
■2021年度 秋学期 授業アンケート集計結果（短期大学部 全体集計）

■総合評価

設問1～6の評価平均点

■設問別評価集計表

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

問1 742 73.8% 222 22.1% 33 3.3% 8 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 1,005 100%

問2 787 78.3% 195 19.4% 21 2.1% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 1,005 100%

問3 774 77.9% 184 18.5% 31 3.1% 4 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 993 100%

問4 792 78.8% 166 16.5% 42 4.2% 4 0.4% 1 0.1% 0 0.0% 1,005 100%

問5 797 80.3% 157 15.8% 34 3.4% 3 0.3% 2 0.2% 0 0.0% 993 100%

問6 707 70.3% 243 24.2% 49 4.9% 6 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 1,005 100%

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

問7 23 2.3% 53 5.3% 301 30.0% 426 42.4% 202 20.1% 0 0.0% 1,005 100%

※無回答は件数に含まれていません。

④30分未満 ⑤全くしなかった 無回答 合計

秋学期全体

2.3

回答件数の合計

■集計対象 全体「秋学期」

■担当教員数 12名

■授業科目数 20科目

授業・実習を受講して、自分の考えが広がったと思いますか

秋学期全体

■受講者数 1,800名

■アンケート回答数 1,005名

■回答率 55.8%

4.7

アンケート設問内容

教員の話し方は、聞きやすかったですか

全体

-

評価平均

授業・実習の内容は理解しやすいものでしたか

授業・実習の内容はシラバスに沿ったものでしたか

スライドなどの映像資料は見やすいものでしたか

配布した資料は、授業・実習を助ける内容でしたか

無回答 合計
②どちらかと

言えばそう思う

③どちらとも

言えない

④あまり

そう思わない

⑤そうは

思わない
①そう思う

あなたは毎回の授業の予習・復習をどの程度しましたか

①そう思う×5点＋②どちらかと言えばそう思う×4点＋③どちらとも言えない×3点＋④あまりそう思わない×2点＋⑤そうは思わない×1点
評価平均点＝

アンケート設問内容
①2時間以上

②1時間以上

2時間未満

③30分以上

1時間未満
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■2021年度 秋学期 授業アンケート集計結果（短期大学部 全体集計）  　  　

分かりやすかったです。

要点をまとめて下さるのでとても分かりやすかったです。ありがとうございました。

毎回の授業でプリントが配られてわかりやすかったし、スライドに写真が多くて見やすかったです。

毎授業とても聞き取りやすかったです。

先生の知識がとても広い。自分もたくさん知識をがんばってつめようとおもえる。

教科書以外にもプリントがあって分かりやすかった。

プリントを配布してくれて授業に取り組みやすかった

配布資料があったので見やすく、分かりやすかったです。

テストまとめプリントが分かりやすかったです。

分かりやすくてスライドも見やすく良かったです。

丁寧に教えてくださってわかりやすかったです。

■集計対象 全体「秋学期」

■担当教員数 12名

■授業科目数 20科目

自由記述内容

■受講者数 1,800名

■アンケート回答数 1,005名

■回答率 55.8%

プリントが見やすかったです。

楽しかったです

テスト頑張りたいです。

いつも質問に丁寧に分かりやすく答えていただきありがとうございました。

先生のお話から歯科の範囲の広さを知った。

とても資料が分かりやすかった、家帰って見直してもやりやすかった

分かりやすかった。

講義ありがとうございました。

教科書に沿っていて分かりやすかった。

良かったです！

沢山の疾患を知れて興味深かったです。ありがとうございました。

写真がたくさんあってどんな病気かわかりやすかった
最初、病理学と聞いた時に少し身構えてしまったけれども、いつも説明の途中で身近なものに例えて話を進めてくださっていたので理解がしやすかったです。重要なところや役に立つことなどはっきり言ってくださっていた点もと

ても分かりやすかったです。講義で習って覚えたことを実際に臨床の場に出た時に活用出来るようにしたいなと思いました。
色々な病名や病気があることを知って自分の考えが深まりました。

ありがとうございました。

わかりやすい授業でとても興味深かったです。ありがとうございました。

授業がわかりやすかったです。

災害歯科に興味もちました。

今までありがとうございました！2年生でもよろしくお願いします。
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自由記述内容

よかった

ポイントを抑えて授業をしていたと思います。

確認テストなどで、自分の理解出来ていないところなどを再確認する事が出来るのでとても助かりました。

ありがとうございました

覚えるのが多くて大変

配布資料は写真付きで、教科書の内容を詳しくまとめられていたのでとても見やすく分かりやすかったです。

一年間有難う御座いました。

1年間ありがとうございました。

プリントは要点がまとめられていて後から見返すときに見直しがしやすかった。薬によって歯肉などに影響が出ると知り、多職種で相互に連絡を取り合う必要があるのだと感じられた。

例えが多くて分かりやすい授業だったと思う。

教科書に乗ってない写真や内容を教えて頂いけて面白い授業だと思いました。また、質問しやすい環境をネットなどで作っていただけて授業が受けやすかったです。

練習問題などがあることでどこが重要か分かりやすかったです。国試によく出るところも詳しく教えていただきありがとうございました！

スライドの資料が多くて分かりやすかったです。

配布プリントに写真があってわかりやすかった

授業もとてもわかりやすく、資料を紙とデータで配って頂けたのがとても助かりました。

わかりやすい例えを用いて授業をしてくださって理解しやすかったです。

用語の解説が丁寧で、国試に出やすいところも教えてくれて分かりやすい授業だった。
口腔に関する病気だけでもすごい種類があることにびっくりしました。また、歯科衛生士も災害医療に参加できることを初めて知ったので自分の中で歯科衛生士という職業の重みを再確認できました。将来の視野も広が

りました
スライドもわかりやすく、聞き取りやすい授業でした

自分の知らなかった症状などをたくさん知れ自分の知識がとても広がったと感じました。

スライドがプリントと同じでメモできるようなこともあったら見やすかったと思った。聞きやすかったです

検死活動について、興味を持ったきっかけになりました。

歯科衛生士として知識を広げる、また患者さんの小さな変化にもすぐ気づいて対応できるような知識を身に付けることができてよかったです。

病理は幅広いので関連させながら覚えていきたいと思いました。

二年生になっても授業であってほしかった。一年生だけなのが勿体ない

わかりやすい説明でした。

臨床的な勉強よりより面白い。

わかりやすかったです

教科書に内容がプラスされ、わかりやすくまとめられたプリントがあったため、授業もしっかり理解しながら受けることが出来た。

最後の講義での災害への歯科の関わりが特に印象に残りました。

授業プリントが見やすくて授業に参加しやすかったです。

ありがとうございました。

授業内容が興味深いものばかりで、楽しく授業を受けることができました。これからも頑張ります。

最後のまとめが振り返れて良かったです。

写真があるのでわかりやすかったです

病理に対する自分の考えが広がりました。

難しい内容でしたが楽しく話してくださるので聴きやすい授業でした

災害の際にも歯科衛生士の活躍の場があることを知れて良かったです。

資料が見やすかったです

内容は難しかったが、スライドをまとめたものや問題をまとめたものを配ってくださったので理解しやすかった
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自由記述内容

資料が見やすかったです。

スライドや現物の写真などが多かったのでイメージしやすかったです。

わかりやすかったです。

1年間ありがとうございました。

プリントと図が見やすかったです。

一年間有難う御座いました。

質問したときに丁寧に答えて頂きありがとうございました

国試もたまに出してくれるのですが、どんな問題が出るのか気になるのでもう少し増やしてくれると有難いです。

たまに最初の小テストがなかなか表示されない時があり時間内に提出できるか不安なため表示されているか確認を取ってほしです。表示されなくて不安なとき時とは自分のみでなく他の人も表示されていないときです。

毎回、授業の始めと終わりの両方ともに同じ問題を出してくださっていたのでどこを中心に講義を聞けばよいのかがとても分かりやすくしっかりと聞くことができました。

ありがとうございました

有難うございました。

一年眼有難う御座いました。

資料が見やすかったです。ありがとうございました。

プリントにまとめてくださってるので見やすいしわかりやすいです。

分かりやすかったです。

実際に臨床の現場に出たときに役に立つことを沢山学ぶことが出来たのでとても良い講義でした。今まで学んだ内容を実際に活かせる用にしっかりと覚えたいなと思いました。

ありがとうございました！

毎回ミニテストがあるので理解が深まったと思います

聞きやすい話し方で、穴埋めしながら講義が進んだことにより、内容が頭に入りやすかった。

授業の際に先週の復習をやってくださったり、自分でも小テストで復習ができるのがとても良かったです。

プリントもカラーで見やすかったです。

内容もプリントも分かりやすかったです。

毎回楽しい授業でした。

普段使っているハンドクリームに配合されている成分の名前や普段服用している薬の中の成分の名前が出てきたので興味がわきました。

毎回ミニテストがあるので理解が深まったと思います

大事な所が赤文字で書いてあったり、授業後の小テストで内容を復習することができて良いと思いました。

国試な向けて頑張りたい

薬の名前を覚えるのが難しいです。

授業の最後にグラフなどの図のテストがあったよで良かったです。

毎回ミニテストがあるので理解が深まったと思います

講義後の小テストで自分の苦手な所が知れるので良いと思いました。

国試に向けて頑張りたい

プリントを配ってくれて授業を受けやすかった

テスト頑張ります！

プリントがまとめられていて分かりやすかったです。

分かりやすかった。

資料が役に立ちました。ありがとうございました。

シラバスにはテストはレポートと書いてあったのにいきなりレポートじゃなくされるのは嫌だなと思いました。授業は面白かったです。

毎日楽しい授業でした。授業ごとのミニテストが良かったです。

初めて聞く単語が多く、覚えることが沢山あるので頑張って覚えたいなと思いました。また、耳にしたことがある症状も沢山あり、今までは聞いたことがある程度であったけれども詳しく学ぶことが出来たので良かったです。
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自由記述内容

覚えることが多くて大変だったけど、保存修復方法についてたくさん知れて楽しかったです。

PDFにないスライドもあって見逃したところがあっても見返せないのがやりにくかったです。

とても分かりやすかったです。スライドが早くスライドのメモが書き移せない所が少しありました。

覚えることが多くて大変だけど頑張りたいと思います。

教科書を見返すことができるので国試勉強に役立つと思いました。

たまに早く進んでしまってメモをし切れないところがあったりはしましたが、授業速度は受けやすかったです。

ゆっくり説明してくれるときと急いでいるときの差が激しく、急いで説明しているときは教科書に線も引けなかった。

内容は難しかったですが、理解できると面白かったです。

難しい内容も多かったですが、長所短所や術式をしっかりと覚えて将来に活かしていきたいです。

様々な薬剤が出てきて混乱しましたがいろんな役割があることを知れてよかったですありがとうございました

教科書には無い補足などもしてくれて細かくしれて良かったです。

資料に写真が沢山あってイメージしやすかった。

1年間ありがとうございました。

いろいろな修復の対応について学ぶことができました。ありがとうございました。

資料がとても分かりやすかった。

病名やその症状、治療法、その治療に使用する器具、薬剤治療方法とその流れなど覚えることは沢山ありましたが、興味を持って学ぶことが出来ました

ありがとうございました

進みが早かったので少しついていくのが大変でした。

スライドも説明の仕方もとても分かりやすかったです！また、実際に使用するものをスライドに出してくれてて良かったです！

良かったです！

初めにプレテストを行って確認テストがあるので今日のやったことを確認できて良かったです。

資料が見やすかったです。写真も沢山あって分かりやすかったです。

いつも質問に丁寧に答えてくださりありがとうございました！

進むスピードが速くて、資料に乗ってない部分がメモできなかったりしたのでもう少しスピードを緩めて欲しいです。

分かりやすい授業でした。

授業の前にプレテストがあるので理解が深まったと思います。資料では写真がたくさんあったのでイメージがわきやすかったです。

教科書の書き込みや線を引くところ、メモが多かったけれど、これからのためにとても重要な資料だと思います。治療法など詳しく知れて面白かったです。

とても聞きやすく受けやすかったです。

復習頑張ります

ありがとうございました。臨床現場で活躍できるよう習ったことをしっかりと頭に入れます。

説明が丁寧で分かりやすかった。

難しい内容でした

写真が多かったので理解しやすかった。

分かりやすかった。

よかったです

授業が分かりやすかったです。

ありがとうございました。

勉強しやすいスライドと配布資料だった。

スライドは教科書にプラスの使える知識が書いてあってわかりやすいしテストも勉強しやすい！

大事なところがわかりやすくてとても勉強がしやすかった。

毎授業とても聞き取りやすかったです。
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自由記述内容

スライドで補足説明もしてくれてわかりやすかったです

重要なことを沢山覚えることができて良かったです。

スライドも資料も沢山あって理解しやすかったです。

毎回の講義で復習をしながら話を進めて下さったので整理しながら理解して聞くことが出来ました。

わかりやすかったです

ありがとうございました

スライドなど見やすかったです。

スライドが見やすかったです

復習頑張ります。

たくさんの資料と共に解説していただいたのでとても分かりやすかったです。ありがとうございました。

よかった

いつも質問に答えてくださりありがとうございました！

資料に教科書のまとめや写真が載っていたので、わかりやすかった。

歯科材料の性質や使用道具、治療法などをより細かく理解することができました。実際に歯科医院などでスムーズに動けるように学びを深めていきたいです。

最初と最後に小テストがあったので分からないことを授業中に学んで理解が深まった。

スライドが見やすかった。教科書の難しい言葉もわかりやすく説明があって良かった。

一年間有難う御座いました。

プリントは自ら印刷ではなく配布して欲しかったです。

毎回、授業のはじめに前回学んだ内容の復習を行なってくださっていたので自分の中でフィードバックできて良かったなと思いました。

絵や写真をたくさん使ったスライドで知識が増えた

とても分かりやすかったです、ありがとうございます。

とてもわかりやすかったです。

資料が分かりやすくて参考になった。

スライドがわかりやすくてとても授業が受けやすかったです。

スライドが見やすくわかりやすかったです。ありがとうございました。

スライドがとても見やすくわかりやすかった。内容も本格的でおもしろかった。

まとめプリントがあると分かりやすかったです。

後半の授業が早すぎてついていけませんでした。

配布されたプリントがわかりやすかったです。

教科書にそった授業なので勉強しやすく、まとめやすかったです。

早すぎてついていけませんでした

治療法など考えが深まり良かったです

説明が分かりやすかったです。

復習もやってくださるのでわかりやすかったです。

配布資料がとても分かりやすかったです

写真がたくさんで分かりやすかったです。

小テストをすることでその日のうちに習ったことの復習ができたので理解が深まりやすかった。

写真が多くてわかりやすかったです。また、前回の授業の復習が毎回あったのがとても助かりました。

講義ありがとうございました！

プレテストをするのでこれから習う内容などの予習になってとても良かったです

プレテストで予習することができ、ポストテストで復習をすることができるのでとても良かったです。
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自由記述内容

先生がとても優しくてわかりやすい講義でした。

授業の進むスピードがちょうど良くて聞きやすかったです。

資料が見やすかったら

授業がわかりやすかったです。

テスト対策用にまとめたプリントがあったらもっと分かりやすかったです。

覚えることが多いので大変でした。

話し方も聞きやすく分かりやすく、とても受けやすかったです

画像なども資料に入っていて分かりやすかったです

資料も講義もわかりやすかったです！ありがとうございました。

授業の中で大事なところを言ってくださるので後日勉強しやすかったです。

テストを解く時間が短い

臨床実習に生かしたいです。

スライドがいっぱい写真があって分かりやすかった。実際の写真が沢山見れたからイメージしやすかったです。

ありがとうございました。

ありがとうございました

一年間有難う御座いました。

すごいスライドがわかりやすい授業でした。

資料がとても分かりやすかった。

授業がわかりやすくてスライドも見やすくてとてもわかりやすい授業だなと思いました。

実際の治療中の写真がスライドに入っていてわかりやすかったです。

テストの時間が短くて見直す余裕がありませんでした

スライドの資料がとても見やすくて分かりやすかったです

スライドを送るのが早い時があってマーカーをひくことやメモをとる事ができない事がたまにありました。

スライドも説明の仕方もとても分かりやすくて勉強してて楽しかったです！

分かりやすかった。

覚える事が多くて大変だったけれど、臨床の現場に行く時にとても大切な重要な内容だと思いました。

講義ありがとうございました！

難しい内容も多かったですが、楽しく授業を受けることができました。これからも頑張ります。

分かりやすかったです。少しスライドが進むのが早かった所がありました。

教科書に無いこともプリントで補ってもらえ、分かりやすかった。

授業開始の時に前回の復習をやってもらえるのでわかりやすかった

全部の授業の中で1番授業がわかりやすく、資料も見やすかったです。先生の話し方がとてもわかりやすく興味が湧きました。

歯髄疾患がある歯についてどのように対処すれば良いかがよくわかりました。ありがとうございました。

1年間ありがとうございました。

配布されたスライドかとても見やすくて勉強を助けられました。

難しい内容だがスライドなどによる説明が分かりやすかった。

難しかったですが、とても興味深い講義でした！！ありがとうございました！

ありがとうございました

どの内容も難しくて勉強に手こずりましたが、とても興味深い内容でした。ありがとうございました

この教科で知識がとても増えたと思う

とてもわかりやすかった。
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自由記述内容

資料がまとめられていて分かりやすかった。

配布される資料では写真が多くあったので理解が深まりました。重要なところがどこなのか分かったのでよかったです。

スライドで実際の手順や器具などを画像で見ることにより、イメージが湧きやすく、理解しやすかった。

スライドで丁寧に説明してくださったり、ポイントを書いてくださったりしてとても助かりました。

配布されたファイルには図が沢山あって分かりやすかったです。

テストの時間が短いのでもう少し伸ばしてほしいです。わかりやすい授業ありがとうございました。

毎回、前回の復習からしてくださるので授業に取り組み安かったです。配布資料も詳しく説明やイラストを載せてあってとても分かりやすかったです。

テストの時間が短すぎます😔見直しできるくらいに少し時間伸ばして貰えるとありがたいです

先生の声が聞きやすかったです。少しスライドが早い時があり、教材にラインを引けない時もありました。たくさんラインを引くところがあるときは少し長めに画面を映していただきたいです。

本格的な治療の内容で面白い。

教科書に載っていないことをプリントで作ってくださったのでとても分かりやすかった。

歯には様々な治療方法があることを知り、それが基礎となって広がっていくことを知り歯科の大きな広がりについて感じることができました。
秋学期の座学の講義で1番面白かったし、歯のことについてやってる感じがすごいした。スライドも見やすいけれど、後で見返したい時に授業であったスライドがPDFには無くて困ってしまった。それでも教科書の難しい言葉

や説明をわかりやすく図にしてもらって、とてもタメになる授業だったし、毎回復習も頑張れた。

教科書の補足や実際の治療の写真を添えてくださったりと、とても分かりやすかったです。ありがとうございます！

先生の対応が丁寧で分かりやすかったです。

分かりやすかったです。

プリントは自ら印刷ではなく配布して欲しかったです。

まあまあ楽しめました！ありがとうございます

実習が始まる前に実習で行なう内容のことを学べたので良かったなと思いました。なかなか実習で上手には作成出来なかったけれども先生方が沢山助けてくださったおかげで最後まで楽しく出来たので良かったです。

余談を加えながら授業されていたのが良かったです

授業のペースがちょうど良かったです。

歯科助手をやっていた時にわからなかったことがこの授業を通して繋がって、理解が深まった。とてもタメになる授業でした！ありがとうございました。

スライドに写真が多くてとてもわかりやすかったです。

内容が難しいかったけど、教科書に線を引いていったりして大事なところを理解できてわかりやすかったです。

少し進むのが早くてついていくのが大変な時がありました

とてもおもしろかったです。

プリントは配布して欲しかったです。

ありがとうございました。

余談面白いです。

少し難しく感じました

とても難しかったです

プリントで大切なところがまとめてあるので復習しやすいです。

一年間有難う御座いました。

楽しかった

実習では先生方に何度も助けてもらって助かりました。ありがとうございました。

ありがとうございました

難しいです

分かりやすく学べました。ありがとうございました。

わかりやすかったです

難しかったが先生が分かりやすく、楽しかった
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自由記述内容

復習をもっと頑張ろうと思いました。

素敵な歯科衛生士になれるように頑張ります。ありがとうございました。

授業が分かりやすかった。

とてもわかりやすい授業でした^ ^

305の教室だとやはり先生が居ないため画面のみだとわかりづらい部分があった。

とても分かりやすい授業でした。

ありがとうございました。

テストの前に復習時間が欲しかった。

先生の授業はとても分かりやすくて、すごく楽しかったです。

分かりやすく頭に残るような授業でした。

授業分かりやすかったです

毎回小テストがあるので、それに向けて意欲的に取り組めたと思う。

毎回テストがあって、点数が取れなくて悔しかったです

書き込み型のプリント分かりやすくてすきです。

特に幼児期が難しかった

歯科衛生士として色んな患者さんに対してたくさんの知識が必要だと改めて思った。

プリントが穴埋め形式だったので積極的に授業を受けることができてよかったです。

重要なとこを繰り返し、教えて下さったので分かりやすかったです。

図や表を大きくしてあったのが分かりやすくて良かったです。

ライフステージによって指導方法が変わることをよく理解できました。

スライドに沿って授業をしていて分かりやすかったです。

聞きやすい授業で楽しく受講できています！ありがとうございます！

ありがとうございました。

小テストがあることでしっかり復習ができる。授業前のプレテストもあればいいなと思った

テストが難しくて点数がなかなか取れなかった。

国家試験の出てくる内容が多いと思うのでしっかり復習したいです。

話し方がわかりやすかった

授業わかりやすくて質問も優しく答えてくださる古川先生が春学期からずっと変わらず大好きです！いつもありがとうございます♡

プリントが自習する時に使いやすかった。

とても分かりやすかったです。

プリントも見やすくてわかりやすいです。

幼児に対する興味や歯の仕組みが細かくしれた授業だったのでとても楽しく思えました

歯科衛生士になるための必要な知識が想像以上に多くて驚きました。

時々、資料の穴埋めで小さくて書きにくいところがありました。

妊産婦期を初めとするそれぞれのライフステージを細かく理解することが出来た。

国試にも出る範囲だと聞いたのでしっかり覚えようと思った。

小テストで、2つ選べと言うところが、プリントの内容と照らし合わせると3つ正解があったりしたので、何が正解なのかわからなかった

覚えることが多く大変でしたが資料にしっかりまとめられていました。

スライド・配布資料・授業内容全てわかりやすく、見やすかったです。

一つ一つ学んだことを忘れずに予習復習をして勉強していきたいです。

分かりやすく興味深い内容だったので楽しかったです。

9

愛知学院大学　短期大学部

全体 集計



自由記述内容

資料が毎回の内容を理解するのに非常に役立った。

資料も講義もとてもわかりやすかったです。

プリントがまとまっていて分かりやすかったです。

覚えることが多すぎて大変だったが、楽しかったです!!

305の時に、音声が途切れたりして聞き取りにくいところがあった。

年代別でどのように対応していけばよいのかが理解出来ました。

プリントにそった授業だったので、分かりやすく理解しやすかったです。ありがとうございました。

305の教室で授業を受けた際に、ポインターを使って説明した方がどこを話してるのかわかりやすいと思いました。

講義ありがとうございました。今までの自分の口腔清掃を思い出しながら講義を受けることが出来ました。

先生がハキハキ話すので聞きやすいです。重要なところなども言ってくれるので凄くわかりやすいです。

たまにプリントに書き込む時に狭くて書きづらい箇所が少しありました。ですが、とても見やすくわかりやすいとても充実した講義ですごく良かったです。

特に幼児期が難しかったです。

ライフステージ別で歯科衛生士としての指導方法が変わるので、それをしっかり覚えて実践したいと思いました。覚えた方がいいところを強調して言ってくださるので分かりやすかったです！

小テストなどのおかげで、授業を終えた上でどこが大切だったのかを確認したり内容を理解できているか分かるのでとても助かりました。

それぞれの時期の特徴や課題などを知ることができて楽しかったです。これからは今よりもっと予習・復習に時間がとれるように頑張ります。

プリントがまとまっていて勉強しやすかったし、わかりやすかったです

この期間はこうだと決まりきっているのではなく、流動的なのが難しいと思いました。

年齢とともに変わる口腔内やそれに合わせた保健指導を覚えるのは、難しかった。

ライフステージによって歯の特徴や歯科衛生士の関わりが違うのでこれから整理して、理解していきたいと思いました。

分かりやすい授業でした。ありがとうございました。

各世代の状態について知ることができ、面白かった。

写真で説明してくださって分かりやすかったと思います。

良かった

別室で授業を受けている時マイクの音がよく切れていて授業が聞こえない時がありました。

乳児期から成長の過程を知ることが出来て面白かった。乳児期や幼児期の発達について実際に自分の目で見てみたいと関心を持ちました。

声が聞き取りやすく、国試によく出る所、大事な所を明確に言ってくれている印象があり覚えなくてはいけないところを理解することができた。

古川先生の話し方がとても聞き取りやすくて分かりやすかったです。配布資料のホッチキスの止める位置を左右どちらかに固定していただけるともっと見やすくなると思いました。

ライフステージに合わせた保健指導を行うことは患者さんに寄り添うために必要であることを改めて学ぶことができましたので、今後働く上で役立てていきたいです。

学齢期での動画があったと思うんですが見られなかったので見てみたかったです。

ライフステージ幼児期学齢期で混乱することがあったけど、復習して両方のポイントを抑えれたと思います。また、青年期は今の自分に当てはまることが多いので幅広く学びたいです。

ライフステージ別に学んでいきましたが、幼児期のところが1番難しかったです。国試によく出ると言っていたのでもう一度復習したいと思います。

それぞれの年代の特徴について詳しく学ぶことが出き、とても興味深い内容ばかりでした。

ありがとうございました

配布物が足りないことが時々あるので、何とかした方が良いと思います

普段、食事の成分についてあまり考える機会がないけれども振り返ることが出来たので良かったです。

小テストの出題の仕方が分かりづらかった。授業は具体例をあげたり動画があったりしてすごく分かりやすいのに毎回の小テストが例えば幼児期なら何歳にこれができるようになるというのが他の年齢と被っていたりするし、

授業で言っていたことを選択してもバツになっていたりとよく分からなかった。来年度も先生の授業があるならとても楽しみだし有意義な時間にしていきたいです。
ありがとうございました

よかった

一年間有難う御座いました。

ありがとうございました
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自由記述内容

穴埋めのプリントなので重要なところが覚えやすく、良かったです

例えにしてくれたので想像しやすく分かりやすかったです。

テスト頑張ります！

プリントの色分けでどこが大事なのかが分かりやすかったです。

ありがとうございました。

分かりやすかったです。プリントを学校で印刷していただけたら嬉しいです。

ありがとうございました。

ありがとうございました

たまにスライドが早すぎてかけないとこがありました！💦

授業後の課題で大事なところを復習できるのが良かったです。

講義中に使うプリントは用意してもらいたかったです。一人暮らしの人はプリンターもなく、毎度コンビニでカラー印刷するとお金がかかって、普段でさえ生活が苦しいのに出費が重なると更に苦しくなります。

一年間有難う御座いました

ありがとうございました

プリントは配布して欲しかったです。

知識が広がりました。

生活していく上でとても使える知識なので学べて嬉しい

先生方が周ってくださったので聞きやすかったです

少しスライドが早くて写しきれないことがありました。

実習に直結する内容ばかりで、実際の写真や図などを使用しながら説明してくださり、とても理解しやすかった。

普段、一日の食事について振り返ることがないけれども、今回授業の中で自分が一日にどれだけの栄養を摂取していて食事バランスが良いのか改善すべきなのか、しっかりと振り返ることが出来たのでとても良い機会にな

りました。これからも健康を保つために今回学んだことを生かして振り返りながら食生活をもっと改善していきたいなと改めて思いました。
自分の食事の栄養バランスなど普段は意識していなかったこともこの授業を通して自分がどれだけ栄養が取れていないのか知ることができました

カロリーの計算をして自分に必要なカロリー摂取量が分かった

患者さんや自分に対しての栄養面、また口腔面からの指導や、嚥下障害の患者さんに対してのとろみ剤の使用など、実際に行ったり、体験することで、患者さんの目線も知ることができるのでとても良いと思いました。

患者さんへの栄養指導を考えて、実際にペアになって行うことで相手の説明に対して第三者の目線で意見が言えたり質問できたりして楽しかったです。

プリントで大事なところがひと目で分かるのが、復習をする時にとてもよかったです。

臨床の場に出たときに必要なことばかりであったのでテストが終わっても、病院実習が始まるまでに復習したいなと思っています。

分かりやすかった。

プリントの配布があって授業に取り組みやすかったです

診療補助と一括りだったけれど色々な分野について学ぶことができました。ありがとうございました。

ありがとうございました。

もう少しだけ話すスピードがゆっくりだと、より聞き取りやすくていいと思います。

一年間有難う御座いました。

プリントが見やすかったです。

春学期の復習になってよかったです

質問したときに丁寧に答えて頂きありがとうございました！これからもよろしくお願いします

もっと復習をするべきだった。テスト頑張ります✊🏻

資料がとても役に立ちました。ありがとうございました。

分かりやすかったです
本文を読んでから訳を話すという流れだったので理解しやすかったです。難しい単語や歯科独特の単語もたくさん出てきましたが、本文の流れで雰囲気がつかめたりしたのでつまづく場面はありませんでした。英語特有の言

い回しなどは慣れていかないといけない部分ではあるのでYouTubeの聞き流しなどでスキルアップを行いたいと思いました。非常に楽しく理解しやすい講義でした。ありがとうございました！
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自由記述内容
先生の伝え方や教え方、話し方が今までで受けてきた授業の中で一番わかりやすく、授業に引き込まれました。とても楽しかったです。ありがとうございました。対面でお会いできたのが1回しかなく、話せなかったですが先

生のおかげで英語の勉強が楽しかったです。色んな国の歯科のことやご飯のことも聞けていつも授業が楽しかったです！
とてもわかりやすい授業でした

英語のことだけでなく先生が訪れた国の歯科のことやその国について終えてくださり楽しく授業を受けれました。ありがとうございました。

世界の歯科医院の事情や衛生士や歯科医師の立場について詳しく知ることができてよかったです。ネットで調べてもなかなか出てこない情報なのでとても楽しかったです。
毎回の授業、本当にわかりやすく解説してくれたり、ハムスターの実験など色々教えてくださったりなど、短い間でしたが、本当に楽しかったです！アメリカなどの色々な歯科医院など、自分の知らない知識などをいろいろ学

べて本当に勉強になりました！スライドがとてもみやすかったです！

他の授業の課題やテストのことなど考えて下さったり、毎回の授業の先生が外国へ行った時の話など聞くのがとても楽しかったです。ありがとうございました！

先生の海外での体験話を聞くのが楽しかった。日本以外の歯科医院に一度では行ってみたいなと思った。

先生の授業はとてもわかりやすくて、「英語楽しい！」と思えました。教科書の内容に沿って細かく意味などを教えて貰えたのでほんとに理解しやすかったです。毎回の課題も授業内容に沿ったものだったので復習にもなり

ました。先生の英語の授業が受けれてとてもよかったです。ありがとうございました。
大切なところには線を引いてくださって、さらに詳しく教えてくださるのが分かりやすかったです。また1つの単語だけじゃなくて同じ意味の別の単語も紹介してくださるのも勉強になってとてもよかったです。

先生の話し方がとてもわかりやすく、実際の海外の様子も分かりやすく知れてとても楽しい授業でした。ありがとうございました。

とても分かりやすかったし授業の進め方が良かったです。先生の実体験の話や研究していることなども話があり興味が湧いたし楽しかったです。

わかりやすかったです！

歯科英語以外に海外の歯科医院のお話や英語を伝えようとする気持ちの大切さなど自分の知らないことがたくさん知ることが出来て本当に楽しかったです！
先生の話し方が聴きやすくてわかりやすくて良かったです。授業も面白く、理解が深まったり英語以外のことにも役に経ちそうだと感じました。当てられないというのが緊張しなくてよくてそれも良かったです。課題で自分の文

章を考えるのも楽しかったです。
私は人生で一度も海外に行ったことがないので先生の海外での歯科診療所の話や文化、食事の話を聞いて私も行ったような気持ちになれたのでとても楽しかったですしその話が臨床歯科英語の楽しみでもありました。

また授業も教科書の中での大切な部分をわかりやすく説明してくださったので理解しやすかったです。
他の国の臨床現場の話などが講義で聞くことができとても楽しかった。私も見に行ってみたいと思いました。

とてもわかりやすく楽しい授業でした。ありがとうございました！

英語の発音を聞いていて、とても発音がよく、聞き取りやすい声で授業していただけて、大満足です。楽しかったです。ありがとうございました。

授業の内容もとても分かりやすく、オンライン授業でもとても取り組みやすかったです。先生の海外での歯科に関係するお話や現在の研究のお話など興味深いものがたくさんあって楽しかったです。

ありがとうございました。

とても分かりやすくて、先生の発音も良く、とても勉強になりました。

スライドが見やすくすごくわかりやすい授業でした。授業範囲以外にも海外の話などとても面白かったです。このような授業だと理解しやすく、自分の身になりました。ありがとうございました。

楽しかったです。

先生の経験談がすごく興味深くて面白かったです。授業もわかりやすくてよかったです。

重要なところがわかりやすい授業で、今後の役に立つと思いました。色んな研究のお話も聞けて楽しかったです。

とてもわかりやすく、楽しいお話もたくさん聞けて魅力的な講義でした。

ありがとうございました

わかりやすい授業でした。

大事な単語や文法など、表現の仕方などが分かりやすかったです。ありがとうございました。

先生の声がとてもハキハキしていて聴き取りやすかったです

先生の発音がとても綺麗で聞き取りやすかったです。文法などで重要なところもとても良かったです。ありがとうございました。

とってもわかりやすい授業でした！授業以外にも学べるところもあり、先生の元気な授業とても楽しかったです！臨床の現場で少しでも活かせるようがんばりたいと思います！

マウスの実験の話や、実体験などとても興味深い話も聞けて貴重な時間になりました。

色んな国の歯科事情や文化も一緒に楽しめてことがよかったです。ありがとうございました。

様々な国の食文化や歯科のことが知れて面白かったです
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自由記述内容

授業も分かりやすく楽しかったし、先生のお話を聞くのがとても楽しみでした。

説明なども分かりやすかったし、他の国の歯科についてのことが知れて面白かったです。

とても分かりやすく、聞きやすい授業でした。
生徒の都合を第一優先に考えて講義や課題、試験を行ってくれることがとても嬉しく、感謝しています。授業の内容も面白くて、海外には色んなものがあるんだなと改めて凄いなと思いました。講義の合間にでてくる海外

の話がとても面白かったです。個人的に、講義を聞いて、そういう意味だったのか！とか初めて知った！など新しい発見が出来てとても嬉しかったです。最初の頃は先生が代わるということでどういう人なんだろう？と不安に

思っていたのですが、生徒に寄り添ってくれる先生でとても嬉しく、楽しく講義を受けることが出来ました。短い間でした

山田先生の発音がすごく聞き取りやすく、苦手な英語も楽しんで授業を受けることが出来ました。

分かりやすかったです。

海外の話が面白かった

すごく分かりやすくて楽しい授業でした。ありがとうございました。

とても分かりやすく聞きたい！と思える講義でした。ありがとうございました！

英語が得意ではないので難しかったですが、授業がとてもわかりやすく、苦手なりに頑張ることができました。

会話文を見る前に必ず登場人物を教えてくださり、話を理解しやすかったです。また、自分で文章を作ったりできて楽しかったです。とても楽しく英語を学ぶことができました。

英語ばっかりじゃなくて、海外の歯科事情とか興味深い話もあったし、重要なポイントをまとめた授業だったのですごくわかりやすかった。苦手な英語だったけど、楽しく授業と課題に取り組めた。

英単語がとても頭に残る授業でした。

先生の研究のお話も聞けて楽しい授業でした。

色々な国の料理を知ることが出来て楽しかったです。

楽しい講義でした

雑談も含めて授業を進めてくださっていたので楽しかったです。

分かりやすかったです。

先生の授業は英語が苦手な私でも分かりやすく、興味の引かれる内容も交えて授業を行ってくださったので楽しく受講できたと思います。短い間でしたがありがとうございました。
先生の海外の色んな話とか、研究の話とかすごく面白くて、毎回の授業とても楽しみに受けていました。授業の説明もとてもわかりやすく、意欲的に受けることが出来ました。もっと先生と会って話してみたかったです。面白

くて楽しい授業ありがとうございました。
私は英語がとても苦手でしたが、カラフルでわかりやすいスライドや様々な国の歯科実態などのお話を聞けたことでとても楽しい授業を受けさせていただきました。またどのようにしたら英語が好きになれるか、話せるようになる

かなどの方法も教えていただきとても参考になりました。ありがとうございました。
授業をポイントをまとめて教えてくださったので、わかりやすかったです

教科書以外のいろいろな知識も知ることができて楽しかったです。

説明がすごくわかりやすかったです。

先生の声がとても聞きやすかったです。

重要な所を提示してくださったため、分かりやすかったです。

先生の海外での経験を話してくださってとても楽しい授業でした。

普段日本にいてわからない海外についてのお話がとても楽しくて、興味が湧きました。また、マウスの研究についても考えが広がりおもしろかったです。

外国の歯科情報など、楽しいお話が聞けて良かった。また、声が聞き取りやすかった。

毎時間、とっても分かりやすく聞いていて楽しい授業でした。対面で授業を行った時、私はB班だったので直接お会いすることは出来なかったのですが、いつも先生が明るく話してくださるおかげで、私も楽しく聞くことが出来

ました。説明等も分かりやすくて、似ている表現なども追加で教えてくださる（例えばwash offはremove , rince offと似ているなど）も、自分の新しい知識になって良かったです。8時間とてもたのしかったです。有難う

ございました！
分かりやすかったです

とてもわかりやすくて、自分で文を作成する時間もあって英語の意味を理解しながら勉強することができました。

一つ一つの説明がとても分かりやすくて、楽しい授業でした。

大事な部分を例文を出してくださったり、詳しく説明してくださって助かりました。
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自由記述内容

言葉の話し方は難しいなと改めて感じた。社会に出て必要な知識であるとわかった。

将来確実に役立つものなのでしっかり身につけたいなと思いました。

臨床に出た時に常に使うような事を学ぶことができました。

例がわかりやすかったです。

マナーについて知ることができました。

日常生活のコミュニケーションを見直すのにとても役に立った講義でした。アルバイトでもうまくいかしていきたいです。

これから社会人になるにあたって必要なことを学ぶことができてとてもよかったです。特に最終日の授業は大人なら知っていて当然なことを簡単なところから広く学べて良かったです。

マナーを習う機会が今まであまりなかったので、いい勉強になりました。

初回は全員で絵を描いたりして楽しく授業を進めてくださり、敬語や常識として知っておいた方が良いことを沢山学ぶことができ、これから活用していこうと思いました。非常にためになる授業をありがとうございました。

これから役に立つ内容でわかりやすかったです

わかりやすかったです。

一つひとつ丁寧に教えてくださるのはとても分かりやすくてよかったけど、脱線が多めだったり、答えをもう少し端的に伝えて欲しかったなとは思いました。これから必要な事だから学べてよかったです。

挨拶の仕方、敬語の使い方など様々なことを学ぶことができ、これからの実習だけでなく、社会に出て役立つようなことを学べてよかったです。

滅多にできない経験ができてとても楽しかったです。マナーは知っていて損はないのでとても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。

ありがとうございました。

これからも為になることが沢山知れてよかった。

せんせいの説目やお話が面白くて、とても楽しい授業でした。

講義内容以外に研究のお話や海外のお話を沢山聞けて凄く面白い講義でした。文法に沿った文を考える課題も新鮮で取り組んでいて凄く勉強になりました。

とても分かりやすかったです。研究の話も面白かったです。

これからの生活に必要な知識を身につけれたと思います。ありがとうございました

説明の仕方が回りくどくてわかりづらかった。説明が長すぎてどこが大切かわかりにくい。試験の時、他の先生のように終わった人から帰宅などの臨機応変な対応をしてほしかった。

とても勉強になりました。将来いろんな場面で役に立てると思いました。

まんじゅうの話が印象的でした。とても雑談トークが楽しく授業が楽しかったです！ありがとうございました！

今まで使っていた敬語が間違った表現であることや、今後社会に出た時に必要になるような事を沢山学べたので凄く良かったと思います。

目上の方と話す時に役立うと思うので学んでよかったと思いました。

とても分かりやすかったです！ありがとうございました☺️

教科書に沿って表現や単語の解説を詳しくしてくださり、さらに例文を作成することで理解を深めることができました。授業中にしてくださった研究や海外のお話も非常に楽しかったです。ありがとうございました。

わかりやすい内容で、教科書に沿ってくれていたのでやりやすかったです。

スライドが見やすく重要な文法や熟語も分かりやすく纏められていたので理解しやすかったです。

実験の動画やいろいろな国のお話を聞けて楽しかったです．ありがとうございました．

私は英語が苦手なのですが、先生の授業の説明おかげで大切な表現が頭に入ってきやすくて、とっても受けやすい授業でした！ありがとうございました！

１つずつ意味を確認しながら進むのですごくわかりやすかったです。

パワーポイントがあることでより教科書での勉強が分かりやすかったです

スライドや話し方など、稲垣先生より分かりやすかった。正直、最初から山田先生に授業をやってもらえたらよかったなと思った。

今までひたすら単語と文法を暗記するような授業を受けてきたため、あまり英語の楽しさを感じることがありませんでした。しかし、今回山田先生の講義を受けて、英語の楽しさを体験できてとても嬉しかったです。もっと英

語を話せるように学びたいし、何より英語に対する向上心を高めることができました。ありがとうございました。
英語の授業で初めて楽しく受けることができました。分かりやすく、聞き取りやすく、すごく居心地のよい授業で、授業が少なくて持っと受けたいと寂しく思います泣。 短期間でしたが、ありがとうございました。

教科書の内容以外にも、外国の歯科のことを知ることもできて良かったです。

海外の歯科衛生士について興味があり、この講義を受けてさらに海外の歯科衛生事情に興味を持ちました。英語が話せるようになりたいと改めて思いました。
先生の授業は、分かりやすいかつ、英語のやる気にもなりましたし、英語を学ぶのが楽しい授業でした。学校の授業じゃなくても、受けたいくらいです。発音もすごくきれいで聞きやすく、勉強になりました。ありがとうございま

した。
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自由記述内容

分かりやすかったです

前期の方が面白かったと思います。

とてもわかりやすかったです。

グループワークが多くて理解が深まった。

難しかったが、とても勉強になった。

スライドと教科書が対応していてわかりやすかった

プリントが復習する時に使いやすかった。

プリントに実際の写真などを載せてもらうと復習する時に参考になったと思います。

分かりやすかったです。ありがとうございました。

わかりやすかったです

すごく分かりやすかったです！

座学で学んだことを実習で行う難しさを知りました。

分かりやすい授業でした。

説明が丁寧で分かりやすい授業でした。

プリントがあったので、わかりやすかった。

別室の時にマイクが入っていない時があって話が飛んでしまっているところがあった。

先生の話し方が頭に入ってきやすい話し方で良かったです。分かりやすかったです。

テスト前に復習の時間があったのでテストを受けやすかったです。

歯科に対しての知識が更に広がった。

プリントが分かりやすく、復習しやすかった。

とても分かりやすかったです

プリントを作ってくださり、わかりやすかったです。説明も丁寧にしてくださりありがとうございました。

尊敬語・謙譲語・丁寧語や、社会人として必要なマナー、挨拶など、基礎から学ぶことができました。完璧に使いこなすことができるよう日々少しずつ学びながら成長していきたいと思います。ありがとうございました。

敬語の細かい部分は忘れていたので少しだけど思い出せてよかったです！病院実習に生かしたいです！

普段教わることのない常識的なことを学べてとても勉強になりました。

生きていく中でとても大切なマナーを学べてよかったです。分かりやすく、実習中に使えることなども学べて嬉しかったです。

医療者としてだけでなく、人間として、必要な教養を身につけることができました。とても分かりやすい授業でした。

しっかり分かっているか伝えたいことが伝わっているかの確認があり難しいところもあったが分かりやすかった。

分かりやすく、資料も見やすかったです。

講義ありがとうございました。

ためになりました。

ありがとうございました。

これから社会に出て役立つことを学ぶことが出来てよかった。この授業で学んだことをこれからも忘れないようにしたいと思います。

よかった。

話わかりやすかったです

ありがとうございました。

知っておいたら良いことがたくさん学べました。良かったです。

授業速度がゆっくりでした

あまり学ぶことのなかったマナーについて勉強できてよかったです。ありがとうございました。

将来役に立つ話が多かったので面白かったです

資料が分かりやすかったです。
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自由記述内容

スライドが見やすく、内容が入ってきやすかったです。また復習する際もやりやすかったです。

テスト前の総括でより授業内容の理解を深めることができた。

歯科衛生士になるのは本当に難しいことなんだと改めて思いました。

毎授業とても分かりやすかったです。

説明も資料もわかりやすく、毎回の授業がとても理解しやすかった。

授業の内容が難しかったけど質問したら分かりやすく説明してくれたので嬉しかったです。復習の時間を増やして知識を深めて予習までできるようにしたいです。

実際に臨床の場に出た時に役に立つことばかりであったのでとても良い講義でした。覚えることが沢山あって大変ですがどれも良い歯科衛生士になるためには大切なことなのでこれからも頑張りたいです。

服に付けるタイプのマイクだと、聞き取れないことが多くあったので、手持ちのマイクで全ての授業をして欲しいです。

授業の進行速度がちょうどよかったです。

配布資料やスライドがとても分かりやすかったです。

大事なところが穴埋めされているのでどこを重点的に勉強すれば良いのか分かりやすかったです

復習をしていきたいです。

スライドがとても分かりやすかったです。

細かい説明もしてくださるので、とても分かりやすかったです。

資料も説明もわかりやすく、どの授業よりも興味を掻き立てられました。

ためになる実習が多くて勉強になります！

スピードが少し早かったです

分かりやすかったです。

今まで知らなかった歯科予防について深く学ぶことが出来て実習や学習にとても役立ちました。これからも習ったことを忘れずに色々なことに活かして行けるように復習などを繰り返して将来に繋げて行けたらいいなと思いま

す。

人の口腔内をみる経験がなかったので良い実習をしたと思いますありがたうございました

聞いている時に書きながら授業を受けるのがはやくて大変でした。

復習をして忘れないようにしたいです。

プリントがまとめられていて見やすかったです。

プリントが見やすくて復習しやすそうだと思った。

スライドなどの映像資料があったので理解しやすかったです。

ありがとうございました。

う蝕と歯周病について分けて講義していただけたのが分かりやすかったです。

丁寧に教えてくださりわかりやすかったです。

聞き取りやすくてわかりやすかったです。

とても勉強になりました！！ありがとうございました！！！

実習の内容が論の方で分かりやすく説明してもらえて理解が深まった。

先生の話を聞きながら準備をしたり、他のことと同時に進めないといけないことが多かったので聞きながら行動するという力が少しずつ身につきました。

予防処置論実習で行っていることが詳しく知れた。

楽しい講義でした

分かりやすい授業、ありがとうございました。

いつも分かりやすい授業をありがとうございます。

歯科衛生士としての基礎知識や考えを学ぶことができたと思います。

さまざまな相互実習があって、初めてのことばかりでしたが、先生方が丁寧に指導してくださってとてもわかりやすかったです。これからも頑張ります。

実習に活かせるように頑張りたいです。

分かりやすい授業でした。ありがとうございました。
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自由記述内容

スライドを使った授業が多くて理解しやすかった

ありがとうございました。

資料が見やすかったです

優しく丁寧に教えてくださって、分かりやすかったです。

スケーラーが難しかったです。

歯科衛生士になるために必要な知識を沢山吸収できたと思う！

入学した時よりも、レストをしっかり固定できたり手がしっかりできているのをとても実感しました。

先生方の臨床経験を踏まえた講義の内容だったので、とてもわかりやすかった。

プリント、授業内容などとても分かりやすかったです。

授業がわかりやすかったです。

体を動かす機会があまりないので、この授業でたくさん体を動かせて気持ちよかったです。バレーボールを通していつもは話さない子とも話すようになったり試合で勝つとチームの絆が深まるのを実感したりしてとても楽しかった

です。
バレーのルールがよく分かりました。

楽しかった

バレーをチームで行うことで団結力を高めることができたり、普段話ない子とも話すきっかけとなって良かったです。

先生が教えてくれるとやる気も出たし、他の教科よりも頑張ろう！と思えた。勉強は難しかったけどたのしかったです。
お友達の口腔内で実際に臨床の現場と同様の実習を行なうことが出来たのでとても良い経験になりました。今まで行なっていた模型とは違い、人の口腔内で操作するのはとても緊張感があって少し抵抗感が最初はあっ

たけれども、だんだん回数を重ねるごとに少しずつ手が慣れてきてスムーズにできるようになり、もっと上達したいなと思いました。
頑張りたいです

たくさんのことが学べて楽しかったです。ありがとうございました。

わかりやすかったです

今までただ家にある歯磨剤を使っていたが、どのような成分が入っているのか、フッ化物濃度がどれくらいなのかが気になるようになった。実際に薬局へ行き、表示を見るようになった。調べることが楽しく感じるようになった。

治療の効果やどのような人が適切なのかを詳しく学ぶことができて、より知識が深まり、患者さんそれぞれに合った治療をできるように生かしていきたいです。

プリントにそっての講義だったのでわかりやすかったです。

1年生で習った手つきを臨床で活かせるように練習したいと思います。模型とは違うので今まで以上に気遣って優しくやりたいと思いました。

佐藤先生の説明が特に分かりやすかったです。授業中が先生が周りにいて下さったので質問しやすかったです。

授業で習ったことをしっかり頭に入れて、病院での実習に活かして行きたいです。

有難うございました。

週に1回だけでもみんなと運動ができて楽しかった。

9人のバレーは初めてやったので体験出来て良かった。

スライドも見やすく、先生達も優しく教えてくださるのでとても助かり、自分の理解度も広がりました。

他の人の歯を触り実際に出血した所を見た時にとても怖くなってしまった。実際に行ったときに恐怖を感じしっかりやれないと患者さんの為にもならないと思いました。

歯科衛生士の１つの仕事である歯科予防処置について知識を深め、理解することができたのでよかったです。

ありがとうございます

資料が多くて分かりやすかったです。

授業はとっても分かりやすかったのに、テストが難しかった。授業受けただけで終わりじゃなくてしっかり復習もして知識を積み重ねていけるようにしたい。

理解しやすかった

学んだことを実際の臨床の場でいかせるよう頑張りたい

実習を行った分野を知識としてもう一度学んだところは理解がとても深まりました。また自分の知識が浅はかだったところもより深く知ることができました。

ありがとうございました

分からない所を聞いた時、丁寧に教えてくれ分かりやすかった
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自由記述内容

この実習で習ったことを病院での実習に活かして行きたいです。

分からないところも先生方がすぐに教えてくれて良かった。

復習を授業の中で何回もやってくれてとても身のためになりました。

資料も見やすくて分かりやすかったです

内容が切り替わる前にテストをして頭の中を整理出来て、勉強しやすかったです。

相互実習の際に、必ず1回は見て下さって改善したほうが良い点であったり、アドバイスを沢山してくださって自分の力にすることができてとても良かったです。

良かったです！

事業を聞くだけではなく自分で手を動かして実習しながら覚えられるので覚えやすい

テスト前だけでなく常に復習予習をするようになりました。

先生の話がどの先生も分かりやすかったです。

よかった

授業が延長することがなくとてもありがたかった。先生方がいつも近くを歩いてくださっているので分からないことを聞きやすかった。

先生方がとても丁寧に教えてくださり、毎回の授業を安心して受けることができました。特にスケーリングでは間違っているところを教えてくださったのですぐに改善することができました。

1年間ありがとうございました。

歯科衛生士になる為の基礎的な事を分かりやすく学ぶことができ、とても身になりました。ありがとうございました。

実践的な授業はとてもためになり勉強になりました。

分からないところも優しく教えてくださったのでとても感謝しています。

1年間練習して出来た手を忘れずに臨床で活かせるようにしたいです。

一年間有難う御座いました。

色々カラーの資料で見直した時にとっても役に立ちました。

実技で大変なことも多かったけど、佐藤先生と原山先生のおかげで楽しかったです

歯科衛生士になる上で必要なことばかり学んだ。全て大切なことなので覚えておきたい。

実習で様々な経験ができたので良かったです。

佐藤先生の話し方がとてもわかりやすかったです。

説明などで見せながらやってくださっていたので分かりやすかった。常に先生たちが近くにいて分からないところがすぐに聞けたので良かったです。

理解できるまで教えてくださって本当に身になることばかりでした。先生方から学んだことを臨床の現場でも存分に発揮できるようにしたいです。

実際にデモをしながら細かく説明してくださったため、毎回とても理解しやすかった。

モニターが見やすかったです。自分の力になったと思います。1年で出来なかったことが出来るようになったと感じています。

重要なところは何回も繰り返し説明してくれたことがよかった。また近くにいる先生がすぐに教えてくるのがよかった。

相互実習は本当に緊張したけれど先生が近くにいて見てくれたり、教えてもらったからやりやすかった。

スケーリングの手つきはとても成長していると自分自身実感してます。最初は少しやっただけで手がつりそうになっていたのに、今思うと考えられないぐらい成長して驚いています。

相互実習で術者のときに手の位置や塗布の仕方などわからないところや間違っていたら見つけて教えてくださって理解できた部分が多かったのでよかったです

予防処置における歯科衛生士の役割の大切さを改めて感じました。実習では、失敗も多くありましたが、すぐに感想をまとめることで改善点や反省点を記録として残し振り返ることができるので良かったです。

マニキュアを使ったスケーラー実習や、相互実習が特に良かったです。

分からないところや出来ていないところを先生たちが優しく教えてくれたので、学んだことがより身についたと思います。

説明が丁寧でとても理解しやすかったです。プリントも要点がまとめられてて勉強しやすかったです。

進むスピードが遅く感じることが多かったです。何度も復習をしてくださったので繰り返し聞けて身につきました。

実習中に分からないことがあったら先生にすぐに対応して貰えてすぐに理解出来た。

手の使い方が学べた。

実習は難しかったですが、上手にできるようになると先生達が褒めてくれてとても嬉しくてもっと上手になりたいなと思いました。今までありがとうございました！2年生でもよろしくお願いします

内容が難しく、理解していくのが大変でしたが、スケーリングなど出来ていく達成感を味わうことが出来ました。
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自由記述内容

ありがとうございました

この授業では、実物を見たり触ったりする機会が多かったのでとてもわかりやすかったです。

分かりやすかった。

資料やスライドの内容を実習で自分で触ってみたり、やってみたりして理解が深まった。

さまざまな実習からたくさんの知識を得ました。個人に寄り添った指導や施術をできる歯科衛生士になれるよう頑張ります。

色んな歯ブラシがあって面白かった

分かりやすかったです。ありがとうございました。

来年も頑張ります

スライドやプリントを使用した授業や、実践的な授業でとてもわかりやすかったです

いろいろな体験を交えて学ぶことができました。

自分の実力のなさに悲しいなーって思ってたけど、1年たってようやく、ほんの少しだけ自信がついた気がしました。全ての先生が丁寧に教えて下さったので置いてかれることなく進めれました。ありがとうございました。

私たちが主体的に考えられるような授業で、学びが深まりました。佐藤先生大好きですありがとうございました😆🌟💗💗

秋学期間ありがとうございました。これからも習ったことを活かして頑張ります。

わかりやすくて楽しい授業でした。ですがプリントが多くて保管が大変でした。
保健指導論で学んだ内容はどれも歯科衛生士になった時だけでなく自分が家庭を持って子どもができて育てる時に役に立つことばかりであったのでとても興味深かったです。今回、学んだことを一生覚えていられるように

復習を重ねたいなと思いました。
ありがとうございました。

資料が見やすかったです

実際に物を見て触ることができて勉強になりました。ありがとうございました。

歯科衛生士になってから役立つことを沢山学べました。

とても聞き取りやすく分かりやすかったです。

実技ではわかるまで先生が丁寧に教えてくださったり、座学でも大事な所を教えてくださったりと、とてもわかりやすく助かりました。

スライドがわかりやすかった

スケーラーの授業ではだんだんと上達していくのが実感することができ嬉しかったです。スケーラーが上手な衛生士さんになりたいです。

来年に繋げるために春休み中にしっかり復習したいです。

話し方も聞きやすくまた、時間内に終わってくれ有難かったです。

大切なポイントを何度も繰り返し言ってくださるので分かりやすかったです。

前でうつしながらの説明が分かりやすかったです。

たくさん考える時間を設けてくれたので、分からないところをなくせて自分の考えが広がりました。佐藤先生ありがとうございました😭😭😭💖

スケーラーを模型だけでしかやってないので実際人の歯石を取りたいと思いました。

相互実習が時間内に終わらないことが時々あったので、2年生からは授業内に終わるようにしていただけるとありがたいです。

細かく丁寧に教えて下さって凄く勉強になりました。。

ありがとうございました

スケーラーの角度など映像を見ながらできたので､理解しやすかったです。

実習するごとに分かることや出来ることが増えていき、やりがいのある授業でした。

佐藤厚子先生の授業はとても聞きやすく、わかりやすかったです！予防処置論の実習楽しかったです！もっとスケーラーのことを学びたいと思いました！1年間ありがとうございました！

先生が優しく、とても分かりやすい授業でした。

最初の解剖学的な話や模型実習、相互実習で習ったことをちゃんと活かせるように復習します

1年間ありがとうございました。入学してからできることわかることが知識だけじゃなくて情意やスキル面でもかなり増えました。

歯科衛生士としてスケーリングなど必ず使うことばかりで大変わかりやすく学ぶことができました。

分かりやすく、丁寧に教えてくださりました。
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自由記述内容

ライフ別指導が特に楽しかったです

延長するなら予告が欲しいです。

1年間ありがとうございました。

補講などをしてもらえて助かりました。

予告のない延長が多くて困る日がありました。

古川先生の声が聞きやすく、授業も分かりやすかったです。

復習の時間も多かったため理解しやすかった。

授業わかりやすかったです

良かったです！

講義ありがとうございました。

沢山の知識を学べてよかったです。

実際に触るなど体験できることが多く、よい経験になりました。

古川先生が憧れです

飲料水の測定みたいな授業もう一度やりたいです。

とても分かりやすい授業でした。

ライフステージに合わせた保健指導を学ぶことでより患者さんに寄り添った指導に生かしていきたいです。

一年間有難う御座いました。

講義中抑揚をつけてくださったので分かりやすく講義を受けることが出来ました。

楽しかったです 先生だいすきー！！

1年間ありがとうございました！これからもよろしくお願いします。

授業が分かりやすかった

とても分かりやすい授業でした。

とてもためになる実習ばかりでした。

先生の話し方が楽しくて授業が楽しかったです。

様々な患者さんが来院されるのでその人にあった保健指導ができるようにしっかり見直しておきたいと思います。

実物を見ながらの講義だったため、とてもわかりやすかった。

それぞれのライフステージの細かいところが色々知れて勉強できた。

細かい所まで詳しく解説しながら自分で体験してできるため、とても理解しやすかった。

相互実習では自分以外の歯を初めて観察して、普段では見れない細部まで見ることができいい経験になりました。

ライフステージ別の保健指導を習って、各世代で保健指導の内容が違うのでもう一度復習して実際の臨床現場ではすぐに判断して適切な指導ができるようにしたいです。

とても聞きやすかったです

pHの実習がとても興味深くて楽しかった。また、ライフステージ別の指導はそれぞれ覚えることたくさんあるけど、しっかりと覚えて国試頑張りたい。

普段あたりまえに使っていた歯ブラシがどんな特徴があって、どんな人におすすめなのか知らなかったけれど、知れて良かった。また、実際に体験出来て良かった。自分で出来ることをこれからも実践したいと思います。

実物を出して紹介してくれているので分かりやすかったです。

先生の経験談が聞けて興味深かったです。

わかりやすい授業でした。

今まで自分の知らなかったことがたくさん知れていってとても知識も広がり成長して行ったのがよくわかって嬉しかったです。

一年間有難う御座いました。

実際の臨床の場で活用出来ること、できておかなきゃいけないことを沢山学ぶことが出来てよかった！

分かりやすくてとても為になりました。

実際に見たり、行動したりすることで知識が頭に入っていく感じがした。
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自由記述内容

実習を多く重ねるので、実際に自分で見て触って、ができるのでとても楽しかったし面白かったです。2年に繋げられるようにしたいです。

患者さんにあった指導ができる衛生士を目指したいと思いました

チャートを使っての説明はこれから歯科衛生士になるためにとても必要だと感じました。自分がこんだけ簡潔にわかりやすく説明できないんだと思いました。もっと１つ１つの言葉の意味と理解をする必要があると感じまし

た。

難しい内容の時もありましたが、わかりやすかったです。

授業を通して理解を深めたり、チャートを作ることで自分の中で内容を分かりやすく伝えることができたと思う。

先生のお話はすごく聞きやすくて、わかりやすいようにいろいろ工夫してくれて凄く楽しかったです。

古川先生の声がはきはきしていて聞きやすかったです。

とてもためになった

ライフステージにあった保健指導の仕方を学べた

相互実習や意見交換などで、自分の考えが広がったり色々な意見を知ることができていいなと思いました。

重要な内容が多かったのでしっかり復習したいです。

色々な保健指導案について考えていくことが多く、自分なりの言葉で説明できるように少しはなれた。

分かりやすく、見やすいスライドでした。

実際に臨床実習に行く時に、必要な知識や技術なので､しっかりと理解して患者さんが理解できるように簡単な言葉で説明できるようになりたいと思いました。

年代ごとにこんなにも指導が変わってくるんだと感じました。覚えることが多く大変そうだと思いましたがその分やりがいがあるお仕事だなと感じました。

実際に参加できる内容が多くて、楽しく授業を受けることができました。学んだことを活かせるようにこれからも頑張ります。

チャート発表では患者さんにどのように伝えればいいのかどうしたら分かりやすいのか考える良い機会になりました。

先生の声が聞き取りやすかった

ありがとうございました

実際にものを見たり触ったりしながら学べるのが覚えやすくて分かりやすくて良い
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