10月26日（火）
11月9日（火）
11月30日（火）
12月14日（火）
1月18日（火）
2月1日（火）
【倫理学概論（通年）】（人間福祉学科・小柳正弘）
月 日
シラバス（授業内容）
授業内
テキストの内容をテーマに、「ともに
9月28日（火） 考える」ということを授業の中核にす
10月5日（火） える。具体的には①毎回その回の
10月12日（火） 授業にかかわる小レポートを授業中
10月19日（火） に書いてもらい②何人かの学生に
10月26日（火） はそれにもとづく発言をもとめ③講
11月2日（火） 義担当者も交えて質疑応答をおこ
11月9日（火） なう。小レポートはB５Eの紙製フラッ
11月16日（火） トファイルにとじる。発言や質疑応答
11月30日（火） も発言記録票にその内容を発言者
12月7日（火） が記載のうえこのファイルにとじる。
12月14日（火）
12月21日（火）
1月11日（火）
1月18日（火）
1月25日（火）
授業外
10月12日（火）
10月19日（火）
11月2日（火）
11月16日（火）

教育支援者職務内容
[授業内]
①小レポートの配布・回収
②発言記録票の配付・回収
③補助教材（プリント）の配布
④発言者へのマイクの手渡し
⑤授業内容の記録
[授業外]
①小レポート整理
②教材作成補助

教育支援者職務内容
[授業内]
①小レポートの配布・回収
②発言記録票の配付・回収
③補助教材（プリント）の配布
④発言者へのマイクの手渡し
⑤授業内容の記録
⑥グループ・ディスカッションの補助
a．出席の管理補助
b．記録票の配付・回収
c．質疑応答への助言
d．まとめ・コメント・質疑の記録の配布
⑦個人ファイルの配布・回収

[授業外]
①小レポート整理
②個人別ファイルの整理・管理
③教材作成補助

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
12月7日（火）
12月21日（火）
1月11日（火）
1月25日（火）

④グループ・ディスカッションの記録の整理・ワープロ
打ち

【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）
登録確認・オリエンテーション

4月13日（火） ガイダンス・実験グループの編成

教育支援者職務内容
資料準備・配布・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
13:00～14:00（授業外：実験材料の作成・準備補助）

4月20日（火） 目隠しするもの 飲み物 帽子

資料準備・配布・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

“盲点”を体験する
5月11日（火） “盲点”の範囲を測定する

資料準備・配布・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
13:00～14:00（授業外：実験材料の作成・準備補助）

“知覚”を知覚する：ブラインドウォーク

視野測定：測定方法の説明と順番決め
資料準備・配布・実験準備、実験手続き指導補助
逆さまの世界 虹彩の役割 残像と恒
5月18日（火） 常性 影送り ３D画像刺激作成のため 実験データのまとめ指導補助
討議・質問への対応補助
の準備（撮影対象と構図の決定）
色覚と光の三原色加法混色（PCでのデ
資料準備・配布・実験準備、実験手続き指導補助
モンストレーション） 色の三原色（赤・
5月25日（火） 青・黄）と減法混色 「補色残像」「明る 実験データのまとめ指導補助
討議・質問への対応補助
さと色の対比」刺激作り
マッカロー効果 色の同化 ネオンカ
ラー効果
6月1日（火） 明るさと対比 色の対比 ベンハムのコ
マ残像と補色（単純刺激・鳥と鳥かご）

資料準備・配布・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
13:00～14:00（授業外：実験材料の作成・準備補助）

6月8日（火） まとめ①

資料準備・配布・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

筒 アニメーション 視野融合（自作含

資料準備・配布・実験準備、実験手続き指導補助

6月15日（火） む）３D画像観察、注意関連実験①実験 実験データのまとめ指導補助
方法の確認・実験準備（刺激作り）
注意関連実験②実験準備（刺激作り）

6月22日（火） 実験実施・測定と結果の整理

注意関連実験③実験実施

6月29日（火） 測定と結果の整理

重量弁別①実験方法の確認
7月6日（火） 重量弁別②測定

7月13日（火） 重量弁別③測定・結果の整理

「音」の持つイメージ

7月20日（火） 「共感覚」についてVTRの視聴

討議・質問への対応補助
資料準備・配布・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
資料準備・配布・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
資料準備・配布・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
13:00～14:00（授業外：実験材料の作成・準備補助）
資料準備・配布・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
資料準備・配布・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

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

味覚と嗅覚の実験
7月27日（火） 「嗅覚」についてVTRの視聴

8月3日（火） まとめ②

【動作法（前期）】（人間福祉学科・平山篤史）
月 日
シラバス（授業内容）
5月11日 催眠倫理と実技
5月18日 動作法の援助の考え方と基本
5月25日 リラクセイションの見方、考え方
6月1日 リラクセイションの実技 躯幹
6月8日 リラクセイションの実技 肩を中心に
リラクセイションの実技 股関節を中
6月15日
心に
6月22日 リラクセイションの実技 総合
6月29日 動作法の臨床事例
7月6日 タテ系動作課題について
7月13日 座位姿勢の実技①
7月20日 座位姿勢の実技②
7月27日 まとめ（総合的支援の実技）

資料準備・配布・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
13:00～14:00（授業外：実験材料の作成・準備補助）
資料準備・配布・質問への対応補助
提出物の整理・管理補助

教育支援者職務内容
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・体験報告用紙のまとめ
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応
体験報告用紙配布・回収・実技指導補助・質疑対応

【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）
教育支援者職務内容
9月28日（火） オリエンテーション
ファシリテーター補助
10月5日（火） ウォーミングアップ的活動
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
対人交流を目的としたグループ活 ファシリテーター補助
10月12日（火）
動①
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
対人交流を目的としたグループ活 ファシリテーター補助
10月19日（火）
動②
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
対人交流を目的としたグループ活 ファシリテーター補助
10月26日（火）
動③
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
自己理解・他者理解を目的としたグ ファシリテーター補助
11月2日（火）
ループ活動①
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
自己理解・他者理解を目的としたグ ファシリテーター補助
11月9日（火）
ループ活動②
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
自己理解・他者理解を目的としたグ ファシリテーター補助
11月16日（火）
ループ活動③
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
自発性の発揮を目的としたグルー ファシリテーター補助
11月30日（火）
プ活動①
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
自発性の発揮を目的としたグルー ファシリテーター補助
12月7日（火）
プ活動②
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
自発性の発揮を目的としたグルー ファシリテーター補助
12月14日（火）
プ活動③
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
ファシリテーター補助
12月21日（火） 役割演技と適応
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
ファシリテーター補助
1月11日（火） 心理劇の体験①
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
ファシリテーター補助
1月18日（火） 心理劇の体験②
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
ファシリテーター補助
1月25日（火） 心理劇の体験③
シェアリングの進行・体験報告回収・整理
【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12日（月） 全体オリエンテーション
4月19日（月） 講義（心理学研究法とは）
4月26日（月） 講義（基礎実習報告書の書き方）
5月10日（月） 実験実習①－１

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

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）
5月17日（月）
5月24日（月）
5月31日（月）
6月7日（月）
6月14日（月）
6月21日（月）
6月28日（月）
7月5日（月）
7月17日（月）
7月26日（月）
8月2日（月）
9月27日（月）
10月4日（月）
10月18日（月）
10月25日（月）
11月1日（月）
11月8日（月）
11月15日（月）
11月22日（月）
12月6日（月）
12月13日（月）
12月20日（月）
1月17日（月）
1月24日（月）
1月31日（月）
2月7日（月）

実験実習①－２
レポートの添削フィードバック
レポートの添削フィードバック
実験実習②－１
実験実習②－２
実験実習③－１
実験実習③－２
実験実習④－１
実験実習④－２
実験実習⑤－１
実験実習⑤－２
質問紙調査とは
質問紙調査の基本
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12日 実験の説明
19日 やり方
26日 データ整理の仕方
5月10日 レポート提出
17日
24日
31日
6月7日
14日
21日
28日
7月5日
12日
20日
8月2日
9月27日
10月4日 質問紙法作成
18日 実施
25日 発表
11月1日
8日
15日
22日
12月6日
13日
20日
1月17日
24日
31日
2月7日 ポスター発表

実験データのまとめ・資料配布
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・資料配布
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ・資料配布
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ・資料配布
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ・資料配布
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
質問項目チェックの補助
質問項目チェックの補助
質問項目チェックの補助
質問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
パワーポイント準備
資料配付
レポート添削
実験のデモンストレーション
やり方の説明

学生の質問に答える
データ整理の仕方
パソコン使用法
レポートの書き方
ポスターの作り方

会場設置、進行運営補助

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【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12日（月） 合同ゼミ（全体オリエンテーション）
4月19日（月） 講義（心理学研究法とは）
4月26日（月） 講義（基礎実習報告書の書き方）
5月10日（月） 実験実習①－１
5月17日（月） 実験実習①－２
5月24日（月） 講義（レポートの添削フィードバック）
5月24日（月） 課外（レポートの添削フィードバック）
5月31日（月） 講義（レポートの添削フィードバック）
5月31日（月） 課外（レポートの添削フィードバック）
6月7日（月） 実験実習②－１
6月14日（月） 実験実習②－２
6月21日（月） 実験実習③－１
6月21日（月） 課外（レポートの添削フィードバック）
6月28日（月） 実験実習③－２
6月28日（月） 課外（レポートの添削フィードバック）
7月5日（月） 実験実習④－１
7月5日（月） 課外（レポートの添削フィードバック）
7月12日（月） 実験実習④－２
7月17日（金） 課外（レポートの添削フィードバック）
7月26日（月） 実験実習⑤－１
8月2日（月） 実験実習⑤－２
9月27日（月） 質問紙調査とは
10月4日（月） 質問紙調査の基本
10月18日（月） 質問紙調査のテーマ決定
10月25日（月） 質問紙調査のテーマ決定
11月1日（月） 質問紙の作成①
11月8日（月） 質問紙の作成②
11月15日（月） 質問紙の作成③
11月22日（月） 質問紙の作成④
12月6日（月） 質問紙調査データ収集
質問紙調査データ収集（授業外で
12月6日（月）
データ整理の質問への対応）
12月13日（月） 質問紙調査データ収集
質問紙調査データ収集（授業外で
12月13日（月）
データ整理の質問への対応）
12月20日（月） 質問紙調査データのまとめ方
質問紙調査データのまとめ方（授業
12月20日（月）
外でデータ整理の質問への対応）
1月17日（月） 質問紙調査結果のまとめと考察
1月24日（月） 質問紙調査発表資料作り
1月31日（月） 質問紙調査プレ発表
2月7日（月） 質問紙調査発表会

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・資料配布
資料準備・配布・質問への対応補助
15：00～17：00（２時間）レポート添削補助
資料準備・配布・質問への対応補助
15：00～17：00（２時間）レポート添削補助
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ・資料配布
実験準備・実験手続き指導補助
15：00～17：00（２時間）レポート添削補助
実験データのまとめ・資料配布
15：00～17：00（２時間）レポート添削補助
実験準備・実験手続き指導補助
15：00～17：00（２時間）レポート添削補助
実験データのまとめ・資料配布
15：00～17：00（２時間）レポート添削補助
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ・資料配布
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
質問項目チェックの補助
質問項目チェックの補助
質問項目チェックの補助
質問項目チェックの補助
資料準備・配布・質問への対応補助
15：00～17：00（２時間）データのまとめ、エクセル操作
の指導補助
資料準備・配布・質問への対応補助
15：00～17：00（２時間）データのまとめ、エクセル操作
の指導補助
資料準備・配布・質問への対応補助
15：00～17：00（２時間）データのまとめ、エクセル操作
の指導補助
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

（人間福祉学科 活動実績報告書 様式第4号-2）

【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）
社会心理学的実験（社会的相互作用過程
の観察；①目的 集団の機能で、リーダーを
定義し、観察資料に基づいて、リーダーと非
リーダーを特定・分析する。
②観察者と被観察者のグループ分け。
③被観察者グループに、「来年度新入生研
修会実施計画書の作成」課題を与える。
④課題処理場面を観察のため観察のため
にビデオに撮影。同ビデオを観察し、リー
ダー、非リーダーを特定する。
⑤結果の処理、リーダー、非リーダー判断
の基準、内容の分析。信頼性の分析。
⑥レポート作成、提出。
⑦質問紙の作成に対する援助、相談
⑧質問紙の調査結果の統計的処理に関す
る援助、助言、相談。
⑨発表ポスターの作成に関する援助、助
言、相談。

【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・井村弘子）
月 日
シラバス（授業内容）
前期
4月12日（月） 全体オリエンテーション
4月19日（月） 心理学研究法とは
4月26日（月） 基礎演習報告書の書き方
5月10日（月） 行動観察
5月17日（月） 行動観察
5月24日（月） レポートの添削フィードバック
5月31日（月） レポートの添削フィードバック
6月7日（月） 錯視量の測定
6月14日（月） 錯視量の測定
6月21日（月） 二点閾の測定
6月25日（金） 二点閾の測定
6月28日（月） 社会心理学実験
7月5日（月） 社会心理学実験
7月12日（月） 質疑応答・レポート最終提出
7月26日（月） 質疑応答・レポート最終提出
8月2日（月） 質疑応答・レポート最終提出
5月24日（月） 授業外業務
5月31日（月） 授業外業務
6月21日（月） 授業外業務
7月5日（月） 授業外業務
7月17日（金） 授業外業務
後期
9月27日（月） 訓練の転移
10月4日（月） 訓練の転移
10月18日（月） 質問紙法オリエンテーション１
10月25日（月） 質問紙法オリエンテーション２
11月1日（月） 質問紙とは
11月8日（月） 質問紙の作成
11月15日（月） 質問紙の作成の実際・Q＆A
11月22日（月） 質問紙の作成・実施
12月6日（月） 質問紙の作成・実施
12月13日（月） 質問紙の作成・実施
12月20日（月） データ分析・結果のまとめ
1月17日（月） データ分析・結果のまとめ
1月24日（月） データ分析・結果のまとめ
1月31日（月） ポスター・最終レポート作成
2月7日（月） 心理学基礎演習発表会
12月6日（月） 授業外業務
12月13日（月） 授業外業務
12月20日（月） 授業外業務

教育支援者職務内容
①グループ決めの準備、実施
②討議場への設置、ビデオ撮影の準備、撮影（監督）
③資料整理、資料分析のサポート（説明）
④レポート作成のサポート

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・資料配布
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・資料配布
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ・資料配布
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ・資料配布
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
レポート添削補助
レポート添削補助
レポート添削補助
レポート添削補助
レポート添削補助
実験準備・実験手続き指導補助
実験データのまとめ・資料配布
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
質問項目チェックの補助
質問項目チェックの補助
質問項目チェックの補助
質問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
発表会場設置・進行運営補助
データのまとめ・エクセル操作の指導補助
データのまとめ・エクセル操作の指導補助
データのまとめ・エクセル操作の指導補助

（教職科目 活動実績報告書 様式第4号-2）
【教職総合演習（前期）】（人間福祉学科・上田真弓）
月 日
シラバス（授業内容）
4月7日 ガイダンス、アイスブレイク（１）
4月14日 アイスブレイク（２）、傾聴
4月21日 身体表現によるコミュニケーション
5月12日 身体表現によるコミュニケーション
5月16日 身体表現によるコミュニケーション
サブテキストを読み解く／解釈と表
5月19日
現（１）
サブテキストを読み解く／解釈と表
5月26日
現（２）
サブテキストを読み解く／解釈と表
6月2日
現（３）
6月9日 ドラマを使った授業を体験（環境問
6月16日 ドラマを使った授業を体験（手法）
6月30日 学生による進行役体験
7月7日 学生による進行役体験
7月14日 学生による進行役体験
7月21日 学生による進行役体験
7月28日 学生による進行役体験

教育支援者職務内容
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録
授業補助、出席確認、記録

【教職総合演習（月・水／後期））】（人間福祉学科・上田真弓） ＊月も同様のシラバス・職務内容
月 日
シラバス（授業内容）
教育支援者職務内容
9月29日（水） ガイダンス、アイスブレイク（１）
授業補助、出席確認、記録
10月6日（水） アイスブレイク（２）、傾聴
授業補助、出席確認、記録
10月13日（水） 身体表現によるコミュニケーション 授業補助、出席確認、記録
10月27日（水） 身体表現によるコミュニケーション 授業補助、出席確認、記録
10月31日（水） 身体表現によるコミュニケーション 授業補助、出席確認、記録
サブテキストを読み解く/解釈と表現
11月10日（水）
授業補助、出席確認、記録
（１）
サブテキストを読み解く/解釈と表現
11月17日（水）
授業補助、出席確認、記録
（２）
サブテキストを読み解く/解釈と表現
11月24日（水）
授業補助、出席確認、記録
（３）
12月8日（水） ドラマを使った授業を体験（環境問 授業補助、出席確認、記録
12月15日（水） ドラマを使った授業を体験（手法）
授業補助、出席確認、記録
12月22日（水） 学生による進行役体験
授業補助、出席確認、記録
1月12日（水） 学生による進行役体験
授業補助、出席確認、記録
1月19日（水） 学生による進行役体験
授業補助、出席確認、記録
1月26日（水） 学生による進行役体験
授業補助、出席確認、記録
2月9日（水） 学生による進行役体験
授業補助、出席確認、記録

（2010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）

有
人数
37

無
％
80%

人数

％
3

7%

無回答
人数
％
6
13%

無回答,
0.130434783

無, 0.065217391

有
無
無回答

有, 0.804347826

（2010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）】（法律学科・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。

（2010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／水1）】（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
2010年4月2日（水）

・補助内容の確認
・連絡手段の確認

・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

【情報リテラシー演習（前期／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
・補助内容の確認
2010年4月2日
・連絡手段の確認

・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

【プログラミング演習（後期／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
2010年10月6日（水）

・補助内容の確認
・連絡手段の確認

【環境法（法・通年）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
実施年月日
検討事項
適宜

【環境法（経済・後期）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
実施年月日
検討事項
適宜

【基礎演習（水・通年）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
実施年月日
検討事項
適宜

【基礎演習（月・通年）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
実施年月日
検討事項
適宜

【環境教育論（後期）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
実施年月日
検討事項

・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
教材作成のための判例に関する調査では、DB
の利用方法などを指導した。また、判例のまとめ
方などについても助言を与えた。

指導・助言の内容
教材作成のための判例に関する調査では、DB
の利用方法などを指導した。また、判例のまとめ
方などについても助言を与えた。

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。

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。

指導・助言の内容
指示はしたが、特に指導はなかった。

（2010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）

（企業システム学科）
【情報リテラシー演習（前期）】（企業システム学科・東るみ子）
実施年月日
検討事項
2010年10月6日
（水）

・補助内容の確認
・連絡手段の確認

【プログラミング演習（後期）】（企業システム学科・東るみ子）
実施年月日
検討事項
2010年10月6日
（水）

・補助内容の確認
・連絡手段の確認

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
・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。

（2010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）
【中国語Ⅱ】（日本文化学科・兼本敏）
実施年月日
検討事項
学期初めの数回。

支援の程度と目的

【中国語Ⅳ】（日本文化学科・兼本敏）
実施年月日
検討事項
随時

支援の量と程度

指導・助言の内容
習得を助けるだけであって、数得するまで付
き添う必要はない。一度離れて20分後に進
歩状況を確認するように助言した。

指導・助言の内容
既習事項の場合、中国Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで既習済
みと明言し、教科書やPC上の辞書を利用し
えて復習するようにと助言。

（2010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】（社会文化学科・藤波潔）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容

毎週講義前の昼休
み

当該時間帯における講義の予定と期待する
行動の示唆

講義終了後

当該講義内容のふり返りと次週の予定の確
認

【フレッシュマンセミナー】（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
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

（2010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）
【社会調査の基礎（前期）】（人間福祉学科・安次富郁哉）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容

毎回講義開始前に講義内容及び流れを
毎回の講義開始30
毎回の講義開始前の確認によって、指導・
確認した。その都度、教育支援者からの
分前に実施
助言に繋がったと思う。
質問を受けそれに回答した。
【社会調査の企画と設計（後期）】（人間福祉学科・安次富郁哉）
実施年月日
検討事項
講義開始前10分に
SAからの質問について充分に時間をと
講義内容の確認と
ることができなかった。
注意事項等確認

指導・助言の内容

学生からは積極的に操作についての指導を
お願いすることは少ないので、積極的に声
かけをすること。
時々、巡回すること。

【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
４／１３，２７，５／２
教育機器の準備・活用について、配付資料
５，６/１５，２９，７／
について、講義の進行について、遅刻学生
２２
の対応について等
【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
SA自身も受講してきた科目なので、授業内
ほとんど毎時間授業
容に率直に意見を出すように指導した。欠
開始前・後に15分程 資格科目の演習ゼミなのでどのようにし
席気味の学生には、教員からではなく、SA
度時間をとって打ち合
て、受講生のモチベーションを保つか、 の立場から連絡をこまめに入れさせた。グ
わせと反省会を行っ
た。特に、毎月末に行 SAとしてどのように受講生の動機付けを ループワークの際の受講生がスムーズに
ワークを展開できるように、学生に声をかけ
う授業外時間には集 補助するかを検討した。
させ助言させた。また、模範となるような
中して話し合った。
ワークを実施してもらった。
【社会福祉援助技術現場実習指導（前期）】（人間福祉学科・岩田直子）
実施年月日
検討事項
指導・助言の内容
・情報保障を障害学生、SA、教員、障害学
・前期初回演習前
聴覚障害を持つ学生の情報保障（ノート
生支援室等と連携しながら進めていくこと、
・夏休み社会福祉実習前
テイクを中心に）の方法について。
いつでも相談体制ができていることを助言し
・実習中、および実習後
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）
実施年月日
検討事項
ほぼ毎回授業ごと
に実施。特に、月末
教育機器の準備・活用や配付資料、講
（10/26、11/16、
義の進行、遅刻者への対応等
12/21、1/18）には
時間を取った。

指導・助言の内容

毎回授業前に当日の授業展開等について
確認を行い、授業後は学生への対応教員
への補助について振り返りを行った。
受講学生に振り回されないように、毅然と対
応することを指導した。

（2010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）
【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
・前期および後期第１回目
の演習の前

・演習時のSAの役割について

・その他、細やかな打合せ
（印刷物etc．）は毎回の演
習前

・ゼミ学生との関わり方について

【精神医学（通年）】（人間福祉学科・知名孝）
実施年月日
検討事項

指導・助言の内容
・ワークショップ形式の授業の際、アイスブ
レイクのアイディアを提供したりした。
・相談援助のロールプレイにおいて学生サ
ポートの仕方を指導した。

指導・助言の内容
あらためてオリエンテーションは行っていな
いが、講義前に１回、講義初日（４月８日）に
打ち合わせを行った。

【福祉と倫理（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。
【倫理学概論（通年）】（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。
【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
４月～９月

レポートの書き方について

【心理学基礎演習】（人間福祉学科・井村弘子）
実施年月日
検討事項
前期
4月12日 前期前半の進め方
5月24日 ゼミレポートの添削の仕方
後期
10月18日 後期（質問紙法）の進め方
(1月24日)
（電話での依頼）

指導・助言の内容

指導・助言の内容

指導・助言の内容

指導・助言の内容

指導・助言の内容
レポートの、どの部分を特に注意するか、朱
筆の入れ方

指導・助言の内容
教員作成の資料の読み合わせ
具体的な添削の仕方を打ち合わせ
教員作成の資料の読み合わせ
（病休のため教員不在時の学生対応について）

（2010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）
【心理学基礎演習】（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・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
②質問紙調査票の作成のおける助言の について別の見方を提示することを指導。
授業ごとに、授業の
ポイント確認
SAが答えや意見を押し付けないことを確
前後でおこなった。
③発表資料のまとめ方および発表の仕 認。
方のポイント確認
③学生の発表のわからない点、説明が不足
している点にへ質問し、学生の課題を浮き
彫りにする。
【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
初めての役割であり、きちんとした役割
意識を持たせる必要がある。
【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 ・当該時間における業務内容の確認
前と終了後
・次週の授業における業務内容の確認

指導・助言の内容
可能な限り、学生に考えさせた上で、支援
すること。援助者（サポーター）としての自覚
を持つこと。

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。

【グループアプローチ（後期）】（人間福祉学科・平山篤史）
実施年月日
検討事項

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
促進するように触媒的な動きを要求した。中
プログラムの狙いと注意事項の確認。SA
毎回の授業の前後
盤から後半にかけては、むしろ脇役に回っ
の役割を確認。
てもらい、受講学生の自己への気づきや他
社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。

【動作法（前期）】（人間福祉学科・平山篤史）
実施年月日
検討事項
講義が始まる前から
学外で開催される動
作法研修会に参加
（2009年8月～現在）

動作法による支援技術の向上

指導・助言の内容
・動作法を用いた支援の具体的な方法につ
いての指導と助言
・動作法支援における倫理的注意事項につ
いての説明

（2010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）】（人間福祉学科・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 具体的な関わり方について確認した。授業
2010年4月5日 打ち合わせについて記入しています。）
記録の取り方についてコンセンサスをとっ
実際にどのように授業にかかわるのかにつ た。
いて授業が始まる前に打ち合わせをした。

【教職総合演習（月・水／後期））】（人間福祉学科・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 具体的な関わり方について確認した。授業
の打ち合わせについて記入しています。）
記録の取り方についてコンセンサスをとっ
実際にどのように授業にかかわるのかにつ た。
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ったか）
（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昨年度（TAなしの状態）よりは全体的に向上した。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に
あった（昨年度は担当教員１人で４班を順次回っていたため、１つの班に割ける時間が短くなり、なかなか議論を
活性化するところまでできなかった）。しかし、今年度は、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、ゼミ生たちもより深く考えられるようになった（担当教員自身も、１回のゼミの際には２つの班をみ
ればよくなったため、各班に割ける時間が増加し、指導を行いやすくなった。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）

（地域環境政策学科）
【情報リテラシー演習（前期／水1）】（地域環境政策学科・根路銘もえ子）
学生は分からないところがあった場合でも、SAのサポートにより教員が講義をある程度中断することなく進められ
た為、講義計画通りの内容を行うことが出来た。
また、演習中には、教員よりSAへの質問がしやすい学生などもおり、学生の理解度を高めることが出来た。特に
人数が多い、演習系の科目では、全ての学生のフォローを教員一人で行うことは難しく、SAのサポートは大きな
効果があった。
採用していなかった昨年度に比べると理解できた学生が増えている状況である。
【情報リテラシー演習（前期／水３）】（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
いなかった昨年度に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／水１・水３）】（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昨年度に比べると
理解できた学生が増えている状況である。

【環境法（経済・後期）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
テキストに基づいて、レジュメ作成のための文章の入力、判例や条文の収集と編集などを担当していただき、配付
資料を充実したものにすることが出来た。
初めて使用するテキストで不安もあったが、難しめのテキストも配付資料のお陰で、受講生が理解を深めること
が出来たと思う。
提出物を整理して頂いたので、教員が出席状況と学生の理解度を把握するのに役に立った。整理された提出物
は、学生に返却され、試験勉強にも役だったと思う。

【環境法（法・通年）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
テキストに基づいて、レジュメ作成のための文章の入力、判例や条文の収集と編集などを担当していただき、配付
資料を充実したものにすることが出来た。
初めて担当する授業であり、初めて使用するテキストで不安もあったが、難しめのテキストも配付資料のお陰
で、受講生が理解を深めることが出来たと思う。
提出物を整理して頂いたので、教員が出席状況と学生の理解度を把握するのに役に立った。整理された提出物
は、学生に返却され、試験勉強にも役だったと思う。

【基礎演習（水・通年）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
最初の打ち合わせの際に、基礎演習を受講していた経験から、一年生が負担に感じない作業量について助言を
頂き、クラス運営の進行について大変役に立った。
また、受講生の中には、中国からの留学生もおり、彼の最初の時間割の登録には丁寧にアドバイスをしてもらい、
大学生活を安心してスタートさせるのに役に立ったと思う。
感想文、巡検レポート、小論文の添削にあたっては、丁寧に添削をして頂き、学生の文章力向上にいくらかでも役
に立ったと思う。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）

（地域環境政策学科）
【基礎演習（月・通年）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
最初の打ち合わせの際に、基礎演習を受講していた経験から、一年生が負担に感じない作業量について助言を
頂き、クラス運営の進行について大変役に立った。
また、受講生の中には、台湾からの留学生もおり、彼の最初の時間割の登録には丁寧にアドバイスをしてもらい、
大学生活を安心してスタートさせるのに役に立ったと思う。
感想文、巡検レポート、小論文の添削にあたっては、丁寧に添削をして頂き、学生の文章力向上にいくらかでも役
に立ったと思う。
【環境教育論（後期）】（地域環境政策学科・砂川かおり）
配付教材の資料収集作業を担当して頂くことで、図などを盛り込んだり、わかりやすい配付資料を学生に提供でき
た。
野外実習では、貝の調査等があり、実習のための器具の準備、実習中の荷物の運搬や作業場の設置、調査デー
ターの整理とガルーン上への情報共有化、学生への連絡なども担当してもらい、それによって、受講生が野外実
習と報告書作成をスムーズに行うことができた。
また、受講生による環境教育プログラムづくりにあたっては、複数に分かれたグループに教員と手分けをしながら
助言を与えたりして、効率的に指導を行うことが出来た。
全体的に、受講生には授業が楽しかったと感想を頂くなど、去年度よりも成果ある授業が行えた。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）

（企業システム学科）
【情報リテラシー演習（前期）】（企業システム学科・東るみ子）
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
いなかった昨年度に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）】（企業システム学科・東るみ子）
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
いなかった昨年度に比べると理解できた学生が増えている状況である。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）

（日本文化学科）
【中国語Ⅱ】（日本文化学科・兼本敏）
一般的に大学で初めて学習する語学教科では、各学生の語学学習経験や既習事項および語感と呼ばれる言語
学習への適性が影響してくる。特に１年次の場合は素直に学習しようとするが２年次以上からは照れや低学年次
への見栄なのか素直な集中や口頭練習への参加が遅れてくる。このような学生は口頭練習の日々の積み重ねも
弱く、習得度の低下が日増しに顕著になる。
教師一人で学習速度と習得度の異なる学生を同一時間と同一空間で公平に扱うことは不可能であるが、SAの
活用で、遅れた学生への補助を講義時間内にでき受講生にとっても居残り、自信喪失、面子を失うことも無く講義
に参加できた。
実際、４年次や数年前に中国語Ⅰを学習し今回中国語Ⅱを履修に来た学生のほとんどは単位取得レベルに達
することができた。学生本人達がSAに感謝の言葉を述べていたことが印象的であった。
【中国語Ⅳ】（日本文化学科・兼本敏）
このレベルでは、優劣が明らかなので、レベルの低い学生に常時付き添ってもらい、彼らの手助けになった。結果
として留学へ行く事を決定した学生も出た。スピーチコンテスト参加者も５名以上と多かった。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）

（社会文化学科）
【フレッシュマンセミナー】（社会文化学科・藤波潔）
① 文章作成演習に際しては、従来、担当者が一人で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
基づいて助言していたため、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。
【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、データの整理等をより
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、データの整理等をより
スムーズに行うことができた。
【実習（集中）】（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、データの整理等をより
スムーズに行うことができた。
【南島民俗学Ⅱ（後期）】（社会文化学科・稲福みき子）
受講学生が多いため、これまで印刷物の配布、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。
【文化人類学概論Ⅱ（後期）】（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。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）

（人間福祉学科）
【社会調査の企画と設計（後期）】（人間福祉学科・安次富郁哉）
コンピュータを使用しての講義は毎回、「技術の差」が見られることである。この辺りをSAを活用して、ボトムアップ
できたのではないかと思う。
【社会調査の基礎（前期）】（人間福祉学科・安次富郁哉）
本講義は手段としてコンピュータ操作が必要になるが、その操作に追いつけない学生にとっては大きくプラスに
なったと思う。また、講義中の教員に質問できない質問についても教育支援者へ気軽に質問しているように見受
けられた。私自身は講義事前の機器準備、出欠票配布回収に手間暇がかからなくなったこと、コンピュータの基
本操作に時間を割かれ、他の学生の講義進行に影響がでなくなったことに大きくプラスになったと感じている。た
だ、まだまだ教育支援者の活用が十分でなく（どのような場面で活用するのか、したらよいのか）、一般講義の中
での活用を躊躇するところがある。
【社会福祉援助技術現場実習指導（前期）】（人間福祉学科・岩田直子）
・障害学生に対してきめ細やかな支援をすることができた。
・授業に集中することができた。
【相談援助演習（通年）】（人間福祉学科・岩田直子）
・グループ学習の質が高まった。特に、とまどっている学生が主体的に学習に参加するようになった。
・福祉機器等を使った授業は効果的だが準備がたいへん。だが、SAのサポートのおかげで積極的に取り組むこと
ができた。
【相談援助演習（通年）】（人間福祉学科・比嘉昌哉）
本授業は普通の授業と異なり、ほぼ毎回小レポートを課したり、大学外での活動である「施設体験学習」などを実
施するなどしたため、資料の準備や課題の整理等が多くあった。SAがそれらをきちんと行ったため、授業内容の
向上につながったと考える。SAが模範例として行うロールプレイは、非常に参考になったと考える。身近な先輩
が、授業のフォローをしてくれるので、受講生にとっては質問等がしやすかったであろう。また、１校目からの講義
であったため、遅刻者への対応も助かった。学生の遅刻によっていちいち授業が中断していては、特に演習の場
合大きなロスなる。
【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）
指導案作り（授業内容）について学生の立場から意見してもらったことを大きい。とても参考になった。６校目という
ことで、遅刻で入ってくる学生が多くいたが、その際に適時対応してくれた。これまでなら、授業が中断してしまった
であろうが、スムーズに展開できた。
また、学生の学びを深めるために、小テストを３回実施し、その準備と評価に時間がかかったが、そのフォローをし
てくれた。受講している学生に取っては、歳の近い（同じ）SAが存在したことで、質問等もしやすかったであろう。
【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）
当たり前のことだが、授業時の配付資料や出席管理等をサポートしてくれたことで、指導案作り(授業内容検討)に
時間が割けた。また、受講生にとっては年齢の近いSAには質問等がしやすかったようである。授業の内容等につ
いても一度受講しているSAの意見は役に立った。
【精神医学（通年）】（人間福祉学科・知名孝）
年間12名の講師が講義を行うものなので、その講師との配付資料、パワーポイント、課題、テストなどの連絡調整
がスムーズになった。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）
（人間福祉学科）
【専門演習（通年）】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
教員側から学生に発言を求めても、自発的に答えようとする者は少ない。これは特にゼミ形式で運営する上では
思案に暮れる状況である。しかしこの授業ではSAの安次嶺さんに、発言の口火を切る、学生の発言が滞る時に
意見を述べる、といった学生の発言へ繋げる役割を担ってもらった。あらゆる面で学生と教員間の緩衝材として機
能していた。
【国際福祉演習（通年）】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
本講義は受講生への配布資料が多いため、教材の作成補助において非常に助けられた。受講生の課題研究作
成に対し良く目を配っており、また的確な助言をして受講生の学びを深めた。
【基礎演習（通年）】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
上級生が本講義の教育支援者として入ることで、上級生が今まで培った知識と経験を活かし、下級生へ学生生活
に必要な基本的な事柄を、学生の視点から伝えることができ、受講生の学ぶ技術の向上へと繋がっていた。
【老年学概論Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・D.ウィルコックス）
事前に教員と打ち合わせたことに加え、学生の視点を以て、学生が分かりにくい点に対して補足説明を入れること
で、受講生の本講義への理解を助けていた。講義前の機材準備を常に気にかけてくれて、仲宗根さんのおかげで
スムーズに毎回の講義に入ることが出来た。パワーポイントのスライドの準備では、英語の専門用語が多くかなり
難易度が高かったが、日本語への翻訳に尽力し、受講生の参考になる文献を自主的に探してくれたり、受講生の
理解の大きな助けとなった。受講生数がかなり多い講義であったので、出席管理においても非常に助かった。
【福祉と倫理（後期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
受講者が少なかったこともあり、ディスカッションにおける各人の意見を整理して打ち込んで、次回の授業における
ディスカッションの出発点にするといったかたちで、問題に関する考察をクラス全体で深化させることができた。当
該教育支援者が心理学を専攻していたこともあり、受講学生の議論への主体的な参加をどのように導くかというこ
とについて担当教員としても教えられるところがあった。
【ライティング・スキル（後期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
どのように書くのがネイティヴとして自然かということには専門的な観点と一般的な観点の両面があり、専門的な
観点もいくらかもった学生が相談相手になってくれることは、当該科目の専門家ではない担当教員の指導がバラ
ンスのとれたものになるのに資するところがあったと思われる。
【倫理学Ⅱ（後期）】（人間福祉学科・小柳正弘）
登録者数が100名をこえ、従来、小中規模のクラスでおこなっていた小レポートの受講者ごとのファイル管理は行
えなかったが、支援のおかげで前半、数回にわたり小レポートを実施して、一定の双方向性を保つことができた。
【倫理学概論（通年）】（人間福祉学科・小柳正弘）
登録者数60名という人数であったが、支援のおかげで双方向性の高い授業が行えた。とくに、グループ・ディス
カッションは支援のおかげではじめて実施することができた。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）

（人間福祉学科）
【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の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きた。
・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個々の質問に、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、資料配布、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】（人間福祉学科・井村弘子）
① 身近な先輩学生が授業に入ることにより、質問等が積極的に出るなど、学習意欲が向上した。
② 学生の提出レポートについて、迅速にきめ細かい添削を施した上で個別にフィードバックすることができ、レ
ポート作成能力の向上につながった。
【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・上田幸彦）
・学生のレポートは、次第によくなっていった。
・自分達で、進められるところは、進められるようになった。
・学生がグループで学習しやすくなった。（SAがつなぎ役になった）
【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はできな
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。
【心理学基礎演習（通年）】（人間福祉学科・山入端津由）
従来、被観察グループに課題を実行させ、ビデオ撮影を行い、その間、他の被観察グループ（約２グループ）は、
別の教室で自習という形態をとっていた。行動観察（同ビデオの）中も、同様であった。SAの採用で、SAにビデオ
撮影をしてもらい、担任は、他のグループへの講義指導に時間を使うことが可能となった。その他、広範囲な指
導、教育が可能となった。
【動作法（前期）】（人間福祉学科・平山篤史）

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）
この講義では、実習を重視し、対人援助技術を学ぶ講義であるため、マニュアルどおりの形式化した関わり方を教
えるのではなく、援助する相手に応じた細かいやり取りの工夫を教えなければならない。しかし、ＳＡ導入前は、教
員一人では、個々に応じた関わり方への指導に対応が困難であった。ＳＡ導入により、学生個々の関わり方にき
め細かな指導をすることができるようになった。また、学生が技術習得の際に、どのような点に難しさを感じ、疑問
に思っているのか、どういう指導やアドバイスがほしいのかという学生側のニーズが拾いやすくなった。 また、Ｓ
Ａが他の受講学生にとってのモデルにもなっているようである。 今回の講義を受講したことで動作法による支援
にも興味をもち、学外で開催されている障害児への支援ボランティアに新たに2名の学生が参加するようになっ
た。
【グループアプローチ（後期）】（人間福祉学科・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と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。
【知覚心理学（前期）】（人間福祉学科・前堂志乃）
・実験に必要な刺激材料の作成、実験器具の運搬・保守管理など、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。
・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、資料配布、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考えるようになったと感じている。

（教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）を採用して、どのような授業改善に繋ったか）

（教職科目）
【教職総合演習（前期）】（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善されました。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。
【教職総合演習（月・水／後期））】（人間福祉学科・上田真弓） ＊月も同様のシラバス・職務内容
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。授業記録をとることと学生や授業進
行へのサポートの両立は1人では無理な部分がありました。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）
・採用した教育支援者は、担当科目の受講経験者でもあり、学科の先輩と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。

・初年度ということもあり、教育支援者の活用の仕方を模索した１年間でした。前期の実験・実習レポートの添
削においては、SAは丁寧に、かつ、いろいろと工夫を凝らして添削作業をこなしてくれました。添削してもらっ
たレポートを学生にすぐフィードバックすることができ、これは学生からも好評でした。SAの支援が学生の教
育に十分生かされたと思います。後期の活動については、教員の補助、質問への対応補助にとどまりまし
た。SAの活用方法について、教員側のプログラム案が十分でなかったことで、前期ほどは有効にSAを活用
できなかったことが残念に思います。学生の感想を見ると、身近な先輩学生が学習活動を支援してくれること
は、学生にとって、とても心強かったようです。なお、１月下旬に私（教員）がインフルエンザに罹患し、講義を
休まざるを得なくなったときに、ゼミ発表会が近い時期であったことから、教員不在の状況下で、SAに学生支
援を依頼しました。本来の活用の枠を逸していることは承知しておりますが、そのような事情ですのでご容赦
ください。

・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、学年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。
・TA、ST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。
・TA、ST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。
・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。受講学生が多いため、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、西田愛華はまじめに職務をこなし、本人の勉学にも有効に働いたのではないかと思う。
・上原君、川平君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。
自身の修士論文のテーマと直接関わらないものもディベートのテーマとなったため、準備に苦労したところ
もあったと見受けられるが、法律解釈についての考え方、とりわけ、同じ条文（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。このことは、彼らが今後修士論文を作成していく上でも役に立つ経
験であったのではないかと考える。
・SAには聴覚障害学生の情報保障をお願いした。夏休みに実施された社会福祉実習では、実習先の福祉施
設に行ってもらった。たいへんな仕事だったと思うが、期待以上の活躍してくれた。実習担当者からも良い評
価をもらった。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）

・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、つまづいて、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。
・２名とも、やさしい、相手をふんわりと受け止めるキャラクターであったため、学生自身が動いてそれを補助
するという学生中心の対応の仕方だったので、そのお陰で学生の自発性が育ってきたように感じた。
・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（教員か
ら学ぶこともあれば、自分達で積極的に調べたり考えたりしていたようです）格段に成長し、これからの本人
達の学びにも大いに期待を持っている。

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も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。

・社会福祉相談援助の技術を指導する上で、個々の学生の変化や疑問、とまどいに柔軟に対応することが
求められるが、SAがフォローしてくれたので質の高い指導や対応をすることができた。
・年齢が近い先輩的存在のSAはよい模範となった。
・SAにとっても学びの場になると思った。

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も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。

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も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。

今回導入いただいた「精神医学」のような専門教育を現場の方々に講義いただくようななかでは、講義のた
めの準備は重要な部分であり、教育支援者の役割は大きなものであったと考える。
・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る場面が沢山あって感謝してい
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、つまづいて、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、相手をふんわりと受けとめるキャラクターであったため、学生自身が動いてそれを補助
するという学生中心の対応の仕方だったので、そのお陰で学生の自発性が育ってきたように感じた。
・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（教員か
ら学ぶこともあれば、自分達で積極的に調べたり考えたりしていたようです）格段に成長し、これからの本人
達の学びにも大いに期待を持っている。
本講義では事前にパワーポイントの準備を行う必要があるが、仲宗根さんはスライド準備の補佐役として一
生懸命に取り組んでくれた。とても真面目な性格で、SAとしての熱心な働きぶりに大変感心した。教員側から
指示する以上の働きを常に見せてくれ、教員としても仲宗根さんの業務に対して大きな信頼を置くことが出来
た。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）

学生への連絡・調査役として非常に良く働き、学生からの信頼も厚かった。授業外でも学生間の交流に一役
買っていたようである。安次嶺さんは昨年度の本講義履修生で勝手を知っていることもあり、学生達の見本と
して良い作用があった。
本講義の履修経験がないにも拘らず、何事にも献身的に取り組んでくれており、正義感が強く、他のSAの相
談役となって助言することもあった。受講生だけでなく他のSAの見本として影響を与えていた。責任感が強
く、行動力もあり、SAとしての役割を十分に果たしてくれた。
本講義の履修経験がないにも拘らず、何事にも献身的に取り組んでくれており、正義感が強く、他のSAの相
談役となって助言することもあった。受講生だけでなく他のSAの見本として影響を与えていた。責任感が強
く、行動力もあり、SAとしての役割を十分に果たしてくれた。
とてもまじめで、作業のスピードが速く、予定していた時間内に作業が完了したので、良かった。提出物の整
理など、退屈な作業もあったと思うが、丁寧にこなして頂いた。
とてもまじめで、作業のスピードが速く、一度担当した仕事は、予定していた時間内に作業が完了したので、
良かった。提出物の整理など、退屈な作業もあったと思うが、丁寧にこなして頂いた。
４年次であったために、前期は就職活動などが忙しく、計画どおりに行かないこともあったが、後期からは時
間に余裕がでてきたため、予定していた仕事をスムーズにこなして頂いた。
とてもまじめで、丁寧に添削の補助をしていただいた。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。
とてもまじめで、丁寧に添削の補助をしていただいた。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。
当該教育支援者は、社会人として各種の実務経験があり、教材作成などにかかわる実務に高い処理能力を
示してくれた。
当該教育支援者は、日本語教育を副専攻とする学生であったため、担当科目の専門家ではない担当教員に
とって種々の有益な助言をうることができた。
当該教育支援者は前期にSA活用の実績のある教員のもとで経験を積んでいたので当方としては要領のい
い支援がうけられた。受講登録118名と大人数だったが、小レポートの回収や提出状況の確認などの作業を
要領よく処理してくれてありがたかった。
当該教育支援者は前期にSA活用の実績のある教員のもとで経験を積んでいたので当方としては要領のい
い支援がうけられた。とくにグループ・ディスカッションを実施した際は、提出されたグループごとのまとめや質
疑応答の打ち込みなど作業が立てこんだが、要領よく処理してくれてありがたかった。
非常にまじめに取り組んでくれた。学生への助言、指導はとても的確であった。
金城優華さん 担当科目にとても知識があり、授業中のプログラムづくりにも在学生に適切なアドバイスを与
えており、良かった。しかし、野外授業などでは、現場が自宅から離れていたためか、遅刻もあり、希望してい
た業務をお願いできないこともあった。全体的には、とても頑張ってくれて、学生たちにも良い助言を与えてい
ただいた。
比嘉拓也君 担当科目は専門外ではあったが、予定した時間には必ず来て作業を丁寧にこなしてくれた。野
外実習の準備、実施の補助、片付けなどとても丁寧にやって頂いた。

（教育支援者に対する授業担当教員の意見・感想）

この授業は、グループワークが中心であり、体験型の授業であるため、状況を見て臨機応変に対応する必要
があり、リーダーシップ、柔軟性、他者への配慮などが必要であったと思われる。採用したSAの二人は、それ
ぞれの個性を生かしながら良く対応してくれたと思う。また、授業での経験を普段の学生生活にも生かし、専
攻の様々な行事やボランティア、就職活動に活かしてくれたのもよかった。

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
と聞いているが、もっとまとまった時間で打ち合わせをする時間をとる必要があったと反省している。

積極的に援助にかかわってもらった。実習デザインは、前年に経験したものであり、内容についての事前オ
リエンテーションには時間かからなかった。ただ、質問紙のデザイン、統計処理方法について指導がもう少し
必要であったと思った。

SAの場合、教室内で学生同士の接触になるのではないかと懸念していたが、教職を履修している関係で
教室内での発言や学生に対する学習支援は理想的で効果的であった。
積極的な学生への支援は評価できるが、無意識にSAとしてではなく教師として指導したがる傾向があっ
た。このような傾向は初期段階で注意したので改善されたが、本人は少々物足りないような反応だった。
将来の教師としての資質は確認できたが、大学での講義と中高校での授業の区別が明確ではないようで
ある。これは、私自身の教訓でもあった。今後日本人学生や日本人の教員と共同で仕事をする際は事前に
共通認識として確認すべき点である。

授講時にもう少し自信を持って堂々として欲しい。
学生の中に既に留学経験者が居たので少々やり辛いのであったのだろうが、SAは教員と同等の立場として
学生へ臨んで欲しい。
同学科の学生ということで、多少遠慮するところがみられたが、もう少し、積極的に声かけをしてもよいので
は。
授業の前後の打ち合わせから、授業内での補助まで細かくフォローしてくれた。２コマ連続というハードな授
業であったが熱心に取り組んでくれた。「授業外」も資料作成等に一生懸命取り組んでくれたので、とても助
かった。
毎回、講義前日には教員にメールを送ってくれ、準備物の確認等を行ってくれた。そのため、教員が忘れてし
まいかねないところも、フォローしてくれた。月１回の授業外の作業も忙しい時間を調整して対応してくれた。
感謝している。
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、授業前に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的確でした。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。支援者本人の研究課題
とも関係する部分があることもあり、自発的に学生の様子を見たり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出来ました。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多々あり、支援者の的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）

もともと動作法という援助技法への関心の高い学生であり、学外の研修会・支援ボランティアに参加経験の
ある学生であったので、安心して任せることができた。4年次の浦崎君は、自らの卒業論文のテーマにも関連
づけて、単なるアルバイトではなく、研究や支援技術の向上につなげる姿勢に好感が持てた。3年次の山城
君も、今回のＳＡをきっかけにこれまで以上に、学外での動作法での支援活動に取り組むようになり、現在は
大学院の進学も視野にいれて、勉学に取り組むようになった。 学生は、今回のＳＡの仕事に従事し、役割
を与えられることで、責任と自覚と自信が芽生え学生自身の成長につながっていくものと思われた。
講義開始前に、講義内容及び講義の流れを説明した。教員と教育支援者との情報共有を行った。これに対
する教育支援者への時給が発生していないことが今回の懸案事項である。授業外業務として採用計画書に
経常すべきであったと反省している。後期にも１名採用予定者がいるが、①すでに計画書を提出しているこ
と、また、②前期と後期教育支援者の公平性という観点からそのままで実施した方がよいのでは、と思案中
である。ご教示いただければ幸甚です。
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も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。

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だったようである。

休むこともなく、前日には連絡をくれきちんと準備をしてくれた(前日に連絡取り合うことは、お互いに事前オリ
で確認していた)。また、授業の準備も彼女の授業時間を調整してもらった上で、月１ペースの授業時間外を
活用し、準備してくれた。感謝している。
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的確でした。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。支援者本人の研究課題
とも関係する部分があることもあり、自発的に学生の様子を見たり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出来ました。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多々あり、支援者の的確な情報提供は授業の進行に大変役立つものでした。

（教育支援者制度に関する意見・要望）

限られた時間の中でSAをどのように活用するか、SAを視野に入れた講義案・SA活用プランを明確にしておく必
要を感じました。これは教員側の反省です。要望としては、SA・TAの応募期間をもう少し長めにとっていただきた
いと思います。後期の成績評価が出てから数日内に応募締め切りという現状では、学生にSA応募の情報を周知
することが難しいです。応募締め切りをあと１週間ずらしていただくだけでも、優秀で意欲のある学生に幅広く声
かけできると思います。ご考慮いただければ幸いです。

実習については、TASA制度は機能したように思う。
演習については、TASA制度は機能したように思う。
基礎演習については、TASA制度は機能したように思う。
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。
卒業論文演習については、TA制度は機能したように思う。
・たいへん有効な制度。ぜひこれからも続けてほしい。
・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え刺激しあえる「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。
実習形式の講義に関しては、SAは必要であると考える。
・非常に効果的な制度。これからも続けてほしい。
実習形式の講義に関しては、SAは必要であると考える。
実習形式の講義に関しては、SAは必要であると考える。
今後も授業の質を高めるためにも活用していきたいと思う。
・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え刺激しあえる「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。
特に、なし
この制度に関しては、初めての利用であったために、計画通りに行かないこともありましたが、事務局に柔軟に
対応して頂いたお陰で、制度の目的は達成できたと思います。
この制度に関しては、初めての利用であったために、計画通りに行かないこともありましたが、事務局に柔軟に
対応して頂いたお陰で、制度の目的は達成できたと思います。受講生の中でもこの制度に対する評価が様々な
ようなので、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と思いま
す。

（教育支援者制度に関する意見・要望）

当初、採用を予定していた教育支援者が直前になってキャンセルしたため、急遽もう一人の採用予定者に２ク
ラス分の仕事をお願いすることになったが、キャンセルなどが出た場合には、応募している学生中から再度選出
し、補充しても良いのではないかと思う。
この制度に関しては、初めての利用であったために、計画通りに行かないこともありましたが、事務局に柔軟に
対応して頂いたお陰で、制度の目的は達成できたと思います。
一度出張の際（10月25日）に、教育支援者から受講生に課題を伝えることと、課題を行うに当たって質問への
回答などの業務をお願いしました。私自身、授業の代行をさせたという認識は持っていないのですが、受講生に
そのように受け取られかねない業務内容であったため、今後は制度の運用方法に留意していきます。
また、受講生の中でもこの制度に対する評価が様々なようなので、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。
教育支援者という学生よりの第三者が授業に参与することは、教員が自身の授業を対象化する、よいきっかけに
なると思う。
教育支援者としての経験は、当該学生の専門性を錬磨する上でも、実務に関わる社会人としての基本的な素養
を涵養する上でも、有意義なものだと思う。

大規模クラスの場合、授業をつつがなく進行させること自体にある種の困難がともなう。たとえば、マイクの手渡
しといった些細なことでも、教員は大教室の端から端まで走り回らねばならず、実質的なことに集中できない。小
レポートのようなものも提出状況の確認自体が手間がかかる。そういう作業を支援することは、華々しい授業改
善の成果がなくても、授業の実質を確保する上で意義のあることだと思う。
支援は教員の授業改善の意欲を高めるうえで有効だと感じた。
・全科目に配置できるようにしてほしい。
・計画書、報告書は、簡便で済むようにしていただきたい。
この制度に関しては、初めての利用であったために、計画通りに行かないこともありましたが、事務局に柔軟に
対応して頂いたお陰で、制度の目的は達成できたと思います。
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年次を採用したいときにも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、何かいい方法であれば助かります。

非常に優れたシステムである。SAの教育訓練にもなり、教員の教育範囲及び教育内容の充実化にも効果があ
り、レポートの仕上げも比較的前年の例と比べるとよかった。実験、演習には是非不要。

語学クラスは本来上限が18名程度されているが、本学の現状では45名となっている。語学を習得するには発
話練習と人前での口答練習を通す必要がある。教師１名で限られた講義時間内に実際に質疑応答を満遍なく行
うことは不可能である。しかし、この制度の導入で、受講生が語学の習得を実現できる可能性が大きくなったと確
信した。ただ、支援者へのオリエンテーションだけでは効果が上がらず、ある程度の訓練時間が必要だと感じた。
また、仕事としてとらえた場合、担当教員と支援者および学生の評価のみでは客観性に少々欠ける懸念がある
と感じる。同時に今後の改善へもつながりにくいと思う。

（教育支援者制度に関する意見・要望）

事前研修を実際の教室で学生を受け手に行なえる事が理想的である。このレベルには既に流暢な中国語を話
す学生も居り、指導が多岐に渡る。

まだまだ未知数、ただ学生を単純作業に使ったり、教員の業務量縮小のために大半利用しているような気がす
る。
新規の科目については教員も手探りのため、非常に苦労する。そのため、新規科目についてはSAを優先的に配
置してほしい。
予算の問題もあると考えるが、継続して実施してほしい。
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。ただ、教員が記
載する書類について、もう少し簡略化出来ないものかと思います。勤務してほしい時間はこちらから提出するにし
ろ、その支払い金額までこちらで計算する必要があるのかどうか。また、授業の後半は授業内容に対して時間に
余裕がないので、この時間に学生アンケートをとるのが負担です。授業評価アンケートもあり、学生にとって、ア
ンケートばかり書かされる感じになります。授業時間を削らなくてはならなくなるのですが、それがうまく出来ず、
結果として学生も後の時間におわれながらしかアンケートの記入が出来ない、ということになります。善後策が思
いつかないのですが……。

学生に対して、教学課からしっかりとオリエンテーションされているので、安心して仕事をお願いできます。ありが
とうございます。また、学生の手当て手続きのことなども教学課にお任せできるので、教員の負担も少なく助かっ
ています。今後ともよろしくお願いいたします。 この講義に関しては、特別な技術を要するので、今後も、学外
の研修に事前に参加している学生や本講義を受講済みの学生をＳＡの条件にしていきたいと思っています。

自分自身本制度の運用方法をまだ熟知していないところがあって、一般講義での採用を躊躇するところがある。
いかにすれば自分の講義、受講する学生にとってプラスになるのか、また、教育支援者にとってプラスになるの
かを十分に考えた上で、来年度から採用を考えたいと思っている。一部の教員の中には手足・秘書的に使ってい
るものもいる（私のあくまでも状況からの推測ですが）ように感じる。本来の趣旨からはずれた制度であってはい
けないと思う。予算があるから制度を利用してください（追加採用からの意見です）ではこのような事態をまねく大
きな要因になりかねない。初年度を振り返り、次年度からは・・・と発展させていくべきだと考える。本来の趣旨に
則って実施されているのか十分に評価していただきたい。
実習形式の講義に関しては、SAは必要であると考える。
実習形式の講義に関しては、SAは必要であると考える。
SA制度の予算は限られていると思いますが、今後もより発展させる形で実施してほしい。希望教員が増加した時
のルール作りも事前に整備しておく必要があると考えます。また、私のSAに直接関わることではありませんが、
SA制度全体について一言。SA採用時には担当ゼミ教員の推薦が必要なルールになっていますが、年度初め(前
期)に認められた学生については、後期も自動的に認めてもいいと思います。形式的な書類の提出は余り意味が
ないと考えます。

（教育支援者制度に関する意見・要望）

今回、教育支援者制度を利用することによって、授業改善につながりました。もう少し丁寧な授業進行をしたいと
状況の前で忸怩たる思いをしたこともありましたが、今回教育支援者の制度を利用することで改善が図れた部分
が多々ありました。ありがとうございました。授業を受ける学生にとっても、授業者にとっても、教育支援者にとっ
ても利益があるとてもよい制度だと思います。 前期の状況をもとにして、よりよい授業展開のために後期は2
名採用することを考えていましたが、かないませんでした。その件についてとても残念に思っています。後期の受
付の締め切りに私が｢気付かなかった｣ことが原因なのですが、ぜひ改善していただきたいので記入します。
ひとつにはアンケートや出勤簿への押印など、細かな情報についてメールが届くのに、まさか、後期の募集につ
いて案内が届かないとは思っていませんでした。（後期も活用したいと言うことについては公式にではないです
が、お伝えしてありました。）情報共有掲示板もときどき目を通していたのですが、重要事項と言うよりはよりよい
活用のために、というサポート的な内容が多く、また、更新されない期間もあったりして、必ず目を通すものだとは
認識していませんでした。後で見直しても後期の募集についての案内は数行で、他の情報に取り紛れている状
態です。そして、これは改善を検討していただきたいのですが、後期の募集を｢二次募集｣と記載する理由はある
のでしょうか？実は、掲示板で案内を｢見かけた｣ときに、｢二次募集｣と記載されていたために前期の教育支援者
の｢二次募集｣だと認識してしまいました。一般的な用語として｢二次募集｣は本来の定員に欠員が出た場合や、ま
た余裕がある場合、調整の場合などに使われます。（そういう意味では後期の教育支援者の｢二次募集｣をしてい
ただけたら！と思います。）｢後期｣と書いてあれば多分気がついたと思います。残念です。アンケートや報告書の
煩雑さ、成果の確認にかける時間や手間に対して、本当に必要な情報の提供が取りこぼれてしまっているので
はないかと感じました。

１．あなたは教員の行う教育を補佐 補助した
１．あなたは教員の行う教育を補佐・補助した
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2 教員はあなたに授業計画内容を作成させた
2．教員はあなたに授業計画内容を作成させた
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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
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
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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
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
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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
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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
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
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7 教員はあなたに授業と関係のない業務をさせた
7．教員はあなたに授業と関係のない業務をさせた
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8 教員はあなたに授業時間外の業務を与えた
8．教員はあなたに授業時間外の業務を与えた
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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
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10 教員はあなたに適切な業務と指示を与えた
10．教員はあなたに適切な業務と指示を与えた
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11．あなたは適切に業務を遂行した
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12 教員との関係は良好であ
12．教員との関係は良好であった
教員との関係は良好であった
た
0%

はい
いいえ

100%

Ｑ1：授業の教育効果に関して
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
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%
19%
はい、詳しくありました
は
はい、簡単にありました
簡単 ありま た
いいえ 全くありませんでした
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②授業内容について
②授業内容に
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。
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。
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
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はい 簡単にありました
はい、簡単にありました
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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
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。
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いいえ あまりそう思いません
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いいえ、全くそう思いません

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
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。
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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
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
主体性：物事に進んで取り組む力
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働きかけ力 他人に働きかけ巻き込
働きかけ力：他人に働きかけ巻き込
む力
実行力：目的を設定し確実に行動す
る力
課題発見力：現状を分析し目的や課
題を明らかにする力
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
創造力 新しい価値を生み出す力
創造力：新しい価値を生み出す力
発信力：自分の意見をわかりやすく
伝える力
傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
柔軟性：意見の違いや立場の違い
を理解する力
情報把握力 自分と周囲の人々や
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
規律性：社会のルールや人との約束
を守る力
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※ポイント換算(1番が3点 2番が2点 3番が1点で換算）
※ポイント換算(1番が3点、2番が2点、3番が1点で換算）
主体性：物事に進んで取り組む力

0% 2%

0%

働きかけ力 他人に働きかけ巻き込
働きかけ力：他人に働きかけ巻き込
む力
実行力：目的を設定し確実に行動す
る力

3%
18%

課題発見力：現状を分析し目的や課
題を明らかにする力

19%

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

17%

7%
10%

4%
6%
0%

4%

10%

創造 新
創造力：新しい価値を生み出す力
値
発信力：自分の意見をわかりやすく伝
える力
傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
柔軟性 意見の違いや立場の違いを
柔軟性：意見の違いや立場の違いを
理解する力
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

①教育支援者（ＴＡ ＳＡ）業務のために費やされる時間
①教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）業務のために費やされる時間

0%
13%

はい、相当な負担でした

31%
はい 少し負担でした
はい、少し負担でした
いいえ、あまり負担は感じません
いいえ 全く負担は感じません
いいえ、全く負担は感じません

56%

②授業内容についてのより深い理解
0%
19%

はい、相当な負担でした
はい 少し負担でした
はい、少し負担でした

50%

いいえ、あまり負担は感じません

31%

いいえ、全く負担は感じません

③受講生とのコミュニケーション
0%
12%

はい 相当な負担でした
はい、相当な負担でした

19%

はい、少し負担でした
いいえ あまり負担は感じません
いいえ、あまり負担は感じません

69%

いいえ、全く負担は感じません

④教員とのコミュニケ ション
④教員とのコミュニケーション
0%
6%
19%

はい、相当な負担でした
な負担
はい 少し負担でした
はい、少し負担でした
いいえ、あまり負担は感じません

75%

いいえ、全く負担は感じません

Ｑ：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%

25%

はい、そう思います
は
はい、概ねそう思います
概ねそう思 ます
いいえ、あまりそう思いません

75%

いいえ、全くそう思いません

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。

授業運営を行う際に受講生の声を聞き、わかりにくいところがあればその時に改善したりなどを行うことがで
きました。 私達教育支援者が授業の補佐・補助を行うことで授業の流れをスムーズにし、受講生の学び
をより深く充実なものにしたと思います。 貢献できなかった点としては、受講生とのやりとりが少し足りな
かったことがあったので、その点は私自身の反省点かと思いました。

去年、同授業を受講していましたが、時間が足りず、実験を受けられない人が出たり、実験道具が足りず、
時間を持て余すといったことがありました。しかしＳＡとして、授業の補佐を行い、受講生は実験に専念し、Ｓ
Ａは各実験の補助や実験結果の回収等を行いました。各グループへ目が行き届き、受講生へスムーズに
授業に取り組めたと思います。 さらに深めるためには、もう少し受講生側に視点を置くことが大事である
と実感しました。受講生とのコミュニケーションや手があいたら、受講生を周り、一緒に実験等をすることで、
授業への関心も深まると思います。

動作法という学問は、実践的な授業です。ですから、４５人という生徒が常に疑問と戦っている授業なので
す。だからこそ一人の先生で授業をすると全ての生徒に対応することはできません。すると、対応出来な
かった生徒はおしゃべりをして、学習意欲が半減します。しかし、私たちが授業に入ることによって、数多く
の生徒に対応することができて、おしゃべりなどをして時間をもてあましたりすることが少なくなりました。こ
の授業でＳＡは、声をかける事の重要生を感じさせられました。

動作法という講義科目は受講に動作法を実際に行ってもらい技術や視点の指導を行います。従来は担当
教員1人に対して45名～50名の受講生を指導にあたるのは限界がありますが、今回SA制度が導入されたこ
とで授業の運営を円滑にできたこと、そして受講生と同じ学生の立場としての目線と担当教員の補佐という
ことで、受講生が教員に対して遠慮がちになる質問や疑問を自然にしてくれたことで、その情報を担当教員
に伝え共有することで、授業の改善や効率化を行えたことでした。 今年度は担当教員、SA2名ともに男性
であったため、来年度は女性のSAを導入できるとより良い運営ができると感じました。

主な職務内容は基本的なコンピュータの操作支援等である。講義の配付資料もコンピュータ上で取得し、各
自のUSB等に保存するという新しい試みなので、実際に操作が解らない学生や不慣れな学生が多くいた。
インターネットでのサイト閲覧も行われた。講義に追いついていない生徒には自主的に声をかけてサポート
することで全員が講義と同時進行で内容理解ができるような円滑な講義展開が行えたと感じる。マイクの準
備、ホワイトボードのペン補充、講義開始には出席票の配布などを行う。これらの補佐で講義のスタートが
スムーズに行えたことで、充実した講義を展開出来たと感じる。後方の席では文字が見づらい等迅速に講
師へ指摘したことで不満を解消することができた。貢献できなかったことは、操作支援がないと行う業務がな
いので困ったこと。そのような時間には主におしゃべりや寝ている学生への注意をする事や講義を聴くこと
が多くなる。そのため、生徒とのコミュニケーションを図り、時には緊張感ある関係構築の取り組みを通して
講義中のSAの存在をもっとアピールし、講義を受ける生徒の意識の向上に取り組むべきであったと感じる。

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と思われる点は、受講生に、授業終了前に次の
講義内容・予習範囲を伝えることによって、より深く講義で確認を受講することができたと思う。

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う点は、ゼミ生に確認を心がけるようにした
点。授業の中で先生が伝えたい事が、ちゃんと伝わっているかの確認を行った点。

私が担当させて頂いた授業はゼミ形式で、ただ座って講義を聞くのではなく、毎回の授業の中で、受講生が
各々の意見を求められ、ゼミの雰囲気が発言の自発性を左右する傾向が見られた。その為に、授業の中だ
けでなく、日常的に受講生に話しかけて、私や担当教員と受講生の、又、受講生同士の信頼関係作りを重
要視し、それに努めた。少しずつだが、授業中の発言の頻度も増え、内容も深いものになりつつある。 ま
た、ほぼ毎回の授業で受講生のプレゼンテーションの機会が設けられており、回を重ねるごとにその質を向
上出来るよう私から助言と感想を述べるように した。それを受けてプレゼンテーションの質の向上に多少な
りとも貢献出来たように思う。 以上の点において、特に受講生の｢学び｣を深めることに貢献出来たと思
う。

受講生の｢学び｣を深めることに貢献したと思われる点と、しなかったと思われる点の両方がある。まずは、
貢献したと思われる点は、授業前準備でプリント・資料をしっかり用意することで、毎週確実に資料配付がで
きた。そして、単位修得者であり、３年次と２年次の質問への対応、アドバイスができた。しかし、貢献しな
かった点もある。それは、受講生と積極的にコミュニケーションがとれていなかったことである。２年次から４
年次まで受講していたが、やはり質問する後輩としか直接接することができなかった。｢学び｣へ貢献する為
には、コミュニケーションが不可欠だと思う。受講生全体の｢学び｣を考えると、直接的な貢献があまりなかっ
たと思われる。 これを改善する為には、ＴＡ・ＳＡ制度を確実に学生に知ってもらうということも必要だと思
う。また、大講義の場合は受講生の人数も多く、学生一人ひとりへのサポートは困難である。従って、ＴＡ・Ｓ
Ａとコミュニケーションをとることができるコメントシートなどがあれば、有効的に活用していくことができるの
ではないかと思う。また、このシートを使用する際には、ＴＡ・ＳＡの非難にならないように記入可能な範囲
（暴言禁止）を定めることや、学籍番号、氏名の記入が必要だと考える。

私は主に講義内で、難聴学生の情報保護としてパソコンテイクと行いました。 昨年の講義では、テイクを
する人がいなく、受講している学生でローテーションでテイクをしたこともあるらしく、今回授業運営に参加す
ることで、受講学生の負担を減らし、ＳＡとしてテイクに入ることで、連続した関わりを持つことができました。
その延長上として夏休みは、実習へも参加する予定です。 難聴学生の情報保護として人数を確保し、す
べての講義にテイカ－が配置できるのは理想だと思いました。

「南島民俗学Ⅰ」では、専門用語を用いたものが多く、その解説を民俗学を専攻していない学生に対して行
いました。また、課題に対する助言を行い、スムーズに進むようにしました。 民俗学はどうしても専門用語
が多く、理解するのに時間がかかります。先生自身も解説に努めていましたが、学生に伝わるまでには授
業外でのTA・SAの助言が必要かと思いました。
社会文化学科１年次の必修科目であり、私の業務は出席管理・プリント配布・プロジェクターなどの機器設
置だったので、｢学び｣を深めるために直接貢献できたとは思っていません。 しかし、授業中の私語に対
する注意は、担当教員のペースをさえぎらない程度にしたので、授業運営の改善には貢献できたのではと
思います。

授業の補佐を行う上で、教員と生徒の立場に立てるので、指導教員が言いたいこと、生徒がわからないこと
などを間に入り取りもつことにより、スムーズに授業が進んだ。 昨年経験したことなので、生徒に伝えや
すかった。 もっともっと指導教員と話し合う機会、授業の進め方を打ち合わせする。

この授業では、学生がワードやエクセルの基本的な操作ができるように支援しました。先生の説明だけで
は、説明に集中して手元が動かなくて追いついていけない生徒が何人かいたので、個別で教えたりすること
が主でした。それの効果で、生徒の理解度が全体的にボトムアップしたと感じました。今後の大学生活で、
ワードやエクセルといったオフィス製品を使う機会がたくさんあるので、習得できなかった学生は4年間苦労
すると思います。大学生活を有意義に送ってほしいので、この教育支援者（ＳＡ・ＴＡ）業務は非常に大切だと
実感しました。

私が貢献したと思う業務内容は、とにかく困っている人を見かけたら、声を掛けて質問を聞きました。１年生
の担当だったので、授業に不慣れな分、先生などに声をかけづらい生徒などが大勢いました。困っている仕
草をしている生徒には声を掛け、｢学び｣に対して深い理解を得られるように努力しました。 受講生の｢学
び｣を深めるには、まず、すぐに答えを教えず、とにかく生徒自身でやらせて、答えを見つける事が大切だと
感じました。自ら答えを探す方法を見つけることで、他の答え探しにも通じるものだと思います。

本授業において、私は毎回詳細な授業記録を付け、担当教員に提出した。それによって、担当教員は翌週
の授業のはじめに、前時の振り返りとして受講生に還元することができていたと思われる。また、私は学部
生時代に本授業を受講しており、その際に｢受講生｣としての目線で感じたこと・考えたことを担当教員に伝
え、受講生がどのような授業を望んでいるか、どのような補助があると嬉しいのか、などを考える際の手立
てを示せたのではないかと思う。さらに、ＴＡという立ち位置は教師にも生徒にも近く、双方の思いをうまく結
びつけられる授業内容であったと感じる。例えば、授業の中であまり理解ができなかったことなどについて、
教師には伝えづらいことであっても、授業後に私の元へ寄ってきてこっそり伝えてくれるというようなことも
あった。それについては、私の答えられる範囲内のことであればその場で答えるなどして対応し、担当教員
に伝えた方がよいと感じたことは、私から生徒の名は出さずに伝えるなどした。 このように、教師・生徒の
架け橋となることができるという点で、私は本授業においての業務内容は授業運営の改善や受講生の学び
を深めることに大いに貢献したと自負している。

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。

教育支援者活動を通して、教員が行う授業の補佐・補助の大変さを知りました。また、同学年以外の学生が
受講生として受けているので、活動を行う際のコミュニケーションが難しく感じました。 しかし、活動を進め
ていくにつれ、補佐や補助にも慣れ、物事を進めていく上で臨機応変に対応していくことができるようになり
ました。また、受講生とのコミュニケーションもとれるようになったので、私自身の目標としてはとても良い経
験になったと思います。

このＳＡとしての活動を通じ、私は受講生とは違う支援者の立場にいるという責任感と、人前で活動し、受講
生と交わることで積極性を養うことができました。また、授業を通し、受講生と交わる中で、受講生の疑問か
ら初心に戻ることができ、学問に対し新しい視点を発見することができました。

私は教職を取っているので、伝える力はとても大事で、必要になってくると思っていました。なので、ＳＡとし
て活動して、どう伝えればわかりやすく身につけやすいのかと考え、ＳＡの活動を行ってきました。ですが、
まだまだ伝える力が身についたとは思っていませんが、そういう事を考えながらＳＡをした経験というもの
は、とても大きな力になっています。また、伝える力だけでなく、聞く力、理解力などもとても身についたと思
います。これらを使ってもっといいＳＡとして、後期に活かせると感じました。

学生から教える立場になったことで視野が広がり、自分のことをより客観的に捉えることができたこと。その
ことが物事の捉え方の柔軟性に繋がり、相手の立場を“わかる”から“理解して考える心構え”が身に付い
た。今回、SAで参加した科目は、二年生から継続して研究している分野であり、卒業論文のテーマであるた
め、実際に自分自身が指導する立場になることで理解力を深めることができた。また私は本大学院に進学
を希望しており、そこでも継続して動作法を研究したいと考えているので、ＳＡを行うことで研究目的を見つ
けるきっかけになったこともあり、自分の目標に向け成長できる財産になった。

学生を支援する傍らで、学生として、また社会人としての場を同時に学べたことを感じました。学生の立場で
学業に取り組むのは当然のこと、学生気分ではなく支援者であり、社会人として自分の意識の問題点を自
覚的に考え、責任を同時に養う場として活用できたことでした。 また、将来の相談員を目指し学習する身と
して、常に生徒の態度を観察しながら、何を考えているか、伝えたいのかという場面に多く遭遇することがで
きたことは、他者を支援する技術を身に付くための糧になると感じました。

教育支援者活動を通じて、物事に対して、主体的に動くようになった。臨機応変に行動をするように心がけ、
確認を行いながらも動くようになった。

教育支援者活動を通じて、物事に対して主体的に動くようになった。臨機応変に行動するように心がけ、確
認を行いながら動くようになった。

この授業は私が昨年度に履修したものであったが、教育支援者として関わるためには、より深い理解が求
められた。その為に、事前に教科書を読み込んだり、資料を探したり、分からないことを調べたりと、授業や
勤務以外で時間と労力を必要とするものだった。その分、この授業に関連する国際福祉について更に理解
が深まり、他の授業での理解も私自身、増したように思う。 教育支援者活動において、クラスの「潤滑剤」
的な役割を目指していたが、それは将来の目標である社会福祉士が実際に現場で求められるものだと思
う。今回は、その目標に向けて大変貴重な経験となった。

私自身の成長としては、時間の使い方が改善されたこと、責任感が身に付いたと感じる。また、他の講義を
受講する際の姿勢にも変化を感じることがある。今までは、計画をたてても実行まではできていなかった。し
かし、ＳＡを経験したことによって、空き時間を有効利用する、予定通りに行動することができるようになっ
た。また、学生であって学生ではない立場を経験することで、責任感が身に付いた。これは、学生としての視
点で、講義を受講する、そして、ＳＡとして受講生の様子をみる。そこから感じたことを教員に伝えることで、
教員が講義展開を調整していく。講義自体が変化するので、私自身の発言にしっかり責任を持たなければ
ならない。それを強く意識していくことができた。更に、他の講義を受講する際、教員の質問に対しては積極
的に応えるうようにし、講義に対する反応を示すようになった。講義外であっても教員とのコミュニケーション
をとることができてきた。担当教員とコミュニケーションをとることで、講義内容の理解がより深まる。これは
学生生活において、より専門的な知識を身に付けるという目標達成には必要不可欠なことだと感じる。

今回ＳＡとしてノートテイクに取り組んで、改めてノートテイクの意義や役割、立場、技術の向上を図ることが
できました。まだ、責任をもって与えられた役割を遂行する規律性を身につけることができたと思います。
与えられた仕事だけをやるのではなく、さらに自ら判断して動ける力を身につけたいです。

柔軟性を身につける事ができました。私自身の目標は民俗学を理解する事で、今回の授業を通して復習を
かねて民俗学をさらに深く理解する事ができました。

講義形式の授業であり、補助の業務しかしていないので、成長していないと思っています。担当教員がス
ムーズに講義を行えるようになったのであれば、幸いです。

学生と教員の間に立つことにより、双方の意見や伝えたいことなどを把握し、スムーズになるようにすること
から、人間関係や情報・全体把握能力の面で成長できたかと思う。それらの力は大学で学ぶ専門分野以外
の力で、社会に出ても必要とされる力なので、大きな成長となったと思う。

人に教えるということが好きで、ＳＡに応募したのですが、実際教えると自分の得意不得意も見えてきまし
た。私は｢わかってるつもり｣が多く、授業中先生に助けを求めるシーンが多々ありました。私は教員を目指
しており、｢わかってるつもり｣で教壇に立ってはいけないなと実感しました。また、教えても良い範囲とダメな
範囲があると気づき、後半はヒントを与えて考えさせる（先生の説明を思い出させる）ことを中心に支援して
いきました。貴重な体験ができ、様々なことに気づき、考えさせられる部分が多く、教育支援活動は良い勉
強になりました。

ＳＡの活動を通じて、様々なタイプの人と出会い、その人その人に合ったコミュニケーションの方法を学びま
した。大学生活での成長目標は、色々な人と出会い、その人に会ったコミュニケーションを取る事だと決めて
いました。その中でＳＡの業務を通して、物事を教えることで、自分にも深い理解が得られるようになり、授
業内容について生徒側と先生側、２つの視点から授業を観察することができました。

私は本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｣についてを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
の実践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、ＴＡ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経験す
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

る
も大切 ある 、研究テ
掲げる
あれ 、教師側 ら、
ような授業を行
徒 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。今回のＴＡ業務において、その点が最も鍛
えられたと共に、最も成長した部分であると感じる。 また、私は本授業において、詳細の授業記録を取り
つつ、受講生からの質疑にも応答し、担当教員の補助も行う、というように、一度にいくつかのことを同時に
こなしていた。そのような経験によって、様々な場面において臨機応変に、かつ柔軟に対応できる力が身に
付いたと感じる。
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。

教育支援者を行っている学生間での交流会などがあれば良いなと思いました。

教員とＳＡの時間の関係上、少し難しいかもしれないが、事前打ち合わせを充実させてほしい。

ＳＡの後継者を育てるプログラムなどがあればいいと思う。

ＴＡ・ＳＡを講義に導入する前に、事前に受講していた学生にアンケートをとることで、担当教員は授業運営
に最適なＳＡの人数や強化する部分が明確になり、導入後もスムーズに受講を運営できると思う。

SA制度を利用する講義数をもっと増やすべきであると感じる。今回担当してみて、スムーズに疑問点や問
題点を伝えることができるので、学生の声を反映する代弁者としての役割を狙ってほしいと感じる。 時間
外の労働について、担当講師の指示のもとSA授業以外の講義も臨時的な補佐も含めて就労可能になるよ
う規則を作ってほしい。 授業以外に、大学側の業務運営にも参加させてほしい。

毎月の活動計画書の提出が求められたが、勤務時間に関して、ほとんど計画書の記述通りにはいかなかっ
た。今回はその点に関して、教学課の職員の方々には大変ご迷惑をおかけした。 おそらく、後期も同様に
なると思われ、その点ご理解頂ければと思います。

上記にも記述したが、大講義で直接学生の｢学び｣をサポートすることは少々困難であると感じる。コメント
シートなどの導入が可能であれば、取り入れてほしいと思う。

現時点では特にありません。

制度に関してはありません。ただ、月に一度でいいので、プロジェクター等の点検をちゃんと行ってほしいで
す。ＳＡでも動かせず、学務課の方を呼んでも動きませんでした。よろしくお願いします。

毎回の授業ではＳＡは一人でこと足りるのですが、授業の内容によっては支援者一人では手が回らないこと
も少々ありました。なので、予め質問が多そうだなという授業の時には支援者をもう一人設けるなどの工夫
も必要かなと思いました。

本授業のように、ワークショップ型の授業は、生徒数が多いと困難になる課題が多くある。しかし、生徒数を
減らすことができないのであれば、ＴＡやＳＡをもっと多く導入することにより、その課題は解決できると思わ
れるため、本授業において、後期は２次募集をかけて頂けたら嬉しい。また、出勤日に関してだが、｢テスト
期間はＴＡ・ＳＡは雇えない｣という点について、要望がある。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。そのため、学びの集大成である授業最終日に授業に参加できないということは非常にもったいなく感
じる。よって、授業内容によって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よい制度となる
だろう。

【教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）業務内容について】
【教育支援者（ＴＡ
ＳＡ）業務内容について】
１．あなたは教員の行う教育を補佐
１．あなたは教員の行う教育を補佐・補助した
あなたは教員 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
2．教員はあなたに授業計画内容を作成させた

5%
はい
いいえ

95%

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
あなたの業務は 補佐及び補助的な業務に限られていた

10%

はい
いいえ
90%

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
教員はあなた 定期試験（授業期間中 実施 た試験等は除く） 採点をさ た
3%

はい
いいえ

97%
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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
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%

3%

はい
どちらともいえない
いいえ

97%

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
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
3%

はい
いいえ
え

97%

7．教員はあなたに授業と関係のない業務をさせた
教員はあなたに授業と関係のない業務をさせた
3%

はい
いいえ

97%

8．教員はあなたに授業時間外の業務を与えた
教員はあなた 授業時間外 業務を与 た

26%
はい
いいえ

74%

2/7

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
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
3%

はい
いいえ

97%

10 教員はあなたに適切な業務と指示を与えた
10．教員はあなたに適切な業務と指示を与えた

5%
はい
いいえ

95%

11．あなたは適切に業務を遂行した
あなたは適切に業務を遂行した
0%

は
はい
いいえ

100%

12 教員との関係は良好であった
12．教員との関係は良好であった

3%

はい
いいえ

97%
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【教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）活用による教育効果について】
【教育支援者（ＴＡ
ＳＡ）活用による教育効果について】
Ｑ1：授業の教育効果に関して
授業 教育効果に関し
①授業内容 業務内容に
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。
業務内容について
て、事前の段階で担当教員から説明がありましたか。
事前の段階で担当教員から説明がありましたか
0%
26%

はい、詳しくありました
はい、簡単にありました
いいえ、全くありませんでした

74%

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
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。
3%

はい 詳しくありました
はい、詳しくありました

34%
はい、簡単にありました

63%

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
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。
3% 0%

33%

はい そう思います
はい、そう思います
はい、概ねそう思います
いいえ、あまりそう思いません

64%

いいえ 全くそう思いません
いいえ、全くそう思いません

④
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。
授業
あなた 活動が 受講生 「学び を深める と 貢献 たと思 ますか
0%
5%
39%

はい そう思います
はい、そう思います
はい 概ねそう思います
はい、概ねそう思います
いいえ、あまりそう思いません

56%

いいえ 全くそう思いません
いいえ、全くそう思いません
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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
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

0%1%

0% 4%

3%
11%

14%

8%

4%

12%
19%
5%
17%

2%

主体性 物事に進んで取り組む力
主体性：物事に進んで取り組む力
働きかけ力：他人に働きかけ巻き込む力
実行力：目的を設定し確実に行動する力
課題発見力：現状を分析し目的や課題を明らかにする力
状を 析
的
を
す
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
創造力：新しい価値を生み出す力
発信力：自分の意見をわかりやすく伝える力
傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力
傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力
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
規律性：社会のルールや人との約束を守る力
ストレス耐性 ストレス発生源に対応する力
ストレス耐性：ストレス発生源に対応する力
その他（

）

特にない
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【教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）の負担について】
【教育支援者（ＴＡ
ＳＡ）の負担について】
①教育支援者（
①教育支援者（ＴＡ
①教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）業務のために費やされる時間
ＳＡ）業務のために費やされる時間
）業務 ために費やされる時間
3%
8%
33%

はい 相当な負担でした
はい、相当な負担でした
はい、少し負担でした
いいえ、あまり負担は感じません

56%

いいえ 全く負担は感じません
いいえ、全く負担は感じません

②授業内容のうより深い理解

3%

20%

28%

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

49%

③受講生とのコミ ニケ ション
③受講生とのコミュニケーション
③
3%
10%
はい 相当な負担でした
はい、相当な負担でした

49%

はい、少し負担でした
いいえ、あまり負担は感じません

38%

いいえ 全く負担は感じません
いいえ、全く負担は感じません

④教員との ミ
④教員とのコミュニケーション
④教員とのコミュニケ
ケ ション
シ
2%

3%
はい、相当な負担でした
はい 少し負担でした
はい、少し負担でした

31%

いいえ、あまり負担は感じません

64%

いいえ 全く負担は感じません
いいえ、全く負担は感じません
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【教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）の活動意義について】
【教育支援者（ＴＡ
ＳＡ）の活動意義について】
Ｑ：この授業のあなたの活動は、有意義だったと思いますか。
授業 あなた 活動は 有意義だ たと思 ますか

0%
5%
はい、そう思います

31%

はい 概ねそう思います
はい、概ねそう思います
いいえ、あまりそう思いません

64%

いいえ、全くそう思いません
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教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）活動実績報告書（TA・SA用） 集計結果 ２０１０年度 後期
【教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）業務内容について】
はい
人数
１．あなたは教員の行う教育を補佐・補助した
2．教員はあなたに授業計画内容を作成させた
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
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
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
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
7．教員はあなたに授業と関係のない業務をさせた
8．教員はあなたに授業時間外の業務を与えた
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
10．教員はあなたに適切な業務と指示を与えた
11．あなたは適切に業務を遂行した
12．教員との関係は良好であった
※5．について、どちらともいえないと回答：1名

いいえ
人数
39
2
35
1
0
1
1
29
28
37
39
38

はい
％

0
37
4
38
38
38
38
10
1
2
0
1

100
95
90
3
0
3
3
74
97
95
100
97

いいえ
％
0
5
10
97
97
97
97
26
3
5
0
3

【教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）活用による教育効果について】
Ｑ1：授業の教育効果に関して
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。
人数
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

％
29
10
0

74
26
0

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。
人数
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

％
24
13
1

63
34
3

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。
人数
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

％
13
25
1
0

33
64
3
0

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。
人数
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

％
15
22
2
0

37
57
5
0

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。
※複数回答
人数
％
1．主体性：物事に進んで取り組む力
5
2．働きかけ力：他人に働きかけ巻き込む力
16
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
14
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
7
6．創造力：新しい価値を生み出す力
2
7．発信力：自分の意見をわかりやすく伝える力
19
8．傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
20
9．柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力
11
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
15
11．規律性：社会のルールや人との約束を守る力
3
12．ストレス耐性：ストレス発生源に対応する力
0
13．その他（
）1：会話力
14．特にない
0

1番
4
14
3
12
6
2
16
17
9
13
3
0
1
0

2番
2
6
3
5
1
1
5
8
3
3
1
0
1
0

3番
0
4
0
4
4
1
10
8
2
5
1
0
0
0

％
3
4
6
14
1
4
5
12
2
6
0
2
4
17
4
18
6
8
7
11
1
3
0
0
0
1
0
0
※ポイント換算

【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
人数
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

％
1
3
22
13

3
8
56
33

②授業内容のより深い理解
人数
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

％
1
8
19
11

3
21
48
28

③受講生とのコミュニケーション
人数
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

％
1
4
15
19

3
10
38
49

④教員とのコミュニケーション
人数
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

％
1
1
12
25

3
3
31
63

【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。
Ｑ：この授業のあなたの活動は、有意義だったと思いますか。
人数
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

％
25
12
2
0

64
31
5
0

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。
このグループアプローチという授業においては、受講生一人一人の気持ちやどう感じたかなどがとても重要
になってくる授業であり、授業後の感想を聞くという点でSAが居ることによって、一つのまとまりではなく、いく
つかの小グループに分け、受講生一人一人が考え言葉に出すことが出来たという事は、とても大きな違い
だったのではないかと感じました。
授業をサポートする中で、私はあまり貢献できなかったのではないかと思います。後期だけという短い期間内
でもあったので、学生の皆さんともっともっとコミュニケーションを取り、悩みも聞ければなと感じました。数名
の学生とは話すことができたが、私自身、もっと広く学生とコミュニケーションをとれば良かったと反省すること
が多々ありました。心掛けたことは、プリント１枚手渡す時でも“ありがとう”“おつかれさま”など何かしら声を
かけるようにした所です。学びを深める為にも1つ1つの声かけはとても重要だと感じました。
・倫理学概論では、受講生のグループディスカッション発表の補助をすることができた。各グループが発表し
た内容をまとめ、それをわかりやすいようにプリントにまとめ、授業に生かすことが出来たので良かったと思
う。
・倫理学Ⅱでは、受講生の多い授業であるため、資料づくりや整理、レポートの整理などを行うことで授業を
スムーズに行えるように貢献できたと思う。
・ただ各授業で活動するのではなく、時間外で活動することが多かったので、授業で活動できる運営をしてほ
しい。授業では、プリントの配布や発言者へのマイク手渡し、授業内容記録など受講生とのふれあいが他の
教育支援者より少なかったと思うことから、グループディスカッション中の受講生へのアドバイスなどで貢献で
きなかったと思う。

私は出席確認やプリント配布などの業務の他、アイズブレイクやウォーミングアップといったレクリエーション
作成の業務も行わせてもらった。受講者の“学び”を深めるために、レクリエｰションを通して、受講者の理解
の促進のための進行に携わることができた。その中で、受講者とのラポール形成もできた。受講者とのラ
ポール形成ができたことで、いろいろな質問や疑問を受け答えたり、アドバイスをすることができた。また、担
当教員と受講生の中立な場として、うまく機能したのではないかと思う。
先生がスムーズに講義を進め、より効果的な内容を作れる様、書類の作成や管理をした。
この授業で私は、私が持つ知識の範囲で受講生にちょっとアドバイスすることができた。しかし私の知識では
足りず、受講生の力や助けにならないことも多くあった。事前にもっと講義内容や受講生がやろうとしている
内容について勉強し、アドバイスがきちんとできる程の知識を持てば、さらにこの授業に貢献できたと思う。
私がSAを努めた授業は、パソコンを使用する授業でした。学生の学びに貢献したと思う点は、パソコンの操
作に戸惑っている人を見つけ、学生が授業に遅れないようサポートを行ったことだと思います。パソコンの操
作が分からない人は、積極的に私に声をかけてきてくれますが、中には声をかけることができず、授業につ
いていけなくなってしまった学生、またもっと詳しく知りたいのに深く学ぶことができなかった学生もいるかと思
います。私は学生がパソコンを操作している時は、黙って学生の様子を伺っていた所がありました。それは学
生が授業についていけてると私が勝手に思っていたからです。もっと学生の近くにいき、動きながらコミュニ
ケーションを取りながら働きかければ、さらに学生の学びに貢献することができたと反省しております。
先生の説明や小論を書かせる時のテーマの提示が難しくて学生が理解できていないと感じた時、（私自身も
意味がわからないと感じた時）、先生に別の言い方での説明を求めたり、質問して詳しい説明を求めたりしま
した。また、少人数での講義だったため、なかなか意味が出ない事が多かったので、挙手して簡単な意味を
言うようにしました。時には少しズレた発言や質問をしたので、学生は自分の意見を言いやすくなったと思い
ます。（｢あんなことでもOKなのか･･･｣と思ってくれたと思います。）学生が発言しやすいような状況、雰囲気を
つくることが大切かと思います。
ゼミや実習などで去年自分たちが経験したことを、伝えることができたことが学びを深めることに貢献したと思
います。先生とは違うフレッシュな面があるので、後輩が今何について悩んでいるのかとかは分かりやすい
立場だし、聞きやすい立場だったと思います。
私は、通年で基礎演習、演習、卒業論文演習を担当し、後期では南島民俗学を担当しました。通年の授業
は、ゼミ形式で主に私自身がこれまで培ってきた経験を元に受講生の発表に対してのアドバイスを行う事で
した。後期の授業は講義形式のもので、主に授業で使用するレジュメや出席表の管理、必要な時にはOA機
器の操作の補助もしました。
基礎演習では、2年生を対象に民俗学の基礎をゼミや実習を通して学ぶもので、それぞれの発表に対して
のアドバイスや学生たちの相談にものっていました。夏休みの調査実習にも同行し、受講生や先生、アドバイ
ザーとして参加してくれたOBの方が不都合なくスケジュールをこなせるように裏方に回りました。基礎演習で
は、まだ民俗学の方法を知らない受講生たちに対して民族学の方法を教える事が出来、これから2年間の学
問の基礎作りに貢献できたのではないかと思います。
演習では、受講生である3年生を対象として、個々の発表に対してアドバイスをし、来年の卒業論文演習に
生かすためのものでした。演習も基礎演習同様に、それぞれの発表に対してのアドバイスや学生たちの相談
にものっていました。演習では、来年の卒業論文に向けて学生たちのレベルを持っていく事に貢献できたの
ではないかと思います。
卒業論文演習では、4年生に対して個々の発表に対してアドバイスをし、卒業論文の質を上げるお手伝いを
しました。卒業論文の場合は学生自身の問題でもあることから、2年3年生よりも、受講生自身の意見を尊重
した上でアドバイスをしました。
ゼミでは適切な指示をだし、学生の学問活動に貢献している事が目に見えてわかりました。また、受講生の
発表を聞く事で、私自身の学問活動にもさまざまな視点を盛り込む事が出来ました。修士論文の指導教官で
ある先生の担当しているゼミで教育支援を行った事で、修士ゼミで先生の指摘を理解しやすくなりました。
私が今回担当した基礎演習、演習、卒業論文演習ではこれからも教育支援者が必要なのではないかと感
じます。アドバイスがこれまでより増える事は学生たちにとって負担が増える事になるかとは思います。しか
し、質の高いゼミを行うためには同じ目線での学生同士だけではなく、先輩の意見も必要なのではないかと
考えます。特に、2年生のような初めて学問に触れる学生を扱う場合は、先生1人では十分ではないと感じま
す。2～3名の教育支援者を置くことで、学生や先生の負担も減るのではないかと感じました。
講義形式の南島民俗学ではこれといった事を行う事が出来ませんでした。それは、ゼミ形式と異なって、学
生との距離が離れていたのではないかと感じたためです。講義形式の授業に教育支援者を置くことは、先生
の負担を減らす事は出来るのではないかと思いますが、学生から見れば何も変化はないのではないかと感
じました。
修士論文との兼ね合いもあり、すべての授業に参加することはできませんでした。やはり、自分の研究と平
行して行うには少し大変だったとは思います。
前期は、実験のレポートの書き方、後期は質問紙のやり方等、私自身の知識の中でアドバイスできることは
やりました。しかし、受講生とのコミュニケーションが上手くできなかったので、質問などを聞きに来る人があま
りいなくて、一部の人にだけアドバイスをしているという形になってしまいました。また、質問をしに来ても、答
えることができなかったこともあるので、事前に勉強しておくことはとても大事だと感じました。 1年間SA業務
を通して思ったことは、まずは受講生とのコミュニケーションをきちんととり、受講生が気軽に質問できる関係
作りをすることが一番大切だと思いました。関係ができていたらアドバイスもしやすくなるし、もし答えられなく
ても一緒に考え、解決できると思います。受講生の｢学び｣を深めるためには、第一に関係作りが大切だと思
いました。
課外授業でも教育支援者ではあるが、講師などに質問を行うなどをして、受講生に授業の感心を持たせよう
と試みて、積極性や自主性を出させようと試みた。教育支援者は講師の立場よりも学生の立場にいた方が
学生たちと交流を深められると感じた。
貢献したと思われる点･･･オムニバス形式の講義で毎時間先生が変わるので、講義終了後に疑問等があれ

ば受付けて先生へ伝え、次回の補足で解消することができた。
貢献できなかった点･･･積極的に質問してくる学生はサポート出来たが、全くかかわらなかった学生もいたた
め、もう少し自分から声かけが出来ると良いと考える。
私は貢献できたのではないかと思います。私が担当していた科目が、ひとつ下の学年のゼミだったので、自
分自身の昨年の経験や、今現在学んでいることをもとに助言することができました。また、受講している学生
も積極的に質問をしてくれたので、疑問や不安に思う所を直に聞くことができ、対応することができたので良
かったと思います。“授業を改善し、学生の学びを深めるためにはどうすればよいか”については、教育支援
者側も今までの経験・知識を伝える努力や新しい知識を増やす努力も出来る限りもっとしていくことがまず大
切だと感じました。それとともに、この制度について学生に理解してもらい、活用しようと意識してもらえるよう
な環境を作っていくことを教員も教育支援者も努めていくことが、今後授業運営や学びを改善していく上で大
切なのではないかと思いました。積極的な学生が居る一方、そうでない学生も見受けられたので、出来るだ
け皆が活用しやすいような環境作りを心掛けたいと思いました。
教育支援者をやっていて思ったのは、支援者自身も担当する講義内容の知識をある程度もっていないと役に
立つことができないということだった。印刷や出席確認などの雑務の他に先生との打ち合わせや学生からの
質問に答えること、そして先生と学生の橋渡しをするという業務がある。質問はほぼ講義内容のことであり、
相手は的確な答えを求めているので、答える私たちはちゃんと答えられるように事前に勉強していたり、予想
される質問については先に先生に聞いていたりする必要がある。そういう準備ができていれば受講生の学び
をさらに深められると思う。
私は2年生の基礎演習で、レポート添削やアドバイス、そして質問紙法の意見交換や統計処理のやり方など
様々なことを行ってきました。そういう面では、2年生の学びを深めることが出来たのではないだろうか、と思
います。ですが、1年前に受けた講義なので、きちんとした知識や経験があるわけではありません。至らない
ところも多々ありました。私の知識は正しいのか、そして今までの経験を人にどう伝えるのか、という様々な問
題がありました。しかし、1年前のプリントを見返したり、再び教科書を開いたりして勉強をしました。なので、
次の教育支援者の業務を行う際には受け持つ講義の復習や思い出しが必要だと思いました。そして、人に
教えるという立場を忘れずに、邁進していくことが大切だと思いました。
ゼミ生間の交流を促し、発言しやすい雰囲気作りを特に意識して行っていたが、その点については、前期か
らずっと続けたかいがあった。明らかに前期よりもゼミ生の発言は増え、授業以外でもゼミ生同士の関わり合
いが増えていたと感じる。授業の内容では主にプレゼンテーションが中心となったが、多くのゼミ生が一所懸
命に取り組んでいた。グループに別れての活動だったので、初めはちゃんとコミュニケーションをお互いで
取ってくれるか少し不安だった。結果的に上手くいったし、ゼミ生の国際福祉に関する知識も意欲も高まって
いた。
講義の内容で提案したことが採用され、学生が論文を理解しながら読み解き答えることが出来ていた。事前
準備を周到にし、講義の予習・復習が出来るような資料作成をするよう心がけた。 考える時間は5～10分を
心がけ、学生が自ら考え答えやすいように出来る範囲は心がけた。 事前にシラバス、計画表の理由を説明
し、試験・補講試験前には課題研究、レポートが一段落し終わるように伝えた。 学生からの質問は、理由も
含め納得できるように説明し、後半は努めた。
教員の補佐や補助をすることで、授業がスムーズに進んでいた。今までよりも、授業内の時間に余裕ができ
たことから、質疑応答の時間が増え、教員と受講生の間もより近づくことができたと感じた。 今後、受講生の
｢学び｣をさらに深めるためには、授業毎の打ち合わせを密にするべきだと感じた。そうすることで、次回の授
業での業務について理解し、その業務のために準備する期間もできる。教育支援者自身も学ぶことができ、
その知識がより良い補佐になると考える。
前期・後期と主にグループで活動していたため、先生がひとつのグループの対応をしていると残りのグループ
は分からないまま時間を過ごすが、私たちSAが見てまわり、分かることであれば対応し、あいまいな部分は
先生に対応してもらうなど、学生の待っている時間を有意義にすることができたのと、先生の負担を少しは減
らすことができたと考えている。
レポート作成時の補助に関しては、受講生に対する援助につながったのではないかと感じている。なぜなら、
私自身もその講義を受講しており、疑問に感じていた箇所や混乱したところがあった、という経験が受講生と
共有することができ、レポート作成の進行に適切に貢献できたのではないかと思う。 教育支援者制度全体
に関しては、SA・TAが必要であると思われる授業には採用されておらず、むしろ無駄と思われる授業に採用
されているケースが多いと感じたので、（教員の側からのSA要請だけでなく）学生側からのSA要請ということ
も考えられた方がいいのではないかと感じた。授業内の補佐だけでなく、授業外での補佐（例えば復習・予習
など）をしてくれるtutorのようなシステムがあると、より講義に対して積極的になれるのではないかと思う。
●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
今回、私が行ったSAの授業では、グループの学習の時間と、通常の講義の時間を交互に行っていた。ゼミ生
がグループを作り研究内容や研究目的を話し合うグループの学習の際、教室をまわり、それぞれのグループ
に対して考え方や資料の見方や今後の計画のアドバイスなどをできたこと。グループ学習の際は、SAの役割
が非常に役に立ったと感じた。 また論文の添削を行い、ゼミ生に還元する作業はSA、ゼミ生ともに成長でき
るよい試みだと思う。
●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
グループでの話し合いが終わり、ゼミ生全体での注意事項の説明の際、SAは特にすることがなかった。その
時は、教員の話をよりゼミ生にわかりやすく伝えるため、教員の言葉を簡単な言葉に言い換えたり、適切な
資料の紹介を行った。教員の話の大切なところの補間を意識しながら話を聞き、確認をしていた。 一般的な
講義形式の授業では、SAの積極的な活躍は難しく、使用の手配などの雑務が中心だった。
私は前期からの継続・更新というかたちでTAとして雇っていただいており、業務内容は前期とあまり変わって
いません。ただ詳細な授業記録に、プラス生徒の様子とそれについてのコメントを｢記録者感想｣というかたち
で提出しました。それにより、前期以上に学生の様子が詳しく分かるようになったと担当教員に喜んでいただ

けました。この授業記録と記録者感想によって、担当教員と授業の振り返りが細かく行えるようになり、受講
生にも還元できました。 また、私は本授業の受講経験があるため、受講生の目線で感じたこと、考えたこと
を担当教員へ伝え、受講生がどのような授業を望んでいるのか、どのような指示が分かりやすいのかなどを
考える際の手立てを示すことができたと思います。このことから、本授業におけるTA・SAを採用するにあたっ
ては、本授業の受講経験をもつ者が最も適切だと思いました。 今回、記録をメインに活動していたため、受
講生との対話の時間をもっと長く獲得できるよう、最低もう1人はアシスタントが欲しいなと感じました。
私が貢献したと思うところは、細かい授業の疑問に答えたり、理解を深めるための助言をしたことです。実験
の仕方やレポートのレイアウト、参考になる本の紹介をしたりしました。授業の中だけの人ではなく、先輩とし
て接せれたかなと思います。 逆に貢献できなかったところは、今自分も習っているようなところを質問される
とちょっと戸惑いました。また、生徒がグループごとに課題に対して話し合っているときに、介入した方がいい
のか、聞かれるまで待つのがためになるのかどちらが良いのか悩みました。
専門知識が深い分、参考文献の紹介やテーマのしぼり方など、アドバイスすることができた。また、ゼミ生た
ちも私たちの意見や指摘を受け入れてくれ、内容の濃いゼミ支援をすることができたと思う。 また、ゼミ生が
SAの指摘を今後に生かせるように、担当教員からSAのアドバイスの時間を作ってくださると話しやすいと感
じました。
フレッシュマンセミナーの授業にSAの業務は、受講生の学びを深めることができたと思われます。具体的な
事として、1年生は大学に入学し、間もない状態でレポートやレジュメ作成を要求され、右往左往している感が
ありました。その場においてSAの助言はその作成に大いに役立ち、また、その相談を受ける過程で、上級生
とのコミュニケーションを図ることができると思います。上級生と関わる機会が普段以上に多くなることで、質
問しやすい環境が生まれると言った良い状態になると考え、学びに役立ったと言えるのではないでしょうか。
文化人類は、受講者が多いため配付資料を配ったり、出席票を配ったり、また機材の準備に時間を要するの
で、そう言った作業を先生の代わりに行うことで、講義を時間通りに始めることが出来たと思います。また時
折、授業中の私語を抑止するために立ち合うことで、その効果を発揮したと思います。
1年間のSA業務を通して、業務運営の在り方を学ぶ場となった。ゼミ形態の授業では、実際にロールプレイに
参加しゼミ生と意見をかわし、また自らもゼミ生に知識を深めてもらうように心掛けた。担当教員が授業を展
開しやすいように、補助的な位置として講義に貢献できるよう意識するようにしてきた。 後期からの講義形
態のSA業務は語学を必要とし、語学力が不十分であったため、何度か困る場面があった。そのため、学生
が逆に混乱したのでは？？と思う。担当教員が英語で授業し、通訳が必要な場合、私自身の語学力が低け
れば、学生の学ぶ意欲の低下、学びを深めることが出来ない。 自身の無力さを痛感した。そのため、今後
は知識や語学力がある人材が望ましく、私自身知識や技術を身に付けなければならない。
このフレッシュマンセミナーの目的は、テーマ設定から文献考察、フィールドワークを通して、その内容を分か
りやすくレジュメにするというものでした。講義では各グループの学生が発表をした後、学生、ＳＡ、教員の順
に一人一人疑問点や指摘点をあげていくのですが、その一連の流れを後期通して感じたことは、最初｢テー
マは決まっているが、それの何について、どのくらい調べていいか分からない｣、｢コメントも何をどうしていい
か分からない｣という一年生が、回数を重ねていくうちに各自しっかりとした質問、コメントをするようになり成
長したということです。さらに上級生と関わることによって、様々な視点で物事を見ることができるようになって
きた様に思います。
受講生の｢学び｣に貢献したと思う事は2つあります。1つ目は、フィールドワーク時の資料作成です。植物に関
するフィールドワークの際は、海岸植生のミニ図鑑を作成したりと、学びの補助ができたと思う。ファシリテー
ターが喋る内容から、種を理解し、資料では全体の生態系を学べたと思う。2つ目は、環境教育の模擬授業
のアドバイスを行ったことです。受講生が、模擬授業の内容を考えている際、｢小学生向けなら、もっと簡単に
説明できるようにした方がいいんではない？｣｢鳥類の授業なら、こんな内容はどうかな？｣などアドバイスを
することができた。
ただ単にパソコンの使い方を教えるのではなく、基礎の部分から派生させるような質問をし、自ら学んでいく
楽しさを教える事ができたと思うので｢学び｣を深める事に貢献したと考えています。 知りたい、学びたいとい
う気持ちを持たせる事で、学問に対する考えが変わると思います。なので、動機付けを重視した授業内容が
学問を理解する上で重要だと考えています。
（担当科目：中国語Ⅱ） 中国語Ⅰを履修していない受講生に中国語Ⅰの基礎知識を身につけさせました。
発音、ピンイン、辞書の使い方などを身につけることで、受講生の自主学習に役立てることができました。そ
の成果あって、中国語Ⅰの基礎を身につけることができた受講生は、中国語Ⅰで基礎を身につけた受講生
でもパスすることが難しい口述試験にパスすることができました。ＳＡというサポートする立場の人間がいたか
らこそ、履修済の受講生に影響をあまり与えることなく、履修していない受講生のレベルを上げることができ
たのでは・・・と私は考えています。 逆に中国語Ⅰを履修していた受講生とはあまり関わりが持てませんでし
た。どの受講生にも均等に接することができなかったのは、私の課題点として残りました。
中国語Ⅳでは、基礎知識をすでに身につけており、応用問題も解けるというレベルの高い受講生だったの
で、特に指導やサポートではあまり苦労はありませんでした。 しかし、学期途中になって数名の特定の生徒
をサポートするよう、指示されました。この受講生達は前に中国語を履修していたようで、所々発音に問題が
あったりしていました。この受講生達は、以前に中国語を履修していたというプライドと、周囲の受講生の上
達に焦りがあったため、若干苦労しました。
私が担当したのは、基礎演習という講義です。この講義を私が実際に2年前に受講した時、大学で学んでいく
上で一番大切な｢やる気｣を学んだ気がしました。しかし、私を含め周りの友人も、大学の講義を受ける上で、
重要なレポートを書く力が不足していると感じていました。今回のＳＡの業務を行う上で、文章を書く基本的な
力を身につけるために、第三者がレポートの添削作業を行うことで、基礎力が向上したのではと思います。
学生の理解度がバラバラなのですが、授業は進むのが早いので途中であきらめる学生がいました。私が教
育支援者として授業に加わることで、その様な学生の助けになったと自負しております。今後もっと教育支援

者を増やしていけば良いと思います。
私は一年間、ＳＡを通して、教材作成するのが主な仕事でした。その中で、受講生の｢学び｣を深めることに貢
献したと思われる点は、生徒目線で文章作成や判例の検索法をレジュメにして、授業で活用して頂いたこと
です。その他にもパワーポイントの作成では、生徒が理解しやすいように表や図を入れ、授業で活用した事
です。この結果、実際に授業に参加してくれたある生徒からは、大変喜んでもらえました。 しかし、貢献しな
かった点もあります。それは、生徒に直接的に専門的な知識をアドバイスする回数が少なかったとも感じまし
た。生徒数が50名以上いる中で、ＳＡが生徒にアドバイスすることは時間的に見て厳しいと思います。今後、
学びを深める意味でも、前期と後期にある特定の時間を設け、生徒からＳＡに質問を受ける授業を進行した
ら、もっと深めることができると感じました。今後このような、生徒目線での授業展開が大事になると思いま
す。
今回、私が携わったＴＡ業務は、税法に関するディベートの準備を補佐するといった内容のものでした。税法
は法律の中でも少し特殊な面があり、ましてやそれに関するディベートともなると、生徒自身がその内容をあ
る程度理解していないと、ディベート中の主張が上手くできず、その進行が困難になることも考えられます。し
かし、それだけに、このディベートから得られるものは、非常に大きなものであるとも感じます。 私は、ＴＡ業
務を通して、ディベート進行をスムーズにするための準備の段階で、生徒達の理解を深めたり、生徒達の考
えを引き出したり、グループをまとめたりする手伝いができたのではないかと感じています。
私は、今回ＴＡとして授業に携わったことで、授業運営の改善や受講生の｢学び｣を深めることに貢献できたと
感じています。私の担当した講義は、ある課題についてのリベート（討論）が中心でした。講義の受講生が25
人で構成されていたので、後期は、それを4班に分け、各グループ単位で授業外に集まり、事前の打合せを
経て、本番であるリベート（討論）を迎えるという流れでした。この講義で、重要だったのは、本番であるリベー
トに向けた事前の打合せでした。その事前の打合せに私たちＴＡが加わり、生徒達の、発言を促せることや、
問題提起、意見収集、議論を交わすなどが主な役割でした。 私は、この役割を少人数で構成されたグルー
プ単位で果たせたことが、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える大きな要因で
あったと考えています。また、受講生も多く、先生の目が行き届きにくいところもあったので、そこを私たちＴＡ
がフォローし、質問などを受けることをできたのもその要因のひとつだとも思います。私たちは、受講生と年齢
が近いこともあって、生徒とＴＡとの距離が近く、受講生にとって、質問もし易かったと思いますし、私自身もそ
れを一番心がけていました。ＴＡの存在意義は、質問のできる機会を増やすことだと考えています。このことを
意識すれば、今後にもつながると感じました。
授業の中でグループごとに課題が違うので、先生だけだと時間が限られていて聞けなかったことが、SAが入
ることでより時間を有効に使うことができたのではないかと思います。ですが、もっと具体的にSAの使い方を
考えた授業内容や進行のしかた等をしていかなければいけないと思います。あくまでSAは先生の補助的な
役割ですが、先生がSAに何をしてほしいのか、どうしてほしいのか具体的な考えがないとSAも動きづらいと
思います。
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。
今回SAを通して活動してみて、グループの運営力、会話力がかなりついたと感じました。オープンキャンパス
や一日研修、AO・推薦入試合格者オリエンテーションなどで、グループアプローチを実施することはありまし
たが、どれも一回だけで、同じグループ・同じメンバーを約半年に渡って実施するということは、将来、社会に
でたときのグループ運営などに非常に近いのではないかと感じ、自分自身の成長という点では最も大きなも
のだと感じました。
SAを通して周りに気を配り、学生と共に学ぶということを忘れないように心掛けたと同時に環境作りと学生の
様子を見るということを強化できるように私自身の目標としていました。SA導入前は、上と下の関係もなく過
ごしていましたが、SAをすることで先輩という自覚が生まれたり、発言にも気を配り、周りを見回すことで気に
なる学生がいれば担当教員に相談をして様子を伺うようにしたりしました。私はSAを通して担当教員の支援
だけではなく、学生との関係とはどうであるべきかということを学び成長することができました。
教育支援者活動を通して、先生のサポートや受講生の学びのサポートを私がどのようにすればよいか悩むこ
とが多かった。しかし、活動をしていく中で私らしい方法でサポートしたらよいと思えるようになった。それは、
先生のサポートもあったことや受講生の学びへの意識の高さが支えにあったからである。｢私がこうしなきゃ
いけない｣というわけではなく、｢皆が良く学べるように私がどうサポートできるか｣と考えるようになり、受講生
の意見を取り入れた活動をすることができたので、相手の立場になって考えることの大変さや理解することの
大切さを気づくことができた大きな成長だと考える。
私自身、教職課程の講義を受講しているので、いろいろな点が勉強になった。授業ひとつを行うための教材
研究やプラン作成、プリント配布・資料作り、レクリエーションなど、担当教員から多くのことを学べ、収穫でき
た。また、授業をつくる大変さやおもしろさを知ることができたため、一つ一つの授業をしっかり受けよう。いろ
んな教員の授業方法や指導方法を盗もう。という視点を持ちながら、講義を受けるようになった。さらに、実際
に収穫した技術をSAの中で実践できたり、いろいろな場所でのワークショップ等にも使うことができるように
なった。
人との関係をよりスムーズにする方法を学んだ。
まず、責任感を持って教育支援者活動に取り組むことができたと思っている。そして、言われることをただや
るだけではなく、言っていることの意図を組みとろうという姿勢が身についたと思う。これからは意図をくみとっ
て動けるようにしたい。
大学生活を通じての私の成長目標は、人と積極的に関わることでした。それは大学という場は、様々な人が

いて、また幅広い年齢層の人たちがいるので刺激し合いながら学べるという思いからです。SAで求められる
のは、積極性と広い視野だと思います。それは私がこの活動で身につけたいものでもありました。SAの活動
は知らない人が多くいる中での活動です。積極的に行動しないと、学生の学びに貢献できませんし、広い視
野を心掛けないと、学生が何に困っているか見つけることができません。そこで私は、学生が戸惑っていない
かを注意深く広い視野で観察しました。また、学生から声をかけてくれるのを待つのではなく、積極的に私か
ら声を掛けることも重点におきました。この２つの点がSAを通じて成長できた部分だと思います。学生が積極
的に学ぼうとする姿勢を見て、私も同じ学生の立場として大変刺激をもらいました。
講義が倫理であったため、哲学的な内容が多く答えのない議論、あるいは答えが無限にあるテーマや質問
がほとんどでした。人間の数だけ考え方があり、主張したいことがあり、時には内心他の意見や考えに反論し
たくなることもあります。SA活動を通じて、自分と全く違う考えについて立場上すぐに反論できるわけではな
かったのですが、｢こんな感じ方や考え方があるのか｣と興味深く他者の意見や考えを聞くことができるように
なりました。そのことにより、偏った見方しかできなかった自分を見直し、視野を広げて事象について感じたり
考えたりできるようになりつつあると思います。
基礎演習は初心者で、皆何をしていいか分からない人が多く、恥ずかしがって質問等しない、できない人も多
い。そういう人を上手く導いたり、何に悩んでいるのだろうと自分が考えたり話したりする面が成長できた。
教育支援者の仕事を通して、自身の研究の視野を広げるいい機会となりました。また、社会生活で必要な主
体性、実行力、傾聴力を身につける事ができました。
SA活動を通じて、今まで全く関わりのなかった人達と関わることができ、年下との付き合い方や先生との付き
合い方など、たくさんのことを学びました。言葉遣いや接し方などはいろいろと課題が見つかったので、これ
から見直していこうと思いました。成長した部分はあまりなかったけど、見つかった課題を1つ1つ改善して大
学生活やその他の場所で生かせるようにしたいと思いました。
社会人として責任ある立場であれば当然だが、時間を守る、準備をしっかり行うといったことを徹底して行うこ
とで、社会的役割を学ぶことができた。また、学生と先生の中間という立場から双方のコミュニケーションを円
滑にするための技術が磨かれた。
私は大学生活を通じて、沢山の知識を得たいと思っていました。今回の教育支援者活動を通して、後輩でも
あり、授業の受講生である皆の発表を聞き、助言していくなかで、私自身、皆の研究テーマに関することを共
有し学ぶことが出来たと思います。一人一人異なった視点を持っていたので、私の視野も広がりました。ま
た、話す・伝えることが今まではあまり得意ではないと思っていましたが、助言をすることで、伝えることが今
までよりはスムーズに出来るようになったのではないかと思います。
教育支援者活動を通して、他人の気持ちをより考えて行動するように心掛けるようになった。SAをしている
と、先生からは｢生徒のみんなはどこがわからないと思う？｣と聞かれたり、学生からは｢これはどういう風にす
ればいいんですか？｣など、いろんな質問を受ける。そのために、どうしたら両方がスムーズに授業が進めら
れるかを私なりに意識して｢こうしたらいいと思う｣とか｢この部分の説明をもう少し詳しくいうといいと思います
が・・・｣など提案するようにした。また、提案や質問に対する説明をすることが多く求められていたので、どう
言えばちゃんと言いたいことが相手に伝わるかを考えることも身についたと思い、今後の人とのコミュニケー
ションの時にも生かせるだろうと思います。
私の大学生活の目標としては幅広い視野と価値観を持つ、ということです。それは学問だけではなく、人間関
係も含めてです。教育支援者というのは様々な人たちと関わります。そのため、この人にはこの説明で伝わっ
たけど、ある人にはこの説明では伝わらないことが多々あります。何度説明しても、何度同じことを言っても
理解できない子はいます。ですがそれを｢何度説明したって一緒だ｣｢意味がない｣と狭い考え方に縛られるの
ではなく、｢相手は理解するために必死なんだ。苦しいんだ。｣と柔軟な視野をもち、シフトする大切さを知りま
した。
｢傾聴すること｣が特に成長出来た部分だと思った。学生の意見をしっかり聴くことから信頼関係につながって
いくんだと実感することがあった。大学生活はあと1年しか残っていないが、今回SAで経験したことで成長出
来た点が沢山あったので、獲得できたことは更に伸ばせるように、又、足りないと感じたことは残りの学生生
活で少しでも得られたら良い。努力を続けたいと思える経験ができた。
計画性がないと、演習がどのような演習になるか判った。 前期に出来なかった事を後期には、心がけ理由
も一緒に説明をするようになった。 例えば、演習後、次週演習に必要な資料は、前もって用意をする。 学
生への連絡事項をメモし確認しながら話す。
今までは受講生として授業を受けてきたが、教育支援者という新しい視点で物事を見る力がついた。 私は
心理の専門職につくため、進学を目標としている。教育支援者の活動を通し、様々な人との関わりの中で、
色々な学びや気付きがあり、内面から自己を成長することができた。視野が広がり、専門的知識も深めること
ができた。
今までは、意見などがあってもあまり堂々とは発言できなかったが、教育支援者として、｢しっかりしなけれ
ば！！｣という思いから、積極的に意見を交換し、発言できるようになったのではないかと思っている。
授業の教育支援は主に事務的作業であったが、受講生の質問に対し一緒に考えられる、という課程が印象
的であった。事前研修の際、SAは受講生の質問は自分自身が答えるということが求められていたが、実際受
講生の質問は自分自身が答える範疇を超えているものが多数あり、悩み相談が中心であった。そのため、
臨機応変にまた柔軟に対応する能力がきたえられたような気がする。さらに、指導教員による急な要請にも
対応する適応力をつけることができたと思う。
誰かに何かを教える、伝えるということについて深く考えさせられた。すでに、心理学基礎演習を履修し終え

ていた私だが、それだけの知識では｢伝える｣ことはできても、｢わかりやすく伝える｣ことはできないと気づい
た。なので、私自身、より深い理解や知識を得るべく、参考書を読み返したり、様々な文献を読んでみたりと、
SAを行うことで、知る喜びや、伝わる楽しさを味わうことができた。また、卒業論文と平行して行っていたのだ
が、SAで得た知識が卒業論文を書く際に役に立ったり、卒業論文のために読んでいた資料がSAの際の参考
資料になったりと、自分自身の成長が、自分だけでなく、SAとして指導している学生のためにもなることがお
もしろいと感じた。 私自身、心理カウンセリングを専攻しており、コミュニケーションの理論などを学んでい
て、自信があったのだが、考えるのと行うのとでは天と地との差があることを実感した。しかし、実際、SAとし
ての経験を経て、後輩との交流や、コミュニケーションが活発になり、仲良くなることができたので、今回のSA
という活動は私の大学生活では大いに意味のあったものになったのだと思う。
私は現在執筆中の修士論文において、本授業で扱っている｢ドラマ教育｣をテーマとしています。私の指導教
諭はドラマ教育という分野は専門外であるため、この分野に精通している本授業の担当教員と深く関わり合
えたのは本当に幸運だったと感じます。担当教員と｢研究者｣という視点から本授業について議論することが
でき、修士論文を執筆する上でたいへん参考になりました。 また、私は本授業において、詳細な授業記録を
取りつつ、受講生からの質疑にも応答し、担当教員の補助も行うというように、いくつかのことを同時にこなし
ていました。このような経験によって、様々な場面において臨機応変に、かつ柔軟に対応できる力が身に付
いたと感じました。本当に良い経験になりますし、自身の糧にもなっています。
私の目標は、受講済みの授業に対して、更に深い理解につなげることと実際に受講してたときの努力を次に
活かす、ということです。SAをする際、前もって復習をし、何が難しかったか理解していたらやりやすかったか
を思い出し、伝えたり、工夫をするので知識が深まり、記憶に残るものとなった。また、生徒の理解が上がっ
てくれると自分が努力したことを活かせて嬉しいと思った。自分が分かっていないところも理解できた。
専門知識のない相手に、いかに理解しやすく伝えるかという力が身についた。また、この1年間私自身が課題
としていた｢人の話しを最後まで聞く｣というものも、少しではあるが、前進できたように思う。
コミュニケーション能力を養えたことが一番だったと思います。これは私が｢人見知り｣の激しい性格だったこと
で、なかなか自分から積極的に会話に入るということを苦手としていました。その点が受講生と関わる上では
必要不可欠なものになると思い、努力していきました。 また受講生（特にフレッシュマン）の｢相談を受けコメ
ントする｣と言う行為は、人の話に耳を傾けねばならぬことで｢人の話をあまり聞かない｣と良く言われる私に
とっては、良い意味で試練となりました。他者の相談を受けた時、自身の主張をする前に、相手の話をよく聞
いた上で話すことができるようになったのは、実践でのトレーニングができたからだと思います。 上記二点の
ように、SAの活動に従事したことは自分を成長させるという意味でも良かったなと思っています。
語学力の必要性を実感するとともに、学生主体への講義の運営方法を担当教員の指導の下、学ぶことが出
来たと思う。学生がどこが分からなくて、どこまで理解出来ているか、そして学生が何を学びたいか日々考え
ていく必要があるのだと知った。また、自分自身が学生に何を伝えたいのか、学んで欲しいのかを理解し、伝
えていくコミュニケーション能力、グループワークで集団をまとめていく力が以前に比べ、成長できたと考え
る。
教育支援者の活動を通して私自身成長したなと思うことは、今まで人に指導する機会がなかったため、人に
伝える、教えるということの難しさと楽しさを学びました。人に教えるということは自分も調べて理解し、まとめ
たうえで相手に分かりやすくどうやって伝えるかまでを指すということを身を持って学びました。自分自身の成
長目標として｢日々学ぶこと｣を目標にしているため、毎回の講義で私が個人的に疑問に思ったことをはじめ、
学生に問われたこと等の内容の他、どう伝えたらいいかといった指導方法も日々考え、学ぶことばかりで、他
学年と関わることで私自身もまた新たな発見になり、さらに学生生活が充実しているように思います。
大学では、環境教育を学びたいと思い、ＮＰＯ法人沖縄リサイクル運動市民での小学校へ出前授業や自然
観察指導員の講習を受けるなどし、知識を深めてきた。 この経験を活かし、受講者へアドバイスをできたと
思うが、“教える人”を教えることにより、今まで学んできた環境教育の手法などを、自分自身の頭で整理でき
た。
この教育支援者の活動を通して、一番感じた事は、人がとても見やすい資料を作成する事を心掛けたいと常
に感じた。資料作りというのは、私が感じていた以上に大変なもので、少しでも見づらいといけないので、作
業を行うとき、少し慎重になれたと感じた。今までは、レポートの作成の場合は基本的に先生のみに見せる
ので、資料であるという考えもあまりなかったので、この教育支援者を通して資料作りの大切さを感じた。
ＳＡの活動を通して教員、学生の2つの立場から物事を見る事が出来たので、全体を見渡せる視野の広さを
得る事ができ、成長したと思います。 大学生活を通じた成長目標としては、とにかく専門的な知識を1つでも
多く学ぶ事でしたので、ＳＡを通じて、パソコンなどの専門性を高める事が出来たと思います。
根気強く物事を教えること、人の話をきちんと聴くという能力を身につける事ができました。大学生活では教
えてもらう立場でしかなかった為、教えることの大変さ、人の話をきちんと聴くことの難しさを実感しました。中
国語Ⅱでは、会話をして発音を身につけるという方向性を持っているので、どの部分が苦手なのか、どうした
らできるのかなど、焦らず対応することに心掛けました。
｢やったことがある｣と｢できる｣の違いをやわらかく教える事の難しさを実感しました。大学生活では、今までに
無い経験がほとんどなので、｢やったことがある｣という感情はありませんでした。しかし、そのような感情を
持って大学生活を送った人に会ったことで、少し衝撃を受けました。様々な人がいるという事を改めて実感
し、またその人達への接し方も学ぶことができたので、貴重な経験をしたと思っています。
誰かの文章に赤ペンを入れるというのは、初めての経験だったので、文章を客観的に見ることができるように
なったのではないかと思います。講義に参加して学生たちと共に学ぶ機会は少なかったのが少し残念でし
た。
教育支援者という立場を通して、コミュニケーション能力の大切さ、中でも伝える力というのを学んだと思いま

す。コミュニケーション能力は大学生活ではもちろん、卒業し社会に出てからも問われる大事な能力だと思う
ので、これからも伸ばしていきたいです。
｢常に相手のことを考える｣ことが、私が以前よりも成長したことです。最初ＳＡの仕事をした時は、不安の方
が大きく、先生や生徒から不平がこないように仕事をしていました。しかし、前期の授業後に生徒から、レジュ
メについて評価を頂いた時は、大変嬉しく、仕事への活力に変わりました。それからは、常に生徒の分かりや
すい文章にして、授業に間接的に関わることができました。 ＳＡの仕事は、｢仕事｣＝｢学習｣という感じの毎
日でしたが、これから社会に出ても、常に他人のことを考えられる社会人になりたいと、改めて思いました。
大学院生活の2年間における主な私の目標は、法律全般、特に税法について深く学び、その上でいい修士論
文を作成することです。また、卒業後は、税理士となることを目指すため、コミュニケーション能力やプレゼン
能力を高めることも重要なことであると考えており、これらの能力の向上も目標としています。 今回採用して
いただいたＴＡ業務は、税法に関するディベートの補佐ということで、私にとっては目標としている成長を遂げ
ること、そして税理士になるための成長を遂げることが実感できた半年だったと思います。 また、人に教える
ことの楽しさや難しさも体感することができ、非常に有意義な期間であったと感じています。
教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）活動を通じて私は、多くのことを学び、伝えることの難しさを知りました。専門分野の知
識があったとしても、それを上手く伝えることができなければ、ＴＡの活動が成り立たないと感じました。如何
に分かり易く、そして端的に内容を伝えるか、教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）活動を通じてその方法を見つけることが
できました。また、数人を相手にするので、グループ内での協調性の維持と、各々から意見を聞きだすという
点でも、以前に比べて成長したと思います。 これらの前提として、ＴＡである私自身も事前に課題について検
討を行ったのですが、その際に受講生からどのような質問がくるかを念頭に置きつつ事象の問題点を探って
いたので、それによって、一つの問題を様々な角度から検討をする能力が身についたと思います。受講生か
ら、想像もしなかった質問をされたときもそれに対して瞬時に反応できることについても成長したと思います。
数人を相手にしているので、それぞれの意見に耳を傾けることも必要であり、その重要性も再認識できまし
た。
私は積極的に人に声をかけたりすることが苦手でした。まず、一声かける勇気もなく、何を話したらいいか考
えてしまいます。しかし、SAの活動を通して、自分から声をかけて積極的に関わっていくことで、自分自身に
自信を持つことができましたし、積極的に行動できるようになったと思います。
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。
後継者の育成という点を考えると授業の年次制限をなくして多くの人が授業に参加できるようにしてもらいた
い。
教育支援者を取り入れた授業では、支援者と受講生がふれあえるような形態を盛り入れたらもっと良くなると
思う。また、支援者をあまり必要としない日があるのなら、お休みを入れるなども仕組みとして入れてみたらど
うだろうか。
本大学には、聴覚に障害を持った学生がいます。私は大学内で当事者を支援する「ノートテイク」活動を行っ
ておりますが、ボランティア員が少なく、このサポートを受けずに当事者が受講している講義もあります。そこ
でSAの業務内容に「ノートテイク」を導入すると、当事者の学びに貢献できるのではないかと思います。厳し
い点はございますが、ご検討よろしくお願いします。
講義外の作業については明確な役割があり、仕事がしやすいのですが、講義中の存在意義が今ひとつしっく
りきません。今回私は10人という少ない講義だったので、毎回がGWとなり一緒に参加して、時には意見を言
うことで存在する意味を感じられましたが、数十人の講義となると、90分の間、どこに位置し（座りor立つ）、何
をするのかしないのか、途中退室についてチェックするのかしないのか、など。
担当教員がSAをどう使いたいか、協力してほしいかが不明瞭なので、実際授業で何をしていい、したらいい
のか分からなかった。
ゼミ形式の授業に関しては、ゼミの特徴に合わせて教育支援者を使っていく必要があると思います。しかし講
義形式の授業では特に｢どのような時に教育支援者が必要か｣｢学生に対して何が必要か｣を考えて計画的
に採用する必要性があるのではないかと考えます。
授業外での質問受付の時、受講生が他の授業と重なっていたりして、質問に来る人が少なかった。
・制度として認知されていないと感じる機会があるので、もっと認知度を上げるために学生間の交流やわかり
やすい制度説明を行うべきだと思う。
・大学内の先生だけでなく、サポートを必要としている非常勤講師等へもSA・TAの活用を行うことで学生の理
解度は上がると思う。
・聴覚障害の学生へのサポートをSAとして募集し、全ての時間をしっかりと受けられる保障を行うべき。他大
学に比べて聴覚障害者のサポートをする団体への支援が劣るので検討してほしい。
・SA制度があることで、その担当の先生も学生も気軽に頼れて講義の進行にも役に立つと思う反面、SA業務
の忙しい時とそうでない時の差が大きいので、その辺の改善ができればと思う。
・先生が最初に設定した時間内でしかSAは業務ができない。だからSAが必要とされる臨時の場合も｢業務時
間オーバーなのでやらないで下さい｣と言われ、手伝いがやりたくてもできないことがあった。そこの融通性は
いくらかあってもいいんじゃないかと思う。
80人規模の講義は、1人だとSAによっては、負担が大きいと感じた。先生、講義内容によっても変わってくると
思うが、2人がベストだと感じる。特に前期の講義となるが先生は英語で喋り、シラバスをもとに予習をしてな

い学生が明らかに講義についていけてない事に気付いた。 1年目の講義に関しては、通訳者1人は、時間
外も必要だが、時間外なしの講義のみのアシスタントも別で必要であると要望する。
時間外勤務で、元から組まれていた時間と出勤時間が合わないということがあったため、シフトのスケジュー
ル管理に、もう少し力を入れて欲しいと感じた。
教育支援制度のための事前研修の意義がよくわからない。グループワークなど、意欲面の醸成を中心に実
施されていたが、実際、業務内容に全く関係なく、むしろ、現場適応に支障がでるような気がした。 事前研修
を行うとしても、担当教員とのミーティングの時間にあてた方が効率的だし、その（担当教員とのミーティング）
時間も業務として換算すべきだと思う。また報告書に関しても、｢成長｣を問うのではなく、実際の業務に関す
る記述の充実を優先するべきだと考える。
ゼミでのSAの活用法は、ゼミにSAが参加することと同等に、ゼミ修了後の活動をサポートする必要があると
感じた。私の担当した心理学基礎演習では、ゼミでの教員の話、説明、講義を行い、その後、その講義の修
了後に｢心理学の実験｣を行う。学生に話を聞いたところ、｢講義の時はわかったつもりでも、実際に実験を行
うと、わからないことがでてきた｣という発言があった。このことから、SAは教員の講義以外の時間に、実験を
サポートできるような時間、仕組みが必要ではないかと感じた。 SAは講義の大まかな内容や目的をきちん
と把握し、先輩として、教員の手の届かない部分のサポートや補間をすることがよいのではないかと考えた。
教員のいないとこで学部生にSAが指導することは、SAに大きな負担とそれなりの知識が必要となるが、心理
学基礎演習のSAはすでにこの講義を優秀な成績で履修している人物が行うことを条件にするとよいと思う。
本授業のようなワークショップ型の授業では、受講人数が多いと、グループでの話し合いの場面などにおい
て、細かな指導が行き届かなかったり、目の届かない場合がでてきます。私がTAとしてそのフォローをするこ
とによりかなり改善はされていますが、最低後1人は支援者がいてくれたらな、と常々感じています。このよう
な点から、来期は私を含め後1人、SAを雇うことを検討していると担当教員から聞いています。ぜひ私からも
お願いしたいです。
フレッシュマンセミナーのような演習型の授業にはこのSA制度はとても役立つように思えます。少人数制故
かコミュニケーションを取りやすかったのだと思います。ただ一般講義となると100人以上を相手なので、当然
1人1人とコミュニケーションが密にとれるわけもなく、同じ学部生と言うことで私語の注意をどのように行うべ
きかと迷う場面が多々ありました。そのような時（他のSAの皆さんにも伺いたいですが）どうやって対処すべ
きかなと思いました。
今年度からスタートしたＳＡ制度であるため、はっきりしたガイドラインがないように感じる。ＳＡとしてどこまで
やるべきか、求められているのか、明確にして欲しい。 今後ＳＡを希望する学生が多く出ることを願いたい。
1年間通して多くのことを学ぶことが出来ました。ありがとうございました。
応募する際に自分自身の時間割が出ていない、そしてどの程度出勤するのか不透明な部分があり、応募し
ずらい。
受講生とのコミュニケーションで心掛けた事を報告、実践する場を少し持ちたいと思っています。
外国語の授業に、外国人のＳＡを起用して欲しいです。
ＴＡ業務の期間中、学校行事や公休日などで授業がなくなったり、準備する時間が少なくなったりする場合が
あるので、そのときには準備のための時間（授業外の時間）を増やす必要があります。そのようなときには、
授業外の時間を自由に増やせるようにした方がよりよい業務遂行ができるのではないかと感じました。検討
よろしくお願いします。
私の担当した講義の性質上、授業よりも授業外の活動の比重が大きく、かつ、生徒達の事前の打合せの進
行状況によって業務時間が増減したので、勤務時間の制約や給与等を、それに応じて調整できればと感じま
した。
業務時間が足りないと感じることがありました。あと、SAとしてどこまでしていいのかと考えることがありました。

2010/9/6
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

12科目

実施教員数 専任

8人

回答者延べ人数

679人

実施教員数 非常勤

3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

1.79

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
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1.79
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２．設問毎、回答割合
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回答１
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Q4
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Q7

45
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回答１,
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回答2,
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回答4,
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回答2,
239

回答１,
回答１
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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」
１度授業や教員から学んだ知識をＴＡ・ＳＡとしてアウトプットできるし、より知識を高められるから
ＳＡも支援がすごく上手で、この人のようになりたいと思ったし、自分も人の役に立ちたいから
ＳＡをやることで、学ぶこともあると思ったから。
ＴＡ・ＳＡになったら頼りになる人になれそう！
ＴＡ・ＳＡはこの障害を持った人が大学生活を送る中で必要だ
ＴＡ・ＳＡを行うことで学ぶことが多そうと思ったから
ＴＡのおかげで、いろいろなレクリエーションも学べたし、ふりかえりができた。
後はいなどの役に立っているからです。
アルバイ感覚。
アルバイト代が出るし人に評価されそうだから
いい経験になりそう。
いいバイトがないから
いえません
一度経験してみたいと思ったから
今、ＳＡなので…。
絵師と一緒に先生の話を聞けるから
お金がもらえるから。生徒側に立って学生を見ることができるから。
お金もらえるから
お金もらえるから
教えたいから
教えながら自分も勉強できるから
教えることで自分の身につく（動作法に限らず）と思う。大人数に実技を教えるには講師一人では大変。それを補える。
教える立場から理解できること、気がつくことがあると思うから。
教えるのが身に付きそうだから
教えるのも好きだし、補助などしてみたいから。
おもしろかったから
おもしろそうだから
面白そうだから
学習の支えになるのなら良いと思った。
かなり助けてもらったので、自分もなにか手伝えたらいいなぁと思ったので…
キャリアになるらしいので
給料が高いし、学内でできるから。
給料が出るかもしれない
教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）の人がいたから、先生に聞けないことが詳しく聞けたので私もこのような人になりたいと憧れている
教育支援者（ＴＡ
ＳＡ）の人がいたから、先生に聞けないことが詳しく聞けたので私もこのような人になりたいと憧れている
ので応募したいです。
教育支援者をやることで、また違った角度から学ぶことができて興味がふかまると思ったからです。
教育支援をやりながら自分も学ぶことができたり吸収できることが多くあると思う。
教員を目指しているため、いい体験になると思うからです。
教授の授業を助ける事で、実習体験が出来るのは良いと思うからです。
教授の手伝いとしたいと少し思う。
興味をもったから
きわめたいと思ったのと、学んだ知識や技術を活かしたいから。
講義を客観的に見れるのでおもしろそう。
後輩たちに勉強を教えることができそうだから
この授業をもっと知って、活用できそうだから
今回の教育支援者の方たちから教わったことを、次に教えたいから。
今回の授業でＳＡの必要性を感じたので、できることであればやってみてもいいかなーと思ったから
サポートすることで自分も学ぶことがあると思った。
サポートするのは難しいと思うけど、勉強になると思うから。
支援するという事は、より深く内容を知らなければいけないと思うので、自分のためになると思いました。
児童の分野について、すごく興味を抱いたから
自分が教育支援者になることによって自分自信も勉強になると思ったから。
自分が体験したことを今後、授業を受ける人たちの参考になれたら良いと思ったから。
自分自身ももっと勉強できるから。
自分にプラスになりそう
自分の学習にもなるし
自分のこれからに役立つと思う。いい経験になると思う。
自分のためにもなりそうだから
自分のためにもなるし、良い経験だと思う。
自分の力になりそうだから
自分の知識も深められると思うから。
自分の知識を伝えていく事が出来るのはもちろん、教育支援者を通して自分自身も新たな気づきがありそうだから
自分の勉強にもなるから
自分の勉強にもなると思って
自分の勉強もよりできそう。
自分の勉強もよりできそう。力にもなると思うから
自分の理解が深まるから

自分の理解を深めるためにも役立ちそう
自分みがきもできるかなと思いました。あと興味のある分野での（ＴＡ・ＳＡ）は自分も色々学べると思うから。
自分もそれぐらいパソコンを扱えるようになりたいと思ったから。
自分も助けられたからです。
自分を成長させられると思うからです。
視野が広がり、勉強になると思う。
授業以外に教員から学ぶものがあるとと思って
授業が効率よく進むから。
授業がスムーズに進められることができて良かったから
授業でＳＡとして活躍していた２人がすごくイキイキしててうらやましかった。
授業内容がわかりやすく良いから。
授業のサポートをするのは楽しそうだし、自分も何か学生の役に立てるならいいなと思う。
授業の支援をしていてすごいと思った
授業の補助など裏方的な仕事に興味があるから。
授業の理解を深めるのに役立ったと思うから
授業を先生側という視点を変えて学べそうだったからです。
将来、人とのコミュニケーションに役に立つと思った。
将来に役立つ
将来役に立ちそうだから。
生徒を教えるだけでなく、自分も学ぶことがでいると思うから
責任感を培う一方で自分の学んだ知識を活用したい。
ゼミの先生だから
前回、応募したいと思っていたから。
先生の講義の流れ、講義の仕方など色々と学べるから。
先生の近くにいることでこの分野についても、より専門的に学べると思ったからです。
先生の手伝いをしながら自分の技術や知識を深められると思うから。また、自分の力を活かせて良い経験になると思う。
そういう経験も必要と思うから。
それをやることで、何か学ぶことがあると思ったからです。
大学に通う多くの学生の授業への関心が高まると思ったから。やってみたい。
たのしそう
楽しそう
楽しそう
楽しそうだから
楽しそうだし、講義も受けれて得だから。
楽しそうだったため
楽しそうだと思ったからです。
楽しそうでやりがいがありそうだから。
楽しそうでやりがいがありそうだから
知識が深まりそうだし、教えることで、自分自身の勉強にもなりそう
どのような流れで授業を行っているか観察できるから
なにかと身につきそう
なんとなく
なんとなく。
必要としている人がいるから
１人暮らしなので
別の角度からまた新たに学べて、興味をもてそう
別の視点から勉強できる為
勉強になりそう
勉強になると思ったから
勉強になると思ったので。いろんな人と交流できるため。
毎回の授業において、資料配布、説明など教わることが多くありました。
学びを深め、お金も得られる
学べそうだから
みんなにおしえることが好きなので！
よい経験になると思うから
良い経験になると思ったから
楽に学べそうだから
わかりやすく教えてくれたので、自分もぜひ教えてあげたいと思いました。

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
「教育支援者とは何か」の説明が必要
2人いたのですが、カナダの先生で英語なので、やっぱりＴＡ・ＳＡの方はしっかり説明してほしいと思いました。
ＳＡの人は、この講義に関しては英語の通訳が出来る人がいいと思います。
ＴＡ・ＳＡがあることで円滑に授業がすすむので良いと思う。
ＴＡ・ＳＡの役割について詳しくおしえてほしい
ＴＡ・ＳＡはいたほうがいいと思った。
ＴＡ・ＳＡは授業をスムーズに進めるのに役立っていた。
ＴＡからＳＡも一緒に授業に参加できるといいなと思いました。
あなり必要ないのでは？
あまり英語が堪能で無かった為、先生が否定している場合や、日本語で話されている場面が何度もあった。
ありがとうございました。
いえ、いままで通りでいいと思います。
一定の場所にいるのではなく、質問しやすいようにもっと回ったりしたらいいと思う。
いつも優しく、ていねいに教えてくれて嬉しかったです。
いてもいなくても同じ
今のままでとても良いと思います。
英語での授業だったので通訳の方がいてくれてとても助かりました。授業がより分かりやすくなりました。
英語の通訳をもっとわかりやすくしてほしい。
得ること、考えることが多くあり、勉強になりました。
教え方がわかりやすくいて、家でも実践することが多かった。声かけを頻繁にしてくれていました。
おつかれ様でした。
主にプリント配りや出席票配りを中心とした仕事でしたが、配っている間でも、教員が講義を進められるので、授業時間を
有効に使うことができてたと思います。
改善してほしいところはない
学生が担当しているので、せっかくだからもう少し生徒目線の意見を、教授とどうやったら理解が深まるか、伝えるのも有り
だと思う。
頑張ってください
完璧だった。
基本、経験者だったので大丈夫
教育支援者がいてもいなくてもあまり変わらなかったと思う。教員の手伝いはしていたけど。
教育支援者がいることによって、授業がスムーズにすすむし。先生の助っ人になって良かったと思う。
教育支援者は、支援する方が学校を休んでも、教育支援者は授業にくるものなんですか？
教育支援者はいたほうが効率がいいと思った。
けっこうたのしかった
声の大きさなど、はっきりしていて良かったです。
今年始まったばかりで、よくわかりませんが、先生とは違い、生徒だと身近に感じるのでいいと思う。
このくらいが丁度いい
この授業では、あと１～２人いてもいいと思う。
この授業は英語がよく出てくるので、訳をしてくれる人がいるので助かりました！！遅刻しても資料をしっかり管理してくれ
ていたので助かりました！！
細かい配慮ができていて、すごくよかったです。
これからも頑張ってほしいと思います。
今回の場合は特になり、満足です。
今回は、プリントを配ることしかやっていなかったと思うので、いても意味あるのかなと思いました。
最高でした。
最初の授業で教育支援者であることをきちんと自己紹介すべきでしょう。
サポートに役立っててよかったです
サポートも良く出来ていて特には無し
時給はいくらですか？
実験が多かったので補助の方（ＳＡ）がいてよかったと私は思います。
質問しやすかったし、わかりやすくて、授業にもついていけました！
質問にもていねいに答えてくれたのでよかったと思います
授業がはかどるのでＴＡ・ＳＡはいたほうがいいと思います。
授業中歩き回って分からない人を見つけ出し、アドバイスをしているのを見て、ＳＡとして授業に貢献しているなと思った。
授業中のプリントくばりだけでなく、疑問や質問に対して教授の補助として１人１人に教えて回ってほしいです。
授業展開を円滑に行っていた。
女子のＳＡがいればいいと思う。
すごく良くしてくれたので感謝です。
少しい圧的なところが見られた
少し授業をすすめるのが早いなと感じました。
すばやさが足りない
積極的
先生ができそうなことをやっていた気が…
先生だけでは手がまわらない（実習では）ので、いてよかったと思います。聞きたい時に気軽に聞けました。
先生の声小さい
先生のサポート役として町会いたが、別にＴＡ・ＳＡを使用するほどではないと感じました。
そのままでいいと思う。

ただ授業のレジュメや出席表を配るだけなら、先生１人でもできます。
立場があいまい。先生からの強い指示は実用だと思います。ＳＡもしっかり発言してほしい。自信のない言い方は良くない。
男性と女性のＴＡ・ＳＡがいた方がいいと思う。
担当教員だけでは大変だったと思うのでとても良いと思いました
担当教員の負担がへっているなら。有益であると思う。
通訳する力がもう少し欲しかった
適切なアドバイスありがとうございます
テスト範囲が多い（泣）
特にありません。教員と連携して、うまくやっていたと思います。
得にありません。良かったと思います。
特にない、がんばっていた。
とくにないです。よかったと思います。
特になし、容量がわかりませんので
特になし、良かったです。
とても活用されていたので何もないです。
とても良い制度だと思うのでこれからもつづけてほしい。
とても良い存在でした
とてもよかった
とても良く教えてくれて、良かったと思います。
とてもよく頑張っていたと思う。
何をしていたかよくわかりません。
何をしていたのか分からない。必要な資料を忘れてきたり、配りそびれていたり、担当教員とＭ連携も取れていなかった様
子としてとらえられた。ＴＡの不手際で講義中断し、先生も一緒に資料を配っていた。無意味です。
何をしているのかがよくわからなかった
パソコンを使うことが苦手ですけど、この授業を通して、少しずつ分かってきた。これからも活用していきたい。
比較できるより良いＳＡを知らないので特に思いうかばない
必要性を感じなかった。
ビデオなどＡＶ機器をいじれる人がいたらいいと思います。（生徒でわからない人が多く担当を呼ぶまで手間どる）
プリント配っているだけだったので別に必要ないと思います。
プリント配ってくれたりしていたので、先生の授業が短くなったりしていなかったと思う。出席表の書き方とか教えてくれて助
かった。
プリントくばって時々静かにしろというべきなのでもっと活動するべき
プリント配りやビデオ、ＤＶＤの再生の時は手伝っていたりしたが、後は特に何もしていない気がしたので、配るのが早くな
るっての以外、あんまり意味がない気がした。
プリント配付以外に何かできることはるのでしょうか。
プリント配付のみをしている印象を受け、いらないなと思った。
プリントやテキストを配るだけではなく 講義内容に関することをした方が良いと思う
プリントやテキストを配るだけではなく、講義内容に関することをした方が良いと思う。
文化人類はＴＡ・ＳＡはいらないと思う。プリントしかくばっていなかったから
補助があまり見えなかったです。
補助として。役だったと思う。よいと思う。
毎回の授業で充実した時間なので満足しています。
毎週頑張っててすごいなと思いました。
全くないです
もう少し、先生のかわりに授業をしても良いかなと思った。
もうすこし貢献できることをふやしては？
もう少し困っている人のところも見て欲しい。
もっとＴＡ・ＳＡの人数を増やすか、受講生の数を減らしてほしい。
もっとＴＡ・ＳＡを増やしてもいいと思います。
もっと活躍させていいと思います。
もっと元気がほしい！
もっと自信を持ってハキハキと話をしてほしい。
もっと授業に深く関わったらいいのでは？
もっと人数いてもいいかな。
優しく教えてくれたし、先生をよべない時呼べてよかった。
良かったと思います。
よかったと思う。
わかりやすく教えてくれたので良かった。
和訳できる人がぜひ必要です。これからもおねがいしたいです。

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
Ｅｎｇｌｉｓｈ等外国語に留学生を使ったら良さそう
ＳＡがいたおかげでスムーズい授業できた。
ＳＡがいる講義はこの講義が初めてなのでまだどういう制度か分からないですが、ＳＡがいるほうが先生も助かると思いま
す。
ＳＡ制度はいいと思います。
ＳＡの先輩がよく頑張ってくれていたと思う。
ＴＡ・ＳＡさんサポートがあるお陰で、よりよい授業になっていると思います。
ＴＡ・ＳＡ制度は今後も活用するべきだと思います。
ＶＴＲを使用した時に調子が悪くて、スムーズにいかなかったので、あらかじめテストして来ておくべきだと思った。
あまりない
いい制度だと思います！
いい制度だと思います。
今のままでとても良いと思います。
動きまわる授業には、どんどん活用していくべきだと思った
英語言語は必要じゃないか？
英語で話す先生の場合は、ちゃんと英語の通訳を出来る人にさせるべきでは
円滑な授業が進められたので、これからも採用してほしいです。
大勢での授業よりも、ゼミ形式の授業のほうがよく活用しているように思います。
教えてくれる人が先生以外に増えた事で、質問がしやすかった。
お疲れさまでした。
同じ生徒という視点に立って、教員とは違うアドバイスとかしてくれそう。いろいろと質問とかしやすいので良い制度だと思
う。
基本的な雑用みたいなものだけではなく、くるかＲには授業に参加するようなかたちでしてほしい。
教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）として仕事をきちんとしている人もいれば、あまりしてなさそうな人もいたのでそこが気になった。
教育支援者が講義を行った場合の評価のつけ方あんどはシラバスなどに明記してほしいです。
教育支援者制度はこのまま積極的に取り入れてほしい。
教育支援者はいたほうが効率がいいと思った。
講義内容が理解しやすくなりました。
講義の形式の授業には、ＴＡやＳＡは必要ないと思う。情報（ＰＣを使うもの）とかにこの制度を入れた方がいいと思う。
講師がゆとりを持って講義をすることが出来ていたので、とても良い制度だと思います。
高齢だったりケガをしている先生の授業などには活用した方がいいと思うが、普通の授業にはあまり必要ではないと感じ
た。
この制度ｈいいと思うのでもっと増やした方がいいと思う。
この制度についてあまり知らずにおせわになっていたので もっとくわしい説明がほしかった
この制度についてあまり知らずにおせわになっていたので、もっとくわしい説明がほしかった。
これからもこの制度を利用したほうがいいと思います。
今回の授業内容に関しては満足です。
座学にはあまり必要なさそうだが、実技もある授業なら、居ると有難いと思う
私語の目立つ学生に対してもっと厳しく接して欲しい。退室、欠席扱いとする等
質問がいっぱいできてよかったと思う。
授業外作業とミーティングの違いを明文化してほしい
授業が進みやすくて良かったと思う。
授業がスムーズに進むからいいと思う。
授業展開がスムーズにできる。教師が目の届かない場合もＳＡ・ＴＡが客観的に見ることができる。
授業によって必ずしもＴＡ・ＳＡが必要ではないと思います。
授業をスムーズにおこなうためにとても必要な存在である。
正直そんなにいらない
少人数の授業だととても頼りになる
情報処理は助かる。線絵士がひっぱとだこになったりしていたので。
スムーズに授業が進んだと思う
スムーズに進むし、質問などしやすい。
積極的にとりいれる必要があると思う。
先生以外のＳＡの方がいることで分からない所を聞きやすいし、授業に対して深く理解できるようになった。
先生が増えたような安心感があった。
先生だけの授業より、よりいっそうわかりやす。また質問とか聞きやすい。
先生のお手伝いさんみたいなイメージ。先生と同時に教室に入るのはどうなんだろう…。準備は良くできていると思う。
先生１人でできるようなことだったと思う。
先生1人で何人もの生徒を相手に授業を進めるのは難しいので、この制度はそれを補っていてとても良かった。
先輩と関わりが持てるので良いと思いました。
大変よかったと思う。
楽しいやり方は、どんどん取り入れた方がいいと思う。
担当ｌ教員の負担も減りいいなと思います。
動作法に関しては、とても意味のあることだと思います。座学でＴＡ・ＳＡ制度を取り入れるよりは、こういった動く授業で活か
せると思う。
特に必要性は感じない。
とてもすごいと思う。
とてもすばらしいと思います
とても良い制度だと思います。

とても良い制度だと思うので、これｋｒまお活用してほしい。
とてもよかった
とてもよかった。
とてもよかったです！
とてもよかったです。
どんどん活用した方がいいと思う。
何か判らないことがあれば、聞けるから良いと思った。
人数の多い授業ではなかなか先生に質問できないので、教育支援者の存在は助かる。
配布物を配るだけなら、なくてもいいと思います。
パソコン授業などで非常に必要だと思います。
パソコンの勉強になった。
パソコンを使う授業は活用していたらスムーズだしききやすいと思います。
パソコンをつかって支援していたんですが、パソコンが使えない人はどうやって支援するのですか？
プリント配付がスムーズで授業が円滑に進んだ、とてもよかったと思う。
みんながうるさいときに、先生にかわって注意していてよかった。
みんながちゃんと集まると良かったですね
もっと公にすべき
もっと活躍の場を広げて
もっと子供が育てやすい社会に！！
良いと思います。
良かったです。
良かったです。
わからないとこなどの質問が気軽にできるので良いと思う
分からないところがあったら教えてもらえたので良かった。
比較できるより良いＳＡを知らないので特に思いうかばない

2011/3/7
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

28科目

実施教員数 専任

19人

回答者延べ人数

1025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

1.64

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
3.49

3.50

2.87

3.00
2.50
2.00
1.50

1.50

1.64

1.76
1.49

1.44

3

4

1.00
0.50
0.00
1

2

5

1.50

6

7

1.49
1.44
3.49
1.76
2.87

２．設問毎、回答割合

Q1
回答１
回答2
回答3
回答4

Q2

Q3

616
313
74
18

594
228
166
33

Q1

回答3,
74

Q4
632
288
77
21

Q5
657
278
69
15

Q6

Q7

76
83
83
772

Q2

回答4,
18

456
367
146
44

102
123
574
218

回答4,
回答3, 21
77

回答4,
33

Q3

回答3,
166
回答2,
313

回答2,
228

回答１,
616

回答3,
69

Q4

回答4,
15

回答2,
288

回答１,
594

Q5

回答１,
76

回答2,
83

回答4,
回答3, 44

回答4,
772

回答１,
657

Q7
回答１,
102

回答4,
218

回答3,
574

回答2,
123

Q6

146

回答3,
回答3
83

回答2,
278

回答１,
632

回答１,
456

回答2,
367

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が楽しそうだったから
ＳＡに興味があり、前々から応募してみたいと思っていた。
ＴＡ・ＳＡがいた事により、とても良い学習ができました。この教育支援者制度をさらに発展させる事は学力向上にとてもつな
がると思ったからです。
ＴＡ・ＳＡとして講義に参加させてもらえることは、自分の知識を深めたり広げたりすることができると思うから。
ＴＡ・ＳＡは生徒に近いため、生徒に伝わりにくポイントを知っているので、授業の理解度が上がるから。
空いている時間に、楽に働くことができるから。
新しい事にちょうせん。
いい経験になると思うから。
一生懸命学んでいる学生の手伝いをしたいと思いました。
色々自分にも為になるかもと思ったから。
色々勉強になると思うし、授業で一緒に学べるから。
色んな人とふれあう機会ができるし、みんなのやくにたつから。
お金が出るから。無料でいろいろ学べるし。
教える力が身に付くと思うから。
おしえるのがヘタだからです。
同じ年代と話す機械が増えるので。
面白そう。
おもしろそう。
面白そうだから。
学習を通して、自分自身の学びにもつながると思う。
学生（困っている）への支援は年次が近い方がやりやすい（接しやすい）と思った。先生と一緒に運営することで自身の学
びの深さにもなると思ったから。
学生であってもただ単に授業を受けるよりも違う立場から参加できておもしろそうだと思ったから。
学校で空いた時間を有効的に使えると思った。
かっこよかった。
金がほしい。
機会があったらやってみたかったです。でも卒業なので・・・。自分のもっている知識とかをアドバイスできたら・・・後輩にとっ
ても良い刺激になるのでは・・・と思います。
貴重な体験ができそうだから。
教育支援を行っていく上で、自分自身も成長できると思うから。
教員を近くで感じる事で、学問に対する姿勢を学べると考えるから。でも４年だからできません。
教師になる上で、どんなサポートがあれば進行しやすいか知り、活用したいと思うから、また、教える側を体験したい。
教師の補助をすることで、教師の考え方や、見方を理解できそうだから。
教授の手助けという知識の供給側に立つのは、知識の需要側に立つよりずっと頭に入るし、何より供給側に立つ事の知識
もつくため、とても自分の成長につながると思う。
教職をとってる人はいい勉強になる。
興味があったからです。
興味があるから。
興味があるから。
興味がわいたから。
興味のある分野なら、専門の教員のそばを学びたいと思ったからです。
協力できるから。
具体的にアドバイスを少しでもできたらなあと感じました。
経験してみたい。
経験談を聞くことによって、現場でどのようなことが起こるのか少しでも知ることができるし、想像しながら授業をうけれてた
のしかったし、教えることによって自身にもプラスになると思ったから。
現在ＳＡです。
現在ＴＡ・ＳＡです。
講義の補助という別視点で、また自分の身につくような学びがありそうだと思った。
講義を受講する以外に、その講義をサポート・補助するという別の関わり方を通して、学びができるかと思うからです。
後輩達と仲良くなれるから。
後輩達に貢献できると思うからです。
後輩とかかわりたい。
後輩と仲良くなれる。
後輩に、自分の経験をふまえた上で、よりよく学習してほしいから。
後輩に文化人類のすばらしさを伝えたい。
後輩の育成のため。
後輩の学びの助けになるなら、やってみたい。
後輩はやっぱり先生から直接ききずらいので、ＳＡのような身近で、話ししやすい存在が必要だと思ったから。
コミュニケーションがとれそうだから（先生との）
今回の授業受けた人以外の人とこの授業の参加をしてみたい。
今後、将来に役立つ気がして。
在学生で過去に履修した経験を生かせる。
サポート方法を学べると思うから。
様々な視点やあらゆる視点に立っての見え方や新たな物、者の味方、発見、成長が多くあると思いました。
支援する際にいろいろと学べると思うから。

自身の尊敬出来る講師の授業の補助や補佐をすることで貢献したい。また、少しでも講師の授業の手伝いで学べることも
あると思うから。
指導者の考えをより開けるし、指導者側の視点を体験できるからです。
自分が一度受けた授業を客観的にみることができる。先生目線でみて。
自分が支援してもらって助かったので、恩返し。
自分が説明する立場になることで、より理解度が増すと思うから。
自分が体験したことを後輩たちにおしえてあげたいから。
自分が学んだことを他者に伝えることで自分の向上にも関わると思う。わからないことに関して、自分の知識を活かせる機
会があるならぜひ参加したい。
自分が学んできたことを還元したいから。
自分がもっている知識をいろんな人に伝えたいから。
自分自身の学びにも、つながると思う。
自分自身も多くのことを得られると思ったから。
自分自身も学び得るものが、たくさんあると思うから。
自分でつとまる自信はないけど、やったら自分にとって勉強になることが多いと思うから。
自分に自信がつきそうだからです。
自分にもこのような事ができるようになりたいと思ったので。
自分の興味のある科目の先生であれば、より会話をする時間が増えるかと。
自分の為になりそうだから。
自分のためにも色々と学べると思うため。
自分のためにもなりそう。
自分のためにもなるから。
自分の為にもなるから。
自分のためにもなると思うので。
自分の知識にもなるので。
自分の得意な分野ならやりがいがあると思ったからです。
自分の復習になるし、後輩にもしっかりと理解させたいから。
自分の勉強にもなるから。
自分の勉強にもなると思ったから。人の話には自分もしっかりしないといけないから・・・
自分の法律の知識についてもっと深めていきたいから。
自分の学びにつながると感じたからです。あと、先輩がすごい人が多い。
自分の学びにも活かせそう。
自分の学びにもなると思うし、他の人の役にも立てると感じるから。
自分の持ってる知識が役立つのは良いことだと思ったから。
自分の役に立ちそう。
自分も学習できるから。
自分も学問に対する理解が深まる
自分も学問に対する理解が深まる。
授業が円滑に進む為
授業が生徒にとって分かりやすいものとなるよう、先生の補助をすることは意義があると思うから。
授業にさらに深く関われているようでおもしろそうだったため。
授業に参加することで、良い経験をつめそうだから。
授業の効率化を考えられることと、その授業に接することで自らの考えや知識も深められるから。
授業の進行を客観視できるので勉強になるかなと思いました。
授業の進行をスムーズにするのに貢献していたのを見て自分もそうなりたいと思いました。
授業の内容も聞けるし、給与ももえるから。
授業の補助をすることで勉強になると思ったから。
授業を受けている生徒の相談に対応して、アドバイスを与えることができるのは良いと思ったから。実際にそういう経験が
あったから。
授業を受ける側でなく、携わるという側から参加することで、また違った角度から学べると思うからです。
授業をうけることができるから。
真剣に学ぶ学生のお手伝いがしたいと思ったため。
新入生の支援をする意味では一度やってみたい。
すごくケイクンになると思う。
素晴らしい働きだと感じたから。
先生が困ったら手伝ってあげたいから。
先生から生徒への細かい指示を伝えられるから。グループワークの時に助かる。
先生と関わりが深くなって、色々と相談もしやすくなるから。
先生としたしくなれるし、自分にも勉強になることが多そうだから。
先生には、講義集中で、そのサポートをすることで、やりやすくなるならアルバイトとしてやりたい！
先生の研究・授業をサポートしながら自分のスキルアップになりそうだから。
先生の補助をしてみたいから。
先生の補助をやってみたいから。
先生の元で、お手伝いしながらさらに児童について深み、学んでいきたいです。
先輩が実際にやっているのをみて興味を持ったから。
先輩が尊敬できるし、自分もＳＡをやる事で、学びを得られるのではないかと感じたから。
先輩がやっている姿を見て、自分もやってみたいと思った。
その分野のことが自然と学べそうだから。
大学という場で、授業の中で生まれる見解の相違に触れるのはおもしろいと思った。
大学の講師の授業の準備などを見てみたい。
大学の授業者の目線に立つのが面白そう。

体験してみたいだけ。
大変そうだけど、他の生徒の助け（授業の）をやってみたいと思ったからです。後、教師を目指していたので、少し興味があ
ります。
大変そうだけど、人の役に立つことだから。
大変な思いを分かってくれてアドバイスをもらえてうれしかったので。
楽しそう。
楽しそう。
楽しそう。自分も役に立てるならぜひやってみたい。
楽しそうだから。
楽しそうだから。
楽しそうだから。
楽しそうだし、コミュニケーション能力がつきそうだから。
楽しそうだし、ためになると思ったからです。
楽しそうだったし、先生との行流も増えそうだと思ったから。
楽しそうだと思ったから。
楽しそうでした。
楽しそうでした。
楽しそうなので。
担当の授業を近くで見ることができるから。生徒ではなくアシスタントとして授業に参加することで教師になった際に、役に
立ちそうだから。
ちゃんとしていたから。
直接、現場で学んだ事を、解りやすく教える事ができ、受講生となじみやすい。
出来るか分からないけど、それも経験だと思う。
出来るんだったら・・・やってみたい。
手伝いができるから。
手伝いながら学べる。
とても助かったから、自らもその立場にたって助けてみたいし、そのような事で学べることもあると思うから。
苦手だからです。
必要なポジションだと思い、時間の都合が合えばやってもいい。
人に教えたりする事で就活などで役に立つ力が付くと思ったから。
人におしえる事ができたらいいな～と思ったから。
人に教えることで、自分の理解も深めることができると思ったから。
普通にバイトをするよりは楽そうだ。
別の視点から授業を学ぶことができると思うから。
勉強しながら、手伝いもできるから。
勉強になりそうだから。
勉強になる
勉強になる。
勉強になると思った。
補助をしっかりしており、先生よりも活動していたため、自身のためになると思いました。
まあ、面白いと思った。
学び得るものがあると感じたから。
学びとらせる側に立って、現状を知りたい。
学べる。
学べるから。
自らの学びも深められると思うから。
もっと上を目指したい。
もっと勉強できそうだから。
やりがいがありそうだから。
良い意味で機能しているなら、自分もやってみたいと感じたから。
良いことであるなら協力したいから。
より、学べると思った。
わからない人たちの役に立ちたいです。
わかりやすかった為。
私個人も、学ぶことができ、授業以外でも、おしえてもらうことができたので。
私自身すごく助けてもらったし、そういう活動を今後は私たち代も続けていけたらいいなーって思った。
私も現在ＳＡをしているが、先生の補助をしつつ、授業をきけるから。

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
ＳＡ・ＴＡが書いたレジュメ・資料とかがあったらもっと良かった。
SAさん方には大変お世話になりました。どんな質問にも丁寧に答えて下さり時には一緒に悩んで下さったりありがとうござ
いました。そても大変なSAだと思いますが、これからもこの制度を続けてもらいたいです。
ＳＡにまかせすぎて、先生が来るのが遅い。ほんらいなら、雑務も先生の仕事のはず、それもＳＡにまかせたうえに、遅れる
のは問題です。
ＴＡ・ＳＡがいることで、先生達がスムーズに授業を進行できていると思う。
ＴＡ・ＳＡが何かよくわからない。
ＴＡ・ＳＡのことよくわからないから、もっと詳しく・・・
ＴＡ・ＳＡを必要とするような講義ではなく、先生の話を聞くだけのものだったのであまり必要を感じなかった。講義のタイプに
合わせて支援を行うべきである。
ＴＡ制度を活用することにより、ゼミ内の知識が高く身に付いたと思う。
明るかったので話やすかった。
あくまで裏方で補助する教育支援者は、まだあまり認知度が低いのではないかと思いました。
アポを取りやすくしてほしい。
あまりわからないので、もっと学生に知ってもらった方が良いと思います。
威圧感が足りない。
息ぬきしながら学べて楽しかった。
意見を出す手助けをしてくれた。
一度もそういった機会がありませんでした。
一年生の時とくらべて、効率よく進んでいたので必要性はあると思う。
今のままで。
今のままでよい。
今のままで良いと思います。
いろんな人の意見を主張する機会があった方がいい。
動き回って、ゲームをする授業なのでＳＡなどの補助的役割の人がいるのは良い事だと思う。
英語での授業がほとんどなので、ＴＡ・ＳＡがいると、わかりやすい。
英訳をもう少ししっかりしてほしい。プリントも訳せたら訳してほしい。マイク使ってほしい。
お疲れ様でした。
おつかれさまでした。
オツカレサマデシタ。
改善してほしい点はありません。SAの方はみんな笑顔で親しみやすくて、質問しやすかった、やさしくて嬉しかった。
考え方や法律の解釈の仕方など、ヒントを与えてくれて、自分達の意見を導き出す手助けをしてくれたので、すごく良かった
です。
頑張ってたよ
頑張ってたよ。
かんぺきです。
きがきいてた。すごいです。
きちんと補助ができていたと思う。
ぎのざさん、ありがとう。
教育支援者がいたこと事体知らなかった。
教育支援者が何かわからない。
教育支援者が補助をするおかげで細かいところまで授業の進行具合が把握できると感じました。
教育支援者って誰ですか？見たことありません。
教育支援者って誰のことですか？
教育支援者のいる授業を受けたことがないです。
教育支援者のくわしい説明をして下さい。
教育支援者の存在自体知らなかった。
教員とＳＡとで事前の打ち合わせ等を簡単にでもするとよりスムーズな授業はこびができると思います。時間を割いてし
まったとこ（ファイル配り）とかは、改善考慮した方がいいと思いました。
グループ学習など進行のむずかしいこともあった中、英語→日本語の伝達も加えて良くがんばっていた。ありがとう。
グループ学習になると、複数のグループを同時にできるなーと思った。
グループ内で話す中で疑問が出た時は、快く教えてくれました。教員だけではなく、同じ学生の立場としては、存在は大き
かったです。
声が小さい。
このアンケートを書くまで教育支援者がいるとは知らなかった。もっと早く知っていればもっと書けたかもしれない。
この教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）で先輩とのかかわりもできるし、授業をわかりやすく説明してくれたりと、とても良かったです。
このシステムは、必要としているのか、又、何の為に行っているのか？
この授業に、ＴＡ・ＳＡはいませんでした。
この授業にＳＡは必要だと思います。こまかい作業が多いし、知識があまりない人はとっても助かります。
この授業においては役目があるのかぎもん。
この授業にはＴＡ・ＳＡはとても必要だと思いますが、人選がとても大切だと思います。
この授業は、先生１人ではできないと思うので、ＳＡは絶対必要だと思う。
この授業は、ほとんど英語で少し難しいので、サポートしてくれる学生が必要だと思うので、ＴＡ・ＳＡはいたほうがいいと思
います。
この授業はパソコンを使う授業で、操作の仕方がわからなかったら、すぐ聞けるので、いたほうが良いと思います。
この制度はできる限り全学科に配置すべきと思います。
このまま続けてほしい。
困ったとき、平山先生に聞く程でもない時助かりました。

困ったときにすぐに対応してくれたので、助かった。
これからも効率の良い授業をお願いします。
今後もこの授業には教育支援者は必要だと思う。
支援対象者に対する態度
実際の現場での話、あるいは当事者の話がきけてよかった。これからも続けた方がよいと思う。
実際の所、あまり教育支援者の事について知りません。
質問の意味が分からないときや、実習や課題で不安になったとき、話をきいてくれて、先輩からのアドバイスをもらえたので
助かりました。
自分で考えて行動すべきだと思います。
自分の時間を使ってＴＡ・ＳＡとして頑張っていてすごいと思う。
自分も授業やゼミで忙しいはずなのに、私たちのことをとても助けてくれて、とても有り難かったです。
自分を教えてくれた教育支援者の方はとても良かった。
しゃべるだけじゃなくて書いたりしたらもっといいと思います。
授業が中断した時など、すばやく対応してくれました。
授業考えるの難しいです。
授業中は教室にいてほしい。
授業内においてもう少し効率よく行ってほしかった。（プリント配布等含め）
授業内容で相談があったときに、先輩方にいろいろ話を聞けたので良かったと思う。
授業の人数が多いので、使うのがむずかしかったと思えます。
授業を補助する以上にいろいろな説明をして下さり、とてもよかったと思います。
授業を盛り上げてくれたり、分からないときはすぐにアドバイスをくれたり、とても楽しく授業をうけることができました。
シラバスの予定に組み込まれてないので、授業の進行に誤差が出来るのが問題かな？
知り合いのセンパイとかだったのでとても良かった。
すごく助かりました。
少し説明がわかりづらい点があった。
席の後側にＳＡがいるので呼びにくかった。エクセルを使っている時とかは歩いて回っていてほしい。
ゼミ以外の時間でも、ゼミ活動に協力してくれて時間を作って（割いて）色々と教えてくれたので、とても助かったことがたくさ
んありました。
ゼミのメンバーが１５名に対して、ＳＡが２人と先生１人では、全員に手がいかない気がするので、せめてＳＡをもう一人ぐら
い増やした方がいいと思う。
先生が３人いるという思いがでるくらい必要な存在でした。
先生がＴＡ・ＳＡを上手くつかえていなかった感じがします。
先生が英語で喋っていて教育支援者は通訳をしなければならないのに、全然訳が出来ない上に自分が理解したら生徒に
は何を言っているか教えずにみんな何の事を言っているのか分からない時が多かった。
先生が英語で話すので、訳してくれる人だったらいいと思います。
先生と一緒にいる人が教育支援の方だとは思わなかった。たまにマイクをなおすだけだったから気付かなかった。
先生とは違った意見や改善点を言ってくれたことが良かった
先生とは違った意見や改善点を言ってくれたことが良かった。
先生に聞きづらいことも、ＳＡに聞いたりして授業がやりやすかった。
先生には質問しにくいと思ったことも、ＴＡ・ＳＡの方にできたりしてとても良かったと思う。
先生にも言えますが、作業効率を考えてほしい。先生がテストで席をわりふっている間に助手さんは長いレポートテーマを
黒板に書いておくべき。
先生のアシスタント以上のかつやくをしてくれていました。
先生の言うことをしっかりきいていた。
先生の言っていることを通訳してほしい。ＳＡは理解していても学生には伝わっていないことがよくあった。
先生の英語をスムーズに通訳できる人を起用した方がいいと思う。
先生のお話が脱線ぎみなので、タイムキーパーをやってほしい。
先生の説明をよりわかりやすく説明してくれてよかった。
先生の話すことや、レジメの英文を、とても分かりやすく訳してくれてとても理解しやすかった。
先生の補助をうまくしていて、授業がより分かりやすくなると思います。
そのままでいいです。
そんなにかいぜんは、ないと思う。
大変おつかれさまでした。
大変すばらしかった。
大変助かりました。
他にもいろいろアドバイスがほしかったです。
他の実習ではＴＡ・ＳＡも必要があるかも知れませんが、この授業ではあまり必要と感じませんでした。
担当教師がもっと効率よく授業運営をしなければならないと考えます。
強気の発言は、やめてほしいです。元気があり、良かったと思います。
ていねいに教えてくれて分かりやすかったです。
出来ればＳＡを１人じゃなく２人ぐらいにしてもらいたいです。
同年齢の先輩からの意見は、とても参考になりました。先輩がいたら、とても助かりました。感謝です。
特に授業の中で取り入れられていなかったのでありません。
特にないです。おつかれさまです。
特にないです。プリント提出のときなどのアナウンスがあって良かった。
特にないです。良かったと思います。
とっても親切で分かりやすく教えてくれた。
とってもたすかります。いくらもらってるか分からないですが、いっぱいごほうびをあげて下さい。
とってもよく活用されていてよかったと思います。
とてもお世話になりました。
とても活躍していたと思う。

とても協力的でした。
とても助かった。
とても助かっています。ありがとうございます。
とてもていねいに授業の補助をしていたと思います。
とても話やすい方だったので、とても助かりました。
とても優しくてよかった。
とても良いのでそのままで大丈夫です。
とても良かった。
とても良かった。
とてもよかった。
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。
とても良かったと思います。
とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。
とても分かりやすく動いていたので特にありません。
二年生では質問紙があり、SPSSなどで分析をしないといけないので、PCに強い人がいいと思います。
半年間ありがとうございました。
必要性があまり感じられない。必要ないの意見が多かったから、無駄なものに投資するのはやめてほしい。完全なボラン
ティアなら、賛成しますが・・・
必要と思ったことはありません。
１人より２人くらいが良いかなあ。
広い教室ではマイクを使ってほしいです。
負担がすごそう。いっぱい給料あげてください。
マイク・ＰＡシステムが不確定なので、むしろ使わないで肉声に徹するのがよい。いじっている時間がムダ。
マイク使用を。
毎度ありがとうございました。
真面目にしっかり補助していたと思います。
満足。
満足です。
皆の事に気をくばってくれたり、先生の補佐もしっかりできてたと思います。
みんなのノートを見回って間違ってるところを指摘してくれてありがたかった。
目つきがこわい。
めっちゃ良かったです。
もう少し授業に関わったら良いと思う。
もう少し積極的に接しても良いのでは？
もう少し皆で考える時間がほしい
もう少し皆で考える時間がほしい。
もう１人増やしてもいいと思う。
もっと、どういった存在なのかの説明。
もっといろんな授業にＳＡをつけてほしいです。
もっと色んな生徒との関わりを持ってほしいなーって思いました。
もっと会話したかったです。
もっと教室を動いて質問がないか学生に確認すると良かったと思います。
もっとこんな授業があったらいいなと思った。
もっと授業に入ってきてもよいと思う。
もっと積極的にしたらいいと思いました。
もっと人数がほしい。
もっと募集の掲示板を分かりやすくして欲しかった。（気付かなかったので出来なかったので）
優しかった。助かりました。
やったほうがいいと思う。
良い見本だったと思います。ＳＡがいることによって無駄な時間をはぶくことができたと思います。
よかった。
良かったから改善とかはない。このままでいいと思う。
良かったです。
良かったです。
良かったと思います。３年次でもそういう講義があるといいな。
よかったと思う。
よくわからない。
レジュメや出席票をTA・SAの方が配ってくれる分、授業をする時間がより多くなって良かったと思う。
連絡等もしっかり伝えてくれていて、頑張っていたと思います。お疲れ様です。
分からないことは、ていねいに教えてくれて助かった。アドバイスもすごくためになりました。
分からない所とか困った所とかアドバイスしてもらって、自分の考えをちゃんといえるようになった。
分からないところなどをすぐ教えてくれたりして、とてもサポートしてくれました。
わからない所もわかりやすく説明をしてくれたので、他のゼミにも活かしたほうがいいと思います。
わかりやすかった。頑張っていた
分かりやすく教えてくれました。
分かりやすく説明とかしてくれたのでよかったです。
分かりやすくて良かったと思います。

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
ＰＣ機器のトラブルで何度か授業が中断した。
ＳＡにも発言の機会を与え、講義に貢献している実感を持てるよう働きかけても良いと思う。
ＳＡの方がアドバイスをしてくれたり、質問をすると答えてくれたので、とても助かりました。
SAの人にレポートをしてもらった時、教え方がよくて、早く返してもらえたので、その後もスムーズにレポートを書く事が出来
た。
ＳＡの方はとても良かったです。
ＳＡはアルバイトも出来ない環境にある人、講師の手伝いをすることで学びが増えると考えている人にとってとても良いシス
テムだと思います。
ＳＡはよかったと思う。
ＳＡ良かったと思います。
ＳＡを活用することで先生のサポートができ、授業を効率よく進行させることができたと思う。
TA・SAがいるコトは、イイと思うが、発言とかは出来にくい。
TA・SA制度を他の授業にももっと導入した方がいと思う。
ＴＡ・ＳＡというシステムがあるのだから、それを活用してほしい。ただ講義をしているだけでは、ＴＡ・ＳＡの方にも時間のム
ダだと思う。
ＴＡ・ＳＡの応募はもっとたくさんの人に周知できるようにした方がいい。いつＴＡ・ＳＡの応募案内があるのか分からない。
ＴＡ・ＳＡの活用により教員の負担軽減が測られるなら、その分更に学生のために学びを深める機会が増え、良いことだと
思います。今後も継続していく制度だと思います。
ＴＡ・ＳＡの用に生徒の目標になってくれるので、教員が気づかない点に気づいてくれると思う。
ＴＡ・ＳＡはあったほうがいいと思う。
ＴＡ・ＳＡは必要だと思う。
ＴＡ・ＳＡはもっと活用したほうがいい。
ＴＡ・ＳＡを活用した授業をうけていないので分からない。
ＴＡが来て一緒に参加することで、知識も増え、理解も深まるので、難しい課題にいると助かります。
アドバドイスなどすごくしてくれて、ゼミに１人は必要だと思った。
いい事ではあると思うが、もっと人を選んで決めて欲しいと思う。
いい制度だと思います。
いい制度だと思います。
いないより、先生もずいぶん楽に講義をおこなえていそう。
今のままで十分。
色々と指摘してもらえて助かったし、意見も聞かせてもらえて助かった。
いろんな人の考え方や想い（仕事に対する）を聞けるからみりょく的だと思う。
言われないと気づかない。もっと前にでても良いのでは？
上に同じ
うまく活用できればとても良いと思います。
英語を活用する、講義（老年学）に関してはとても制度活用が助かってます。
英語をふまえた授業は、ＳＡのおかげで理解できたのでいいと思いました。
お疲れ様でした。補足などはわかりやすかった。
課外活動に外に出たとき、１人の先生では間に合わない事があるので教育支援者が必要だと聞いてそうなんだと思いまし
た。
可能であるならば、継続したほうがいいと思います。
機械類の操作が苦手な教員には、とても良い制度だと思う。
教育支援者（ＴＡ・ＳＡ）は、やる人それぞれで違いはでてくるけど、とてもいい制度だと思います。
教育支援者ってなんですか？
教育支援者についてもっといろいろな人たちに説明してほしい。
教育支援者の存在すら知らなかった。レジュメなどの作成をしていたそうだが、それは、先生にとって良い使い方であり、
我々には何も学びの貢献がされていないと思う。
教育支援者の人は外部講師などの大きな力になってくれてたりしたので、外部講師の時はパソコンのセッティングなどの手
伝いでとても必要だと思います。
教育支援者はいたほうがいいと思います。
教職をとっている人はいい場だと思う。
グループアプローチの様な授業だと教員だけではなくＳＡが入ってくることで、親しみやすくなり、授業への興味もわきやす
い。
グループワークがスムーズに行えた。
現場で関わっている（働いている）人の話を聴きたい。
講師がサポートされていると感じるのであれば活用しても問題ないと思う。
効率が上がって良いのでは。
語学の講義にもあってほしいと思う。
この制度があることはいいと思う。
この制度はいいと思う。
これからも、この授業でＴＡ・ＳＡ制度を採用してほしいです。
これからも担当教員の補助を頑張ってほしいです。
今後も積極的に教育支援者制度を活用していってほしいです。
今後も続けて欲しい。
今後も続けて欲しいです。
様々な専門家の方々が、１つ１つを専門的に講話するので、１つ１つが深く学ぶことが出来たと思います。ＴＡ・ＳＡ制度は、
良い制度だと思います。

支援者がいる事によって、学べる時間も、円滑にできたと感じる。
支援者はいた方が良い。その方が効率がいい。
自分から歩みよってくれるTA・SAさんがうれしいです。
自分から積極的に行くことが重要だと思うので積極的にもっとサポートしたらとても良いと思う。
授業運営や理解を深める上で有用である。
授業が円滑に進んでいくので良いと思います。
授業がスムーズで便利な制度だと思います。
授業がスムーズに進んでいた。
授業がスムーズに進んでいてよかったと思う。
授業に役立ち助かります。
授業の内容の理解に手助けしてくれるため、とてもよい制度だと思う。
受講生が多い授業でＴＡ・ＳＡをもっと活用してほしい。
上記と同じ。
スポーツ系やＰＣを使う授業にはあってもいいと思うが、プリント配り等の雑用がメインなら必要ない。先生がちょっと工夫す
ればいいだけ。
積極的に、ＳＡさんと交流すると、いいと思います。ＳＡさんがすごくしきることは今回あまりなかったけど、両者にとって良い
経験だと思います。
ゼミ以外の授業にもこういう制度があっても良いのではないか。
ゼミ活動での活用はとても良いと思います。
ゼミ活動にむいては、ＳＡはすばらしいと思います。講義はわからないです。
ゼミでは、ＴＡがいて、より深く学ぶことができました。なので、ゼミなどの少人数クラスでは活用すべきである。
ゼミのＳＡの方には、とても助かっているので、来年も是非続けてもらえたらいいなと思います。
先生がＴＡ・ＳＡをうまく活用できていない！もったいない。
先生が忙しいときに、SAの方に質問する事が出来るので、取り入れている方が良い。
先生だけでなく、ＳＡの目線で発言できるので、新しい発見がある。
先生に聞きづらいことも相談できたので良かった。
先生に直接言いにくいこととか、相談とかできてとてもお世話になりました。
先生の工夫う（ウデ）次第だよね。
先生の補助で先生を助けるのは良いと思います。先生１人では大変な作業もＴＡ・ＳＡがいるおかげで効率よく仕事ができ
ると思います。
先生１人だと、授業の中で教えられることが限られるので、あと２人いたのはとても良かった。
先生１人だと限界があるので、やはりいた方がいい。
先生より生徒に近い立場でアドバイスなどをしてくれるのでありがたいと思う。
先輩という身近な存在がいると心強い。
先輩のアドバイスを聞けるから良いと思います。
先輩の話とか、アドバイスが聞けてよかった。他の専門の授業にもあってもいいと思う。
専門演習のような少数の場合 ＴＡがいることでより知識が深く学べると思うのでよいと思うし 今後も行うべきである
専門演習のような少数の場合、ＴＡがいることでより知識が深く学べると思うのでよいと思うし、今後も行うべきである。
相談を受ける機会があり、課題がスムーズになった。
その制度がある方がないよりはいいと思う。
他、ゼミでも活用してほしい。ＴＡの存在で、自分自身向上したと思っているので。
大変そうでした。
大変良い制度だと思います。
他の授業とかにも入れた方がいいと思います。
他の授業ももっと取り入れたらいいのにと思う。
担当教員１人では手が回らないと思うので良いと思います。
担当教員の先生の打ち合わせ等、いそがしくて学業と両立できていけるのかなーって思いました。
続けた方がやりやすいかも。先生も生徒も。
提出物多かったです。
的確な教えかたをしてくれてわかりやすかった。
ですが、今後、必要になると思います。
統計のやり方をもう少し教えてほしいです。
とっても勉強になったし、授業のレベルもだいぶ上がって、活気がありました。おもしろかったです。
とてもいい制度だと思います。
とても良い人でよかった。
とても助かった。
とても助かりました。
とても良い授業の進行チェックだと感じました。
とても良い制度であると思います。
とても良かった。
とても良かったです。お疲れ様でした。
とてもわかりやすくて、とてもいい授業でした。
どの講義においても、しっかりとアシスタントを勤めてくれていると思います。
配布物や課題提出がとてもスムーズに行えたし、授業の開始も時間通りで良かったと思います。
初めて受けました。
パソコン操作できない人もいると思うので、良かったと思う。
パソコンを使う講義では、ＴＡ・ＳＡを起用した方がいいと思います。
パソコンを使う授業では、もっとたくさん、いた方が良いと思う。
パソコンを使った授業は、ついていけない時もあるので、ＴＡ・ＳＡの方が居たほうがスムーズだし、良いと思います。
話やすくて、気軽に相談できるのですごく良かったです。ありがとうございました。
必要ならどんどん活用するべき。

二人ぐらい居た方がもっと良くなるんじゃないかと思った。
増やしても良いと思う。
フレッシュマンで、いろんな意見をきかせてもらっていて、助けてもらっている。
フレッシュマンにおいてはＴＡ・ＳＡはとても参考になる。
本当に良かったです。
まだ、補佐のある講義はほとんどうけてませんが、受けた講義は、先生もやりやすそうだし、私自身も相談できる相手がい
るのがうれしい。
もっと活発になればいいのになーと思います。
もっと板書してほしい。
やったほうがいい。
やっぱりＴＡ・ＳＡはいた方が授業がわかりやすいと思います。
良い制度だと思います。
良い制度だと思う。
良い制度だと思う。
良い制度だと思う。学生にも教育支援者にもプラスになると思う。でも通訳はしてほしいです。
良いと思う。
よかったです。
よかったと思います。
より授業を楽しむことができ、学習に興味を抱くことができた。
レジュメとか分かりやすかった。
若い人がいい気がする。
私たちがわからないところや、疑問点を教えてくれてとても助かります。

