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教員による授業相互研修制実施報告  

本間三和子，安藤喜太郎，松元 剛，河村レイ子，武田 剛，小山宏之   

することで，教員の授業能力の向上，授発内  

容の改着ならびに相互がどのような授業を展  

開しているのかの理解を深めることを目的と  

した。，授業相互研修の期間は，1学期の平成  

19年6月11日（月）～6月15日（金）の1週間と  

した。研修方法は，期間中，共通科目体育の  

授菜の中から，1科目（1時限）またはそれ以  

上を選択して研修することとした。  

1．2 結果   

8名の教員が他の科目の研修に参加した。  

腎定的な意見が出され，相互研修の意轟は高  

いと考えられた。表1にアンケート回答結果  

を示す。  

教員のFDの－・環として平成19年度に「教員  

による授業相互研修制」を試験導入し，本平  

成20年度も継続して実施したので報告する。   

Ⅰ平成19年度試験導入実施報告  

平成19年度は，教員による授業相互研修制  

を試験的に実施し，実施後に簡単なアンケー  

トを行った。教員による授業相互研修の試験  

導入の目的，期間，研修方法を以下のように  

設定し，体育センター全教貝に参加を呼びか  

けた。  

1．1授業相互研修の目的・期間・研修方法   

他の教員および種目の共通体育授菜を視察  

表1実施後のアンケート結果（回答12名）  

触！刺通  今後蜃」経けかこきと考え表す  

削、駅ねのですが．今国は多忙で参加できませんでし一た．ただ．教即）相互研修に関しては大恍成の、1爛です．以前h自分のト1Cの授華衆 参加しノ点か′ノた  習の中でセンターの裾引右脚機業研修を行′J・たり，私自身の搾某「／Jくばマナノン」にこれまでにヰ）多くの先生が参加しててたさり，非常に勉  
強になってい支す．  

釦剣道   楓、があることを  
こ  

根ハントホ→′レ  
自分山稜巣の蘭を拡げろよい機会た鯨う． 火コ 器械渾軌  

木2ゴルフ  毎年ある矧間を指定し，年間数回で史）わうことができれば良いげ）では．  

科目〟）特性け異なるものの．指噂方法や用具山工君など大いに参牒になった．今回の研修で得られたことを参考に今後の自分の授業でも取  
り入れたい．  

火：iバトミントン  

萄1肌ノ亡かった   グランド柚日けッチッソいを十存してい生したが．！一口仁かIlで教室に移動のため詔勅伍しになりました．  

馴11ノかった 違憲ヒ詣忘諾警妄恩讐宕禁驚芸警だ仝：ノこ欝詣だ竿㍗畳ませんでした・できれば周期を変えて研朗間博聞掴捜嘩）を  

組1干ニ1  今緒雲〕碕極的に取り組んていくべきである．  

火ご器級確約  地織臼という点から子，．他の教官から見る「埠通科牒体育」・ハわ心い山達成、、の手段という点からも大変参考になり吏したt  

参加し／ごこいノーノ．亡  

木．！卓球  新たな視点が開け．大変音義深く感じる．  

体育センターFD・危機管理委員会  
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1．3 今後（来年度）について  

試験導入の問題点   

参加者のアンケート結果を受けて，FD・  

危機管理委員会で今後について話し合った。  

その結果，全体に肯定的な意見が多かったこ  

とから今後も継続する方向で検討することと  

した。今回の試験導入では，期間，参加形態  

などを限定していたので，来年度は柔軟にす  

ることが課題に挙げられた。具体的には，  

「期間が短く限定されていたため，調整でき  

ずに参加できなかった」「天候によって予定通  

りに研修に参加できなかった」「受けたかった  

授業はあったが，日程が合わずに参加できな  

かった」などの意見があったため，研修期間  

を長めに設定することとする。また，「1週間  

前までに研修希望授業の先生に了解を得るこ  

と」としていたが，「事前に了解をとる」とい  

うように柔軟にしたい。「基本的には見学と  

いうスタンスでの研修」としていたが、「相互  

に了解を得られれば受講生に混じって授業を  

体験してもよい」ことにし，それぞれ改善す  

ることとした。  

平成20年度の実施案   

上述の問題を受け，平成20年度はつぎのよ  

うな形で授業相互研修制を継続実施すること  

とした。  

・期間を1学期の5月中旬～6月中旬とす  

る。  

・事前に希望の研修授業の担当教員に了解  

を得る。  

・研修スタイルは見学，体験など，担当教  

員と相談して決める。  

・研修に参加した後，今年度と同様に簡単  

な報告を本委員会宛に出してもらう（参  

加した授業名と感想程度）。書式は委員  

会で作成。  

・研修を受けさせてもらった教員への  

フィードバックを，口頭またはメモでし  

てあげられるとなお望ましい。  

Ⅰ 平成20年度実施報告  

平成19年度の試験導入の結果（平成20年度  

実施案を含む）を受け，以下のように実施し  

た。また，研修後，研修の成果に関するアン  

ケートを行い，さらに意見を直接交換するた  

めの懇談会を行った。  

1．1授業相互研修の目的・期間・研修方法   

本年度の教員による授業相互研修の目的  

は，他教員，他科目の共通体育授業を視察ま  

たは一部参加することによって、教員相互の  

授業能力の向上，授業内容の改善に資する情  

報を得ること，ならびに意見交換等を適して  

相互理解を深めることとした。研修期間は，  

平成20年5月19日（月）～6月13日（金）とし，  

前回よりも期間を長く設定した。研修の方法  

は，①上記期間中，共通科目体育の授業の中  

から，1科目（1時限）またはそれ以上を選択  

して研修する。②研修日時，研修形態（見  

学・一部実技参加等）は，研修希望科目の担  

当教員と事前に相談する。③研修者は，研修  

受け入れ教員に感想，助言などを求められた  

場合，フィードバックし，意見交換すること  

が望ましい。④研修終了後，研修の成果に関  

する簡単なアンケートを提出する。とし，全  

教貞に周知した。  

1．2 結果  

10名が他の科目の相互研修に参加した。ア  

ンケート結果は表2に示した。「指導力の高  

さに感心した」「効率的な授業運営に感心し  

た」「クラスによって学生や授業の雰囲気が異  

なることを感じた」「大変刺激になった」など  

肯定的意見がほとんどで，昨年の試験的導入  

よりもかなり積極的にこのシステムを活用し  

ようという姿勢がみられた。  
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表2 研修後のアンケート結栄  

1年に1回は、こ√）ような形で研修を推奨していただこことが良い  
と思いか「．、  
必要であり、郎、ことたと11分かっていて音．ノ亡か／よか自分かl■働き  

にくくなっていると思われるたれ  

木3 フラッグフット  研修を受けることて、学生の反応を遵′Jた角度から見ることかできるし、  

ポーノL  他人の‖‖Wt〔広見れ、白身の授築展開の参考になるl  

ほ杓い臥み、1．ごル、個々〃う学生・、山対応山仕方なL二大いに参  
考ヒなり、自分〟）授業を振り返る（叛こ役、’J′）たく  

わたLけ同一経口叫也ノ）紫郎）授業に書▲参加させて喜んい、自  
分山押葉を臥自‾十機会を持仁）相集の改葬に役、－′二てているt  

今回研修さ建て章）らった剣道i土私にとって日常触れることlハ少ない科欄  
て、駄本的な知沌や柁能、作法や所作などの指噂にはか／亡りゾ）専門怖  
が要求されるであろうと感じたへ  
紳L、者び）学生に、ひとつひとつ〝）枝を習得させることの大変さを溶射二  

想像できた  
限られた時間で適確な指導がなされるぴ）を見て指導ノル）高さを実感さ  

せられた（，  
また、用艮や服装なとの準備やJi付け、手入れなどにもかなりげ）労り  

が必要であり先生方のご苦労がわか／）たで  

木コ 剣道  

私事で恐縮だが．1学期ほ授業が多く，本来なら研修できる時限  
が専門学群協力数貝が担当している水：ヨ限〝Jみであった．木部艮 芦）｝I  
は溝義がl週前に終rさせたために最終週t6＝州に研佗  
ることができました†  
2学期にニ〟）ような機よがあると良いと．酎、ます．ご検討くださ  

い．  

木：う プラツケフ、′ト 「規定〟）人数リノ2チームが」「1個の州⊥ルを」「同じコートトで」「規定〟）  

ポー㌧車  ルールに釦、一⊃′つ」「一定時間プレイして」「得点の相対比を争う」ゲーム  
で．魯）るという．′、スケノトポールと同じ特惟を持つ授業を研修した．  
草生がこのゲームの特惟及び戦術課増を理郎Lて，ゲームカフす－  

メーションを主体的に考え，ゲ】ムで実践している様子が鴇えた．  
l・、郎抑什最後の凝牒とい・1ニと墾一ある机非常に参考にな一】た．  

ニれからは教組とも1つとディスかソションを子了イ〔いきたい．  

激憤十研修したいと恩′〕ていて璽、忙しさにか吏け〔なかなか賽純  
でき圭一けん．ニ畔1二うな彬で研修椎鳩欄間を敗けるしと．酔いを押さ  
れて参加する証H∴とて甘いいことたと似いた’｛仁i司L体摩＝∴  
クーーの仲聞がとノ）ょうな悼求む展開していか〃か．ほんの ▲部Lか  
触かl－／．オlノたせ′しノ1；，それでも感じだ＝現糾明射＝寸．jりしわ車  
自身かて・び純汁る気相亡‾，な杓ナノ，それを塞践することは大変意味  

山新必二とと．1ど、いたす．  

鞄分野山科目に参加しさたした．学隼がとてもさわやかで1草′ト）て案外 ′〟 
過勤好きレだ］ヒ感じまLた．自分のクラスとけ吏た適／〕た常用冤耳甘  
り．祈鮮でした．／）か’」なさそ・うにLている苧牛ほ皆無でした．先牛机上，  
適切な運動場で学牛をシか膏き仙ナ．その糠Rの1如「lさや唄探さ曳・きぐ）  

んと仁ミえ「Jオーていろり）だと感したした．～変勉弓鋸二なりたした．卓球てIJ－－  
テー・シ三lンさせてベアを交替Lていく方法H私山柁牒ぺ≠僅かセーこい／ニ  

／こき，～．寺岡Lてい点す．  

火2 釆通  

火：i卓球  

去ず、本制胤ニ′′）いて上土k健蛇で才一 時間聞出瀾膵眩い・■，デメ  
りットな績L引いて墾ト、こ山こと〟－もたJ－すメり小山木骨雄一帥に音－な  

きいと思いょす′．  

時期をI打切／）て、基本的に全扱が研修するというん法は、常に  

忙しい腹掛こと′JてけよI一って研修を栗現さける鋸、授押Lになると 思い来す．1掩東研修はおそJ）く物果的であろうlと多くの先乍んが  
計附酎、経け⊂ニJ，れたと推察し㌢トただ、［】頃のあ吏佃l忙L  
さか仁，、′つい賽矧二至らザに今日支できてL吏′【）たのでしょう．、こび）  

制咤は是非、今絶とも鞭純してくださいl  
ただ、1席〝）研修期間であまりにむ多く♂1回数が額求されたり、1  

魔に多くの研修を受けることが1然といりたムーードが広がり過きる  

「体験」「挑戦Jrコミニんニケ≠1ン：lン」といったキー」1－・卜がおそ√ペふんだ  

んに感申込戒心ている‾ごあろ1という弔と、そわ別項華の中て七V）ょうに展  
憫していくノ）だろ1とい吊阻味と期摘感とを将イ〔、坂本先生lハ野外超勤  
叫単量研修に参加いたし去した、  
感想を・言で嚢現すれば、予想を‡とるかに」こ【司る内容爪先実ぶりに能  

くととも，に、何より実際に見てみることの大切さを実感した次第です ニlハ  
授凝では、r学牛レ）主体性」、l学生†司十のニュミュニケーション と協力体  

制】、憫j忍⊥に」「挑戦はい′ったことが煎槻されますいいや、鋸隠さjLろと いうより、それが不可欠になるょうにカリキュラムかり：平に純毛れてい去  
すぐ  

「挑戦」に植すろ適切なハードルのI馬さの設定と最低l掛ハ指ホ・∫衣食性  

ゾj配慮をした上て、坂本先生がじ′〕と虻守る手法には、この分野で多く此  
方々が永年にわたり増′Jてきたであろう安定感と信蛸感とか感じられ宜し  

た－ヒ＝磐を何とかクりアした彼の一’；∫‥生た亡】し用i拍lやかな顔つきや元気な  

足どりに、問わザ縛りにその成果が現われてい上した 推奨綽解でけ）班  
ごと（10名粥）ぴ）ミーーテル′グ章】慮た勧冥さ的でした．嚢純の直接に脚）返る  
ことを油Lて、学年同十≠瀾、教組と学生の聞にコミュニニケーーン＝Jンが生去  
れてい嘉L／ニ 

水：i野外t型軌  

艮の負担が過盤になる恐JL杢」肘Jよす∴針抑な払出姐極励  と、教  
切 であると考えます   

r】4 テニス伸雄） 鉦分の能力間慨とい加計味合いで柁兼に参加した′がテニスで．帰しげ， 相互紳研修【ま如、に行≠必喫骨相ると思、うt′  
金5 ノつくばマラソン 初級者が陥りやすい惑鎧′ノた技術に対する理解を・il＝す1一夫がされていると 自分叫蓮華がマンネリ化しないためにし他教臥押隠熟二審観す  

ることの曹凝は大きい。  感じた  
つくぼマラソンては．比較的「走る」という単調な運動様式をあきさせな  

いよ・1に．かノル・＼／しに合／イニ教材の健示が行わオLており，長′変容卑に  

左・l一．▲ニ   

・人、：iン三げ＆ウィ→－－ 酢段体験しない教材に取り組んでみることば、非常に新鰍こユありた   時間か許すならば．柏故山授ヨ削二歩力目すると効果が大きいよう  
′  なぜか、竿や〃）授紫の態度や描子も一新鮮に感じ去Lた∵ニ抑当の先生  に感し主Lた．  
火：う 剣道  によって学生の簡閲冤や様子む即‘るのでほないかと思いよLた‘  授華に上一ぺi・t、超）る掛堅守習がj蛙んでから山ふぅ；良い授奉賀一  

教材の特徴から様々／仁学習円標が考えられ、体育び）可能他〟）大きさを あるように思われ点す  

感じ表した。  JIて、2′li≒期、：悍期に研修があ′）てむよいと感じまLた．  
自身の体育を振り返るにあたり、研修に参加することが終に立Fノまし  

た  

Jlj ハントホール  とても飼‾唐義であ′）た〔  とても有音義たと思うJ  
不lケン1  いずれレ）授業も抑当されている先年れエネルキ′′／コ／言寄囲気力l印象  今後ヰ欄聖結して行イこほLい  

的であったまた っ つぴ）プロクラムが臓終日標を速成すろた〆l山構  
成要素になっ‾ごいるということが個々〝）学生にむきちんと浸透Lているた  
めに，学年のモチベーーー／ヨンむ高く，それか技能習得のテンポの早さにヰ）  
一）なか′つていると思√一  

年獲参考にすノ、き点がたこさん放出．大いに刺激を受けた   

今恒‖了と参加でき去せんでLた－しかL∴担当するノ≡げアンド  
ゥす－ク（火：う）に×大先生かごを加くださ畑また毎年つくばマラソ  

ンに数名の先′L．が研修として通年で柁確に参加してくたさイこい  
たすlその■llでおれ、に庶路交換守るニヒが傍白身〃）研修にヰ．役  
立′1ています、できれば参加Lたかノご）たで‾寸‾ スミ「′セ∴′  

金：う サニく上」胡   白1ナ肖〃い嫁菜展開と比・、ろ車がてき．とて行参考になりよLた．吏た． ニ山Lうな機ごこかないとなかなかお願いし一うらいと思い呈す山  
筑波大学（ハ専門教員に【Lる 姫体熱1，筑波大字に才＿；エナろ つ（ハ魅ナ〕 て．継続させろニヒを望み圭す．  

て雄一ると再認施しまLた．  

＊研修を指数でやれオLげいいなと感LまLた．自分♂ノ感じたこヒ1  
税額して考えたニヒなとについて、同じ授業を紳修」たLかとしりよ  
うに感じたり、考えたりしたL／）かを聞いてみたいと思いました  
＊できれげ、授業担当者と耕値着で直接にでも，、お詣してきろと  
生しりリア／しな情報で換、唐風一交換ができるなあと感じ去Lた．  
＊ 茶話会が壊しみで‾雷【  

＊鍵非、こ山制度を相棒的に推進していたたきたいと思い圭す  

イ、l‾㌢クγニウ吊・サ 大変唇音義でした  
で1  柁¶教匝山教育力山大きさに感動Lました  

授登運膏皿き勅細やかさ、1．1L／〕活開方掛ノノ巧けヰさ、′｝ご：′L■、ノー指示しり  

的確さ等、目から賊が落ナノるいに鮮やかに化せていたたきましたレ  
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スのスケジュール上，ぜひ見てもらいたい   

ものを展開できなかった。」という意見が   

あったので，1学期，2学期，3学期の各   

学期で2週間ずつの研修可能期間を設定す   

るなど，期間の幅を持たせるようにした   

い。  

・研修方法の工夫   

「一つの科目に複数の教員が参加する形   

もいいのではないか。同じ授業でも先生に   

よって受け取り方が異なる場合もあり，勉   

強になる。」という意見より，複数の教員   

が同じ授業を同時に研修し，研修後にディ   

スカッションを持つ，という形を－【・部取り   

入れる方向で考えたい。   

「異色の学生が翌年どのように他の科目   

を履修しているのか，担当の先生がどのよ   

うに接しているのか，そのような学生を追   

跡して研修してみたい。」「平均からはずれ   

た学生の指導法やコミュニケーションの取   

り方，他の先生がどのように指導している   

のか知りたい。」「教員が指導上で悩んだと   

きに相談できる場所があるとよい。」など   

の意見を受け，学期に1回程度の頻度で授   

業改尊ミーティングを開催し，教員間の意   

見交換の場を積極的に設けるようにした   

い。  

体育センターFD・危機管理委員会では，  

今後，改尊を重ねながら，次年度以降も教員  

のFD活動を発展的に継続する意向である。 

2．懇談会   

相互研修を終えて，その成果やシステムに  

ついて自由に意見交換をした。参加数貝だけ  

でなく，今回参加できなかった教員も参加し  

た。懇談会の日時は，平成20年6月25日（水）  

13：00－14：30とし，参加者は教員12名，準  

研究員4名の計16名であった。   

懇談会で出された意見は，授業運営，学生  

とのコミュニケーション法，技術指導法な  

ど，多くのことを学ぶことができ，大変有意  

義であったという肯定的なものがほとんどで  

あった。他科目の特性を理解し，授業の一部  

を観察（または参加）することで，それぞれが  

自身の授業運営を再考することができたよう  

である。一方，相互研修システムについて，  

複数の教員が同じ授業を研修してみてはどう  

か（捉え方が異なるかもしれない。それに  

よってディスカッションを深められる），研  

修期間にもっと幅を持たせられないか，など  

の意見も出された。そして，今後も継続すべ  

きという結論に至った。意見の詳細は表3に  

示す。  

今後の課題   

参加I者のアンケート結果ならびに懇談会で  

の意見を踏まえて，次のことが課題に挙げら  

れた。  

・研修期間に幅を持たせる   

「受け入れ側として自分のプログラムの   

中で，ぜひ見せたい，見てもらいたいもの   

がある。研修時期を設定されると，シラバ  
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衷3 懇談会で出された意見  

多くの先生や準研究員が授業「つくばマラソン」に参加してくれてお畑よい刺激になっている．  

なかなか人の柁業を軋る機会がないので，このような研修は意義がある．  

ア   

イ ・［受け入れ側］自分のプログラムの中で，ぜひ見せたい，見てもらいたいもげ〕がある．研修時期を設定さ  
れると，シラバスのスケジュー／レット，ぜひ見てもらいたいものを展開できなかった．研修期間を柔軟に持たせ  
るとよい〃）ではないか、   

・［研修参加側」且三生によって学生の雰囲気がずいぶん適うことがわかった．教科が興なるので新たな発  

嵐があったりしてとても参考になる．  

・今回は本川互研修に参加しなかった．  

・「つくばマラソン」に参加して′1年目になる．目的は自己の実技研修である，  

・先日の監事監査の際，お一人の監査が「大学は授業である．」と述べていた．授業評価と相互研修に対  
Lて高い評価をもらった．授業評価の低い人に対して研修を受けさせる必要があるのでは？  

・授業評価の結果と自分の感覚が適った場乱他の人に授業を外から見てもらってそのあたりの分析が  
できると血白い．  

ェ ・授業評価の結果がぐんと伸びた人に，その人がどのように改善したかを話してもらうのもよいのではない  
か．（柁懲改轡ミーティング等で）  

ア ・梗業評価の結恥だけでその先生の授菜能力の優劣を農れないぴ）ではないか？母集団が異なるので一  
概に比較できない．例えばもともとスポーツが好きな学生が多いクラスもあれば，第2希望以下の学生が多い  
クラ封誹）る出で比較托難しい．   

・撞業評価小結潔凋や眉が高いので，結果が低い教員を選ぶのも難Lいのではないか．  

オ  1学期は授業が詰まっており，受けたい授業の時間が調整できなかった．一Il亡しくて研修に参加できない  
畔柑姑あるので，研修期間をバラエティに設定Lてほしい．各学期，設定Lてはどうか？  

カ ・研修期間の設定は必要∴受け入れを頼みやすい．  

ェ ・掛、頃は人から自分の授業を見られるのは自信がなく嫌だったが，講義の際に他の先生の謂義を聞い  
てその先′如〕関心のあるところが理解でき，他の先生の授襲に関心を持つようになった．  

キ ・研修に参加し，これまで教育力＝指導方法力と思っていたが，教育力＝人間力だと思った．学生の教  
員を見る眼が「敏感」の眼であった．指示が直接的でダイレクト長期にわたって研修したい．研修直後に担   
、11音と質疑ができれば良かったが，今回その時間が取れなかったのが残念であった．  

ク ・コミュニケーションの取り方を研修したかったので，××先生の授業に参加した．自分が学びたかったこ  
と♂再‾べてがその授業には組み込まれていて，かいま見ることができた．  

ケ ・赴任Lて以軋毎年，他科Hの授業の研修を行っている．目的は自己の実技能力の向J二．今年はテニ  
スとつくばマラソン．テニスでは，XX先生の′トさな話し声は学生が耳を悼まさないと聞けない．学生は聞き  
取ろうといっしょうけんめい耳を傾けており，先生は意図していないがうまい指尊法だと思う．  

コ ・準朋時代からいろんな先／1≡の授業を研修してきて，そのノウハウを自分の授業に取り入れている．自分  

叫受某は他の先生方を参考にして出来上がっている．  

サ ・今回」研修に参加しなかったが，研修を受け入れた．緊張し，いつもより気合いが入ったと思う．   

・昨句三，クラスの中に，異色の学生がひとりいた．その学生が翌年どのように他の科目を履修しているの  
か，担当の先生がどのように接しているのか，とても気になる．そのような学生を追跡して研修してみたいとい  
う気持ちがある．  

・柔道と卓球に劉肌柔道では女子学生がほとんで運動が苦手な感じの学生が多かったが，皆積極的に  
受け身等に取り組んでいた．きっとそれ去での授業で先生が学生のモチベーションを高めてきていたのだと  
感じ，どのように学生を持っていった〝〕かを見たいと思った．卓球では，自分は学生といっしょに授業に参加  
し1大変楽Lかった．ちょうどよい運動塵で満足度の高い授業だった．経験者と未経験者が混じっていたが，  

レベルが適っても楽しくゲーームを展開できるよう初心者が経験者に当たらないように工夫されていた．また  
ローテーションして／こアを組み替える方法は参考になり，自分の授業でむ早速取り入れた．  

ンノ  
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キ ・研修システムについては，自由参加OK．自主参加がのぞましい．教員の評価につながるようなシステム  
にならない方がよい．  

ア ・サ先生が話されたように，平均からはずれた学生の指導法やコミュニケーションの取り九他の先生がど  

のように指導しているのか知りたい．  

カ ・特殊な学生の扱いについては，みなそれぞれに対処法を持っているのではないか．  

キ ・教員が指導上で悩んだときに相談できる場所があるとよい．  

オ ・バスケットボールに共通点のあるフラッグフットに参加した．グループごとにノートを持ってフォーメーショ  

ンを考えるのだが，これは自分の授業にも使えると思った．  

ウ ・システムについて，ずっとフリーでもいいが，研修科目が偏ってくる可能性がある．   

・一つの科目に複数の教員が参加する形もいいのではないか．同じ授業でも先生によって受け取り方が  

異なる場合もあり，勉強になる．  

ス ・ルールの変遷，歴史などを含めた授業をやっている先生が多いので役に立つ．  

・現在4科目研修している．スポーツは好きだったが，「体育」は好きでなかった．今は研修がとても楽し  
い．つくばの学生が楽しく授業を受けられている理由は知的好奇心を刺激しながら展開しているからだと思  
う．これまでの授菜は実技能力を高めることが第一→であったが，バドミントンの授業では人間教育を高めるよ  
うな工夫がある．  

セ  

ソ ・再履修の学生は違う学年なのでクラスにいづらい感じがする．醇履修の学生が受けやすい環墟を作っ  
てはどうか．  

タ ・テニス，ゴルフの研修をしている．競泳専門で，こういう身体をしているが実は陸上の運動が苦手．その  

ため研修を通じて下手な人の気持ちになれる．   

・体専の学生はだるそうに授業を受けている．部活動にエネルギーを割いているのだなあと感じる．対して  
一般学生はとても楽しく授業を受けている，  
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