
■2021年度 春学期 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1 971 58.0% 570 34.1% 102 6.1% 27 1.6% 4 0.2% 0 0.0% 1,674 100%

問2 1,206 72.0% 414 24.7% 47 2.8% 6 0.4% 1 0.1% 0 0.0% 1,674 100%

問3 1,148 69.1% 412 24.8% 81 4.9% 18 1.1% 2 0.1% 0 0.0% 1,661 100%

問4 1,183 70.7% 367 21.9% 107 6.4% 12 0.7% 5 0.3% 0 0.0% 1,674 100%

問5 1,157 69.7% 398 24.0% 89 5.4% 13 0.8% 4 0.2% 0 0.0% 1,661 100%

問6 971 58.0% 532 31.8% 141 8.4% 25 1.5% 5 0.3% 0 0.0% 1,674 100%

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 36 2.2% 153 9.1% 545 32.6% 701 41.9% 239 14.3% 0 0.0% 1,674 100%

※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

春学期全体

2.4

回答件数の合計

■集計対象 全体「春学期」

■担当教員数 21名

■授業科目数 35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

春学期全体

■受講者数 6,362名

■アンケート回答数 1,674名

■回答率 26.3%

4.6

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

春学期全体
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■評価平均レーダーチャート
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■2021年度 春学期 授業アンケート集計結果（短期大学部 全体集計）  　  　

先生の説明分かりやすかったです！今まで自分が関わったことの無い範囲だったのでとても興味深い授業でした！今までありがとうございました！！

声が素敵だった

とても分かりやすかったです。

面白かった

宗教の授業とても面白かったです。

喋り方が好きだった。

資料の説明がわかりやすく、理解しやすかった。

配布された資料を見ながら、勉強することが出来ました。

普段あまり意識を向けない日常の色々な事について知れたので良かったです。

高校で少しやったことのある範囲だったので、話が入りやすかったです。

配布資料が見やすくて良かったです。

途中で休憩などを入れてくださり、授業に集中しやすかったです。

■集計対象 全体「春学期」

■担当教員数 21名

■授業科目数 35科目

自由記述内容

■受講者数 6,362名

■アンケート回答数 1,674名

■回答率 26.3%

授業プリントが見やすかったです。

授業が分かりやすかったです。

ありがとうございました

資料が分かりやすいです。

日常生活での知識を広げることが出来たのでよかったです。

日常の事や衛生士になってから使う器具の事など知識を広める事が出来たのでよかったです。

プリントは何が重要で何が言いたいのかがはっきり分かる見やすいものでした。高校で理解出来ていなかったことが理解出来ました。ありがとうございました。

お疲れ様でした！ありがとうございました

授業ごとに前回の問題の答えだけでなく、解説も書いてくれるため、復習をする際にとても助かりました。

身近なものとからめた内容だったのが分かりやすかったです。

オンライン授業じゃなかったから、シラバスだけしか見れなくて理解するのに時間がかかった。

最後に問題をいくつか取り上げてくださるので理解しやすかったです。

楽しかったです。

手元の資料は小さな文字も見やすく、大切なところは先生がスライドで線を引っ張ったりしてくれたので、とてもわかりやすい授業でした。

授業はとても興味深い内容で面白かったです。

わかりやすかったです

面白かったです。

宗教はこんなにも奥が深いんだなと思いました。

先生の話を聞いて、教養として少しは頭に入れようと思いました。
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自由記述内容

お顔が見れて良かったです。素敵な方でした！お見かけしたら手ふりますね^_^

あまり学んだことのない分野だったので少し難しく感じた。

仏教の授業を通じて建学の精神について理解を深めることが出来たので良かったです

ありがとうございました

スライドがとても見やすいです

身近な具体例を考えることでとてもイメージしやすく理解が深まりました

難しい

声のトーンもスピードも聞き取りやすいです。説明もわかりやすいのでとてもこの授業が好きです。

ペースもちょうど良く、声も聞き取りやすいため、授業内容が授業中に理解できるのでとても嬉しいです。

宗教について知らないことが多かったので学ぶことができてよかったです

宗教の授業を通して普段の生活の中にも身近に宗教や仏教がかかわっていることがわかりました。もっとたくさんのことを半期だけでなく一年を通して学びたいと思いました。

今まで、あまり宗教について詳しくやっていなかったので今回の講義を通して学ぶことができ自分の考えも広がったなと思いました。

スキンヘッドがとても似合っていました。

宗教に関する知識はあまりなかったけれど授業を聞いて宗教の知識が増えたと感じられたからよかったです。

笑顔がとても素敵で、思わずスクショしてしまいました、、、。それと、コメント1人ずつに毎回返してる気配り、素敵です。。！授業お疲れ様でした、ありがとうございました(^-^)テスト頑張ります！

初めは宗教の授業に対してあまり前向きではなかったけれど、先生の授業は聞いていてとても楽しく、初めの頃より宗教に興味を持つことが出来ました。

初めての宗教の授業でしたが、とても楽しく受けることができました。

中高キリスト教の学校に通っていたので、仏教の授業はどんな感じなのかと講義が始まる前まで色々なことを考えていましたが、面白い授業でした。

スライドの文字が小さくて読みずらい時もありましたが、授業の内容の宗教については知らないことばかりだったので知識が増え良かったです。

声が素敵でした

宗教のイメージは私の中では何かにしばられるというかあんまりいいイメージではなかったのですが考えが少し変わりました

配布資料が内容を理解するために大変役立った。

先生の声が優しくて私にとって落ち着くような時間でした(笑)ありがとうございました！

今まで宗教についてここまで深く学んだことがなかったので、良い機会になったと思う。

１つ１つのことを細かいところまで説明してくださって勉強になりました。

先生がイメージがつきやすいように絵などを描いてくださり､分かりやすかったです。

基本的にはわかりやすかったですが、たまに画数の多い漢字などで先生が書き込んだ字が読みづらいことがありました。

少し宗教に興味をもてたのでよかったです。

分かりやすかったです。

歴史が好きなので平清盛とか徳川出てきた時、めちゃくちゃ食いつきました

やわらかい話し方で説明も分かりやすかったです。

いろんな話を聞くことが出来て興味深いと思いました。

テスト頑張ります！！

字が奇麗なので見やすかったです。仏教、宗教の深さを感じました。難しい言葉ばかりでしたが楽しい講義でした。ありがとうございました。

わかりやすかったです

今まで宗教には興味なかったけど宗教について色々知れて面白かったです。ありがとうございました。

常識的な知識について多く知れたので今後の人生で役に立ちそうだと思いました。

宗教なので、昔のことが多くて漢字などが難しく、覚えにくかった。

楽しく受講できています。

とても分かりやすい授業でした。

自分から勉強することがない分野で面白かったです。
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自由記述内容

1番初めの授業は難しくて理解できそうになかったけど、徐々に授業のプリントや教科書を見て予習をするととても分かって、心理が1番楽しい授業でした。

人の考えなどの仕組みやそれを文字に起こして考えたことがなかったのでとても新鮮でした。

話し方がとても聞きやすかったです。総括のテストについても何度も説明してくださったので分かりやすかったです。

いつも図や表があってわかりやすいです。今後も図などがあったら理解しやすいのでよければお願いします。

分かりやすかったです。ありがとうございました。

ちょっと分からない言語とかあったので調べるのに大変だった。また、わかりやすい例が聞けたらよかった。ちょこちょこ例があったのでそのような所はとても分かりやすかったり

分かりやすい授業ありがとうございます

いつもわかりやすい授業をありがとうございます。

話すペースがゆっくりで理解し易かったです。

内容を理解するのが難しい時が何度かあって大変だった。

とても分かりやすい説明をありがとうございました。

理論に対する例を具体的に説明して貰えて凄く理解出来ました。

自分の生活の中で役に立ちそうなことも教えて貰えて楽しい授業でした！

今まで自分が経験したことのあることと重ねられる内容が多く勉強していて楽しかったです。

スライドの切り替わりが早く、プリントにメモする時間が十分にとれませんでした。

難しかったですが歯科衛生士になったら活用出来ることもあったのでとても勉強になりました。
プリントへの書き込み時間をしっかりと作って下さったので、講義の内容をより集中することができました。知らなかったことをたくさん知ることができ知識が増えたり、知っていたことでも今まで以上に理解を深めることができまし

た。有難うございました。
わかりやすいと思いました。今後も積極的に学習に取り組んでいきたいと思います。

プリントがちゃんと配布されて講義が受けやすかったです。

丁寧に授業してくださり、ありがとうございました。

丁寧でとても分かりやすかったです。

心理学で、人の心を学ぶことは自分の心を理解することにもつながるとおもいました。科学的に把握できるようになり、自分という人間がわかるようになってきたと感じます。自分のことがわかれば、ネガティブに陥りがちな感

情や思考を以前の自分より、今の自分の方がポジティブに考えることができるようになりました。
心理学は昔から興味があったので、色々な事が学べて良かった。

これからも学びを深めていきたいです。

プリントを使用した授業なのでとてもわかりやすかったです。授業を通して自分の経験と結び付けられる部分が多く興味深かったです。

スライドが早かった。

自分の考えがとっても広がったと思います。当たり前のことについて深く考えることが出来ました。

テスト時間が少し短いように感じました。

少しだけスライドが先に行くのが早いかなと感じました。

少し、スライドが変わるのが早いです。書ききれない部分もあるので書く部分が多いところでは少しスライドを長めに置いてほしいです。

とても分かりやすかったです

難しい漢字とかにふりかな降って欲しいです

聞き取りやすくて、わかりやすかった。

先生の話し方がゆっくりでプリントも事前に配布されていたので授業が分かりやすかったです。また、重要な部分を示して下さっていたので自主学習もやりやすくて良かったです。

プリントの穴埋め式は勉強する時にもとても役に立つし、授業の進みも早過ぎず遅すぎずなのでとても受講しやすいです。

その他の教科の復習しなくてはならない量が多いので、授業の間でわかりやすく説明していただけて本当に有難かったです！！

穴埋め式のプリントが配られたので授業が受けやすかったです。

とてもゆっくりと分かりやすく話してくださるので授業が受けやすいし理解しやすいです。

次の総括頑張りたいです。
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自由記述内容

この学習を通して自分の価値観が広がりました。今まで漠然と把握していたたくさんの現象に名前が付いていることを知り、さまざまなことについて理解し、容認できるようになったと思います。

とても興味深いことが多かった
結構自分に置き換えて考えるとこの行動してたなとかこの行動ってこういう名前が付いていたんだなど結構身近に感じた。内容が幅広くてぎっしりあって難しかったけど、とても興味深い分野でした。総括は思ったより時間が

あっという間で焦ったけど、教科書をよく読んでおいて良かったなと思いました。
自分は人に説明するのとかが苦手なのでその練習にもなるからレポート課題はとても良かったです。だけど、総括で説明したいことが上手く書けなくて、時間が過ぎてしまったので、もうひとつの方ではきちんと説明がかけるよ

うにしたいと思いました。先生の話し方がすごく聴きやすくて、分かりやすかったので楽しく授業が出来ました。
心理学少し難しいですね

重要なのにプリントにはないところがあったので、重要なところはプリントにできれば全部載せて欲しいと思いました。

授業の進むスピードが自分にあっていて分かりやすく、丁寧でとても理解しやすかったです。

難しい分野もあったが自分の生活に生かすかの出来るものもあったかなと思う。

文章をまとめる力をもっと身につけてこれからも頑張ります。それとは別で、電波なのか講義の音声が時々途切れてしまうことがあり、戸惑いました。

丁寧に単語の説明、例などを出してくれたのでわかりやすかったです。心理学に関する考えも広がりました。難しい内容もあったけれど楽しかったです。ありがとうございました。

とても分かりやすい授業だった。

プリントに字をを写している間に説明が終わっちゃうので移す時間を設けてから説明してくださるとうれしいなと思いました

もともと心理学に興味があり、授業を楽しみにしていました。先生も適度な速さで授業を進めていたのでよく理解することができました。
心理について興味があったものの、学ぶ機会が学校などでは設けられていなかったので、今回学ぶことができて、より興味を持ちました。また、自分の行動や心理と重なる部分が多くありました。歯科衛生士として患者さん

の心理状況を理解し接することの大切さを改めて学ぶことができました。

普段、日常生活の中で当てはまることがいくつか出てきてあれはこういう理論だったんだ！と思いながら講義を受けることができて面白かったです。

プリントの資料を用意していただいてとても助かりました

初めて耳にする言葉は内容が多くて大変だなと思うことをありましたが、そういう考え方があるんだなとか新しい知識などを知ることができて良かったです

資料が毎回見やすくて、とても助かりました。ありがとうございました。

授業の速度、スライドなど分かりやすくとても良かったです。また、重要な部分をしっかりと教えて下さったのでテスト勉強などにあたって効率よく計画に的に行うことが出来ました。

声も聞き取りやすく、授業も丁寧な進め方でオンライン授業で不安な部分もありましたが特に困ったこともなく安心して授業を受けることができました。

これから生きていく上で問題にぶつかった時の対処方法を考えることができた。

教科書上の図などの先生の説明の例がとてもわかりやすかったです。

とても分かりやすい授業で配布資料などもあったので授業のペースに沿いながら理解することが出来ました。

最初は全くどんな物を学習するのか分からなかったですが人間について様々なことを学べて良かったなと思います。

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。

心理学を初めて学んだので、知らない事が沢山でした。これから医師、衛生士患者さんと会話していく中で、心理学はとても大事な事だと思いました。

レポートの範囲が広いと感じたけどプリントが分かりやすかったので勉強がしやすかったです。

質問に丁寧に答えてくださって丁寧に授業をしていただき焦ることなく授業を受けれました。ありがとうございます。

常に優しく授業をしてくださったので、前向きに授業を受けることができた。

先生の話し方が丁寧で理解しやすかったです。日常生活にも役立つことがあったので､取り入れていきたいと思います。

先生の説明が丁寧で声も聞き取りやすくてわかりやすかったです。

非常に興味深い内容ばかりで面白かったです。ありがとうございました。

心理学を勉強することで、自分が経験してきた心の変化やこれから経験する変化がよく知れて、考えの幅が広がった。

話すのがゆっくりでとても聴きやすかったです。今まであまり関わってこなかった心理学に興味を持つことができました。これからも、頑張りたいと思います。

毎回わかりやすい授業内容でした。

心理学に少し興味が持ててよかったです。

穴埋めする時間をとってもらえたのがよかったです。

テスト時間が足りないか不安だったけどテスト勉強のおかげで早く出来たのでよかった！見直しの時間もあったので良かった。
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自由記述内容

心理学を学んで自分の考えが広がったと思います

授業のスピードも良く、書きながら受けることができた。

ためになること学べて良かった

プリントがとても見やすくて勉強しやすかったです！

とても聞きやすい話し方で、所々具体例をあげて説明してくださり理解しやすかった。

分かりやすかったです。心理学にも少し興味を持つことができました。ありがとうございました。

声がいい

最後の週に総括をしたことで、講義の復習がしっかりできました。

分かりやすかったです。ありがとうございます。

楽しかったです。

初めの授業は全然興味をもてなかったけど、回数を重ねていくごとに楽しさがわかって楽しく授業を受けることが出来ました。

分かりやすかった。

秋学期も頑張りたいです

授業が分かりやすかったです。

穴埋め以外の書く時間が少し短かったので、もう少し時間をとってほしいです。
私にとってこの講義は心が安らぎ、人の心理状態を考えることがすごく楽しく面白い講義でした。この講義で学んだことは歯科衛生士になってからもすごく役立つと思うので学んだことを忘れずに頑張っていきたいなと改めて

思いました。約3ヶ月間ありがとうございました！

書くペースに合わせて進んでくれるのでとても助かりました。

以前まで人の感情や行動について深く考えた事がなかったのでとても良い機会でした。

とても楽しかった授業でした。もっとやりたかったです。

春学期、ありがとうございました。

勉強になりました。

少し次のスライドに行くのが早いためメモが書ききれないことが多いです。

先生の授業好きでした。

声が聞き取りやすくて受講しやすかったです！

興味が深まりました

大切な部分は色分けと先生が強調してくれたのでとても分かりやすかったです。ですが心理学は暗記教科ではないのでどのように勉強したら良いのか分からない部分もありました。

大学に入学してから心理学を学んで自分が今までに体験してきたことは、これなんだ、とか納得できるような授業でした。重要な部分などもしっかりと説明してくれるので学習しやすかったです。

スライドに追いつくことができなくて、たまに書ききれない時がありましたが、録画を見ていました。
講義の中で難しい語句を噛み砕いて解説してくださったり、具体例を身近なもので挙げてくださったのですごく理解しやすかった。2コマ続けての心理学でしんどかったけれど、ゆっくりな説明なので落ち着いて授業を受けられ

た。
難しい所は噛み砕いて、ゆっくり説明してくださったので、分かりやすかったです。

毎回ゆっくりと聞きやすい話し方で授業を進めてくださり、内容が理解しやすかった。
学習とその支援では、自分が今まで言葉に出来ないけど感じていたことが、理論に基づいて説明されていたので、モヤモヤが解消された感じがしました。心理学を本格的に学んだのは初めてでしたが、これからの勉強や、

対人関係のような相手のことを考える時に役に立ちそうなことが学べたので良かったです。
良かったです！

授業を聞いて自分の考え方が広かったから良かった。

毎授業、丁寧で声も聞き取りやすく、分かりやすかったです。

先生がゆっくり話してくださったため聞きやすく、プリントに各時間もしっかりあったのですが、たまにスライドが早くて書き流してしまうところもありました。

今までに心理についてしっかりと学ぶ機会がなかったので学べて良かったなと感じた。日常生活に関連させて講義を進めてくださっていたので理解しやすかった。

最後にゆっくりと見直す時間がなかったので不安ですが、無事終わって安心しました！
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自由記述内容

今まで心理学に興味はあったものの、学習する機会がなかったので良かったです。実際に感じたことや行動したことについて詳しく知ることができて良かったです。

楽しかったです。

おだやかな口調で聞き取りやすかったです。

動機づけのところが面白かった。

わかりやすかったです

ありがとうございました。

資料がみやすかったです。

原山先生が担当してくださって本当に良かったです。ありがとうございました。
時々音声が途切れて大事な部分が聞こえなくなった時もありましたが、今までじっくり考えた事がない心理学という授業を学んで自分の視野が広がったと思います。今後の生活に生かして、自分と相手の気持ちをよく考え

行動したいと思います。
分かりやすかったです。

復習するときに資料がとても分かりやすく、効率よく復習ができた。

ありがとうございました！毎授業丁寧で聞きやすくメモもたくさんとれました！！！

楽しかったです。

これから歯科衛生士になるにあたって、患者さんとの接し方にとても参考になるものが多かった。信頼される歯科衛生士になるためには、コミュニケーションが大切だと思うので、これからも教科書を見返していきたい。

聞き取りやすくて授業が分かりやすかったです。

毎授業とても分かりやすかったです。

自分の考えや考え方、感じ取り方が深まりました。ここで習ったのをこれから色々なところで行かせろ様になりたいと思います。

今までありがとうございました！！今後、この授業で学んだことを活かしていきたいです。秋学期からも歯科予防処置での実習でお会い出来るのを楽しみにしてます！

資料が教科書をまとめてあってわかりやすかった

プリントに書き込むペースもちょうど良くて声が聞きやすかったです。

心理学について自分の経験と照らし合わせながら聞くことができ自分の考えも広がったなと思いました。

初めて知ることが多かったのでおもしろかった。

総括のテストの答え方を解説をして頂けたのがとてもありがたかったです。

難しいと思って抗議に挑みましたが案外親しみやすい内容でしたし、わかりやすい説明だったので不明な点がなく講義を受けることができました。今後の生活で活かせるものは活かそうと思います。ありがとうございました。

人の心理について学べたので学んだことを実践していきたいです。ありがとうございました。

難しい言葉が多いと感じました。

今まで知らなかったことをたくさん学べて勉強になりました。今後に活かしたいです。

自分や、他人の思考について学ぶことで物事に対して寛容になった気がします。無意識的な行動にも様々な理論があり、面白かったです。

ありがとうございました

とても分かりやすかったです。

充実した授業内容で、一つ一つわかりやすかったです。

とても聞きやすく分かりやすい授業でした。

初めて心理学を学んで人間の心理なので自分に置き換えて学ぶことができて楽しかったです。

良かったです！

とてもわかりやすく楽しい授業をありがとうございました。

自分が経験したことがある状態や気持ちを学ぶことができて楽しかったです。

プリントがあったのが助かりました。

身近なことと関係のある内容が多くて、聞いてて面白かったです。

興味深い内容がいっぱいあってとても面白かったです。
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自由記述内容

授業分かりやすかったです。

初めての心理学の授業でしたがとても楽しかったです、ありがとうございました。

総括の問題でそれについて説明するだけでなくそれにはこんな方法があるなどプラスして深く記述しなければ点数がマイナスされる問題があるとあらかじめ言っておいてほしかった。

心理学は以前から興味があって、大学に入ってからも心理学について学べたから楽しかった。自分や周りの環境と比べながらいろいろ考えられたし、興味深いことがたくさんあった。

難しい言葉も多かったですが、そのたびに例を出して説明してくださったのでわかりやすかったです。心理の講義とても面白く、楽しかったです。ありがとうございました。

丁寧な説明で分かりやすい授業でした。

今まで経験したり思ってきたことは、こんな名前の心理状態なんだと分かって、自分の重ね合わせたりできてとても楽しい授業でした。ありがとうございました。

自分のこと学べたり、深く考えることが出来た。

心理学の授業を通して、自分の感情の変動の原因などを見つめるきっかけになりました。また、歯科衛生士として就職した際に使えることも多くあったので、頭に入れて役に立てたいです。

心理学を学んで、考え方が広がったのでとても役に立ちました。学んだことをこれからの生活でも生かしていきたいと思います。

自分の考えが広がったと感じました。心理学を学んだことで、感情的になることが減り、自分の気持ちや人の行動を考えてみることが多くなりました。

わかりやすかったです

先生の喋り方がすごく好きで、1番集中して授業受けれました。

授業で学んだことを活かして患者さんとうまくコミュニケーションを取れるようになりたいと思います。

初めて知ることがことがたくさん学べたので良かったです。

自分の知らなかったことをたくさん知れたので考え方の幅がとても広がりました。

実体験と比較しながら話を聞けてとても理解出来ました。

自分のことに置き換えて考えることによってより授業内容を理解する事ができたと思う。

ありがとうございました

動画の内容のプリントがほしかった

資料とスライドがとても見やすかったです。

評価に値するテストの漢字間違いは漢字一つで意味が全く変わってくるので、気を付けていただきたいです。

授業の段取りが良く、聴きやすく分かりやすかったです。

英語に触れる機会があまりないので楽しかったです。

参加型の授業で積極的にできました。

英語の説明を理解するのが難しかった。

Thank you for your class.I had fun and enjoy in your class time.

グループワークが楽しかったです。

資料が見やすかったです。

プリントを配布して欲しかったです

ありがとうございました

丁寧でわかりやすかったです

ビデオを見ながらやったので理解しやすかった。

Thank you as always.

英語は苦手だけどなんとか理解できるような内容だったので良かったです。

I enjoyed every class.

時々日本語も交えて話をしてくれるけれど、理解しづらかった。自分の英語力が足りないだけかもしれないけれど。

とても面白い授業でした！

楽しかったです！

英語が分からない時先生がサーポトしてくれて答えやすかったです。

わかりやすくて楽しいです
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自由記述内容

ペアワークなどで参加型の授業だったので、面白かった。

どちらがいいというわけではないけれど、クラスによって習っている内容や評価の仕方が違いすぎると思った。

日本語の説明をもう少し増やしてほしいです。

映画を見たり音楽を聞いたりして英語を楽しく学ぶことができた。

ありがとうございました！！

授業後に先生に質問沢山して親切に教えてもらえたことが嬉しかったです！！

難しかった

ビリーエリオットの映像を見ながら授業を受けたり、友達と話し合いをしながら授業を受けたことが楽しかった。

It was easy to understand using videos and textbooks.

洋楽や洋画に親しむことができて良かった。

会話などの実践レッスンがあって楽しかったです

日本語の説明をもうすこし多めにして欲しいです。

授業で習った音楽がとても気に入りました。

月曜日の1時間目が英語だったから、楽しい気分で学校に登校できました。

先生がたくさん褒めてくださるので苦手な英語も楽しくやることができました

もっと英語を勉強したいと思います

Thank you for 3months.I'm happy to meet you.

授業が面白かったです。

課題が何をやったらいいかわからない時や、授業がカレンダーに表示されておらず参加できなかったりしたことがあったので、teams上では日本語でお知らせして欲しいと思いました。

楽しく受講できています！！

面白い物語に会えた！楽しく学べたのでよかった！

たのしかった

楽しかったです。

英語での会話だったので課題の説明やテストの説明など大事なものが聞き取れないの時は少し困りました。

女子だけなので受けやすかったです。

ドイロン先生がほとんど英語で話していたから非常に聞く姿勢が良かったと思う。ただ宿題の説明が聞き取るのが難しくて毎度宿題ができているかどうか不安でした。

Thank you for the lesson!

先生の英語を理解するのとが難しかったです。

良かったです！

理解しやすいようにしてくれていたのでよかったです

楽しく英語を学べました！

先生が言っていることを理解できていない子もいたので、分かった子が説明するということが多かった。

とても楽しかったです。

楽しかったです。

映画のセリフを練習したり、楽しく授業を受けれて良かったです。

授業ちょっとわからない語句があるとやる気なくなってたけど、ちゃんと最後まで書かれたのは先生のおかげです、ありがとうございます🙏

グループ活動が楽しかったです。

洋楽なども取り扱ってくれたため、洋楽が前より好きになりました。また、教材だけじゃなく、ビデオも見せてくれたため、BillyElliotの内容を深く知ることができました。

English class is nice to me. I want to study English more.

毎授業楽しく受けることが出来ました。

英語での映像など見て自分の考え方が広がりました。
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自由記述内容

今までありがとうございました！

とてもわかりやすかったです。

難しいですが、国家試験に向けてしっかり復習したい。

メモなどをしたいときに授業のテンポが早く、メモしきれないことがあったので、録画がない対面になるとおもうと心配です。

分かりやすかったです。

写真付きで見やすかったのですが、プリントがつめつめで少し見づらかったです。

スライドのプリントそのままもらえたらもっと嬉しかったです！

講義の内容を全てプリントに刷って渡してもらえると助かります。

配布資料が少なかったのでもう少し細かく書いてほしかったです。

人体全体を学べる学部で知識が幅広くなった。リモートでも先生が詳しく教えてくれるのでよかったです。

理解するのが難しかった。でも、沢山学べた。

国試の説明がよかったです。

覚えることがたくさんあったので、語呂合わせを教えてくださるのはいいなと思いました。配布資料はどこを今説明してくださっているのかわからないことがありました。

大事なところをしっかりと教えてくれるため、とても助かります。

資料をもう少し増やしていただけると有難いです。

重要な所を言ってくれたので分かりやすかった

内容がとても難しかったが、国家試験に出るところもたくさんあるのでしっかり勉強していきたいと思った。

人体の構造で難しいところもあったのですが詳しく知ることが出来ました。

ありがとうございました。

レジュメに図を載せてほしかった

1回の講義で内容がぎっしり詰まっているため、覚えることが多くて頭が追いつかなかった。少し難しいと感じてしまった。

レーザーポインターが小さくて見にくい時がありました。

解剖学は難しいので過去問を繰り返しやって覚えたいと思いました。実際に骨や歯の模型を使って触ったりしてみたかったです。

ありがとうございました。

分かりやすかったです。ありがとうございました。

覚える事がたくさんあるので頑張って覚えたいと思います。

とても分かりやすい授業でした。

人体の構造は覚えなければいけないところが多くありますが、語呂合わせを用意してくださっているのでそれを活用しながら勉強したいと思います。

覚える内容が多いので大変でした

沢山の問題を解けたので楽しかったです。

難しい内容が多かったが、国試対策をたくさんできたので良かったです。

人体の構造について知らないことばかりでしたが、この授業を聞いて知識が増え自分の考え方も広がったと思います。国家資格に向けてしっかり強化していきたいです。

教科書に沿ってやっていて分かりやすかったです。大事なところをきちんと伝えてくださるので良かったです。

ありがとうございました

分かりやすい授業でした。

要点をしっかりと話してくださっていたのでわかりやすかったです。

重要なところを明記してくれていたのでとてもわかりやすかったです。

楽しく受講しています！

声が聞き取りやすかったです

お疲れ様でした、ありがとうございました！

大事なところをいつも教えてくださったので線などマークしやすかったです。
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わかりやすかったです

国家試験に出る大切なことを学べたと思う。

用語の語呂合わせを作ってくださったのが、記憶に残りやすくて助かりました。

配布資料に重要なところやまとめを載せてくれているため、とても助かります。

国家試験の過去問をやってみて、まだまだ覚えられていないことが分かったので、復習をもっとやる必要があると気づくことができました。

覚えなくていいところの話をする時間を覚えないといけないところの説明に回してほしいです。

お疲れ様でした！

分かりやすかった。

配布資料をもう少し欲しかったです。

ありがとうございました

配布プリントに書かれていないことも結構あったので、メモするのに時間がかかった。

先生の話がわかりやすかったです。

有難うございました！

大事な部分を示してくださったので教科書に書き込みやすかったです。

ありがとうございました

歯の成分について細かな部分の所まで知ることができたので、自分の知識の幅がとても広がったと実感できました。ました。

ひとつのことから関連付けて勉強していくことが大切だと分かりました。解剖学は地道に頑張っていきたいです。

小テストがある事で毎回の授業の復習ができて、良いと思った。

語呂合わせや国試対策をやってくださったのはうれしかったです。

スライドの資料全て欲しいです

難しい

話が面白いです

雑談や小ネタを挟んでくれる先生は他にいないのでとても授業が受けやすい。ずっとパソコンだと疲れちゃうけれど、片倉先生の授業はちょっとした息抜きがあって、授業を受けようという気になる。

片倉先生の授業はとても分かりやすく、休憩時間を設けてくれたり面白い話をしてくれたりするので有難いです。

覚えることがとても多くて大変です、、。

大事な所を言葉で教えてくれるためどこが大事かわかりやすいです。

図を使って教えてくださりわかりやすかったです

とてもわかりやすくて面白いと思います

ギャグが面白くて毎日授業が楽しみです。

授業が聞きやすい、分かりやすい

話が面白い

配布されているプリントを穴埋め式にするなど参加型にしていただけると嬉しいです。

この授業は飽きずに聞いていられてとても分かりやすいです

資料が配られていたことがとても良かったです。

難しい用語が沢山あって覚えるのが大変だと思いました。先生の鎌倉の話が結構好きです。笑復習を繰り返して記憶していきたいと思いました。

配布資料が丁寧で好きです

毎時間三分間休憩を取ってくれるので、集中力が切れてしまいそうになってもリラックスできる時間があるから持続できる。

私には話すスピードが少し早く感じたので、もう少しゆっくり話していただけると有難いです。

スピードが早いと感じた

ちょっとした豆知識みたいな感覚で楽しんで授業に受けることが出来る

穴埋め形式のプリントだと書いて覚えれるのでいいと思います。
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配布されているプリントがとても見やすく授業もわかりやすいです！

配布資料の図の文字が細かくて見えにくい時があります

授業の途中にある雑談タイムがいい気分転換になっています。

ちょっと話すのが早い時があるのでその時は焦っちゃいます。

予習も頑張りたいです。

毎週楽しく受講できています！

一限でたくさんのことを学ぶので全くついていけてなくて頑張らないとって思います。

予習、復習に使えるプリントがあるのでとても助かります。

いつも楽しくて面白い授業をありがとうございます^_^

説明が丁寧で分かりやすいし、休憩中の雑談が面白いので楽しく授業を受けられます。

途中で面白い話を取り込んでくださり授業が受けやすいです。

高校で生物基礎しか習得していなかったので、知らない単語ばかりで苦労しました。

休憩時間があってありがたいです

どんな勉強法が効率が良いのか分からない。

休憩を挟んだり余談を入れてくれてとてもリラックスして受講することができます

たまにある余談を含めて楽しい授業です。

例え話とかある時が1番理解しやすいです

これから勉強に力を入れていきたいです

毎回途中で短い休憩を撮ってくれるので、そこで少し眠かったりしても切り替えることができて、最後まで集中して授業を受けることができた。

もう少しゆっくり話してほしいです

面白くて聴きやすい授業ありがとうございます。

他の人に比べてもっと難しいと思いますが。がんばります

本当に分かりやすかったです。説明が丁寧でイメージがつきやすかったです。

覚えることが沢山あってとても大変ですが頑張りたいです

休憩の時間があったり面白いことを言ってくれるので授業が楽しいです。しかし、とても授業が難しいです。

授業用のプリントとまとめのプリント、重要項目のプリントがあってとても助かります。

高校生までで学習した知識をより深めることができました。特に、人体の機能と口腔の関係について学ぶことができて良かったです。

図とともに説明して下さるので、分かりやすかったです。

わかりやすいと思います！

毎回聞きやすい話し方で分かりやすい授業をしてくださり、理解を深めることができた。

授業内容がとても難しいです。いつも休憩をとって頂きありがとうございます。

内容は難しいし覚えきれていない単語もあるけれど、先生も面白いし講義自体が楽しいので苦痛だとも思わずに受けれます。^^

雑談が面白かった

声が聞き取りやすく、例えも面白い授業です。スライドでは見えるけれど、配布資料だと字が小さくて見えない時がある。

特にありません！いつも休憩とりながら、明るく丁寧な授業ありがとうございます！！！！

分かりやすかったです。

片倉先生の講義が一番わかりやすいです。

先生の話し方が時々早いときがあるので、もう少しゆっくり話してくださるとありがたいです。

先生の説明の仕方がとても分かりやすいです。

授業スピードが早くついていくのが大変だと感じます。もう少し話すスピードをゆっくりにしていだたけるとありがたいです。

雑談が面白いです！
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自由記述内容

説明で分かりにくい所がたまにあった。

プリントを配布してくださると、助かります。

スライドが見やすかったです。

接続が悪くなることが多いです。

資料をteamsで配布するのではなくて、印刷して配布してほしいと思いました。

話すのが少し早かったです(T . T)

他の先生と同じように紙の資料を配ってくれると助かります。

質問の時間を多く取ってくれたので分からなかったらすぐ聞けてよかったです。

資料と授業としっかり対応していて分かりやすかったです。

話すスピードが早くて聞き取りづらいところが一部あったように思います。

プリントがあったので、とてもやりやすかったです。

スライドが穴埋め形式でとても分かりやすかったです。

すごく楽しい授業でした

さくさく進んで要点はおさえている授業だったので分かりやすかったです。

生理学面白かったです。

分からないところは結構ありますが調べたりして理解してます
講義資料のパスワードを無くすことは出来ませんか？パスワードがついているとコンビニでのPDFコピーが上手くできず、資料1枚1枚スクリーンショットを撮ってコピーせざるを得なくなります。そうするとPDFコピーより枚数が多

くなり、お金が倍かかってしまいます。ご検討をよろしくお願いします。
資料にまとめの部分があるため、授業の整理ができて受けやす いです。

進むのが早くてメモとることに必死で聞き流しがよくある。

高校生物の復習の内容で比較的簡単でした。

分かりやすかったです、ありがとうございました。

休憩の間の先生のお話を聞くのがとても楽しいです。

分かりやすかったです。

ありがとうございました。

楽しく講義をしてくださったので良かったです。ありがとうございました。

雑談も面白かったです

人間の体の構造の奥深さを感じました。

小テストが終わった後にすぐに答えが見れたからすぐに復習がしやすかった。授業の途中の休憩の話が面白くてリラックスできたしそのおかげで90分間集中して授業を聞くことができた。

授業も資料もとてもわかりやすかったです。

難しい内容をかみ砕いて説明してくださったので理解しやすかった。

先生の休憩の雑談が毎回楽しみで、がんばっていました！

良かったです

予習復習をしっかりしたいです。

先生の雑談が面白いです。

途中に3分休憩をとってくださるのが、集中できて良かったです。

雑談が面白かったです。

先生の話が面白かったです。

とても分かりやすくて授業が楽しいです。

とてもわかりやすかったです。

途中に雑談を挟んでくれるのがとても助かります。
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自由記述内容

手元にある資料が充実していたので、理解がしやすかったです。授業の中で大事なポイントがしっかり示されていたので良かったです。

これからも予習復習を頑張っていきたいと思っているので宜しくお願い致します。

全体的にもうつこしゆっくり解説していただけたら嬉しいです。

家にコピー機がないためコンビニにコピーしに行っていたのですが、資料の配布が前日の8時頃にしかでないためコピーできなかった日もありました。できれば学校側からプリントを配布していただきたく思いました。

空欄を埋めながらやっていたので、理解しながら受けることができました。

資料も講義もとても分かりやすいです！

進むスピードが少し早くて書き込みたいことが追いつかないときがありました

言葉だけではなく図を用いて説明してくださるのでわかりやすいです。

映像と音声がずれていた回は少し困りました

配布された資料に国試の問題が載っていて、予習することができたのでよかった。

難しい内容ばかりでしたけど、復習したり授業始まる前には資料を目を通したりして理解できるように工夫しました。

できればプリントをコピーして配布して欲しいです。

プリントが穴埋め式で分かりやすかったです。

高校で学んだ分野もあれば、それ以上に深く掘り下げた分野もあったので面白かったです。ただ、オンライン授業だけで終わってしまったのが少し勿体無いなと思っています。

資料を紙媒体で配布してくださるとありがたかったです。

国試の学問などを解けるのが良かったです。

講義の映像と手元にあるプリントが全く同じものだったので映像に沿ってメモ取る事ができたので、映像と同じプリントであることがとても助かった。また、レコーディングも助かっている。

とても分かりやすい。

とても分かりやすかったです。

家でプリントを印刷できないので毎回店に行かなきゃいけなくて手間がかかるのでプリントを作って欲しい。

苦手な科目なので頑張ります。

スライドが見やすいです。

分かりやすい授業だったと思う。

少し言葉、専門用語を理解していないと難しい。

プリントに記入する時間が足りなくて少し焦りました。国試の過去問の問題を解くことができたのは経験になるので嬉しかったです。

初めて聞く言葉は難しくて理解するのに時間がかかるのでしっかり復習したいと思いました。

専門的なことが知れて興味深かった。

授業の資料がいつもわかりやすくて助かりました。

家でコピーするプリントが多かったのでもう少し減らして欲しいと思った。

プリントに沿っていてわかりやすかった

訂正するところは赤で正しい答えを書いてほしいです。

プリントにそって授業をして下さったので、分かりやすかったです。ありがとうございました。

難しい内容が多かったので自分で復習する必要があると思った。

プリントのコピーの量が多くて印刷するのが少し大変でした。

少し早口で聞き取れない時があった

穴埋め方式なのがやりやすい。

新しいことを沢山習って視野が広がりました

スライドが分かりやすかったです。ありがとうございます。

スピードがはやくてついていくのが必死でした。

少しわかりにくかった部分がありましたが集中して授業を聞けばわかりやすかったです。

資料が見やすくわかりやすかったです。
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自由記述内容

春学期、ありがとうございました。

勉強になりました。

画像を使用していたのでわかりやすかったです

スライドのプリントがほしかった。

重要なところを重要と言ってくれるので良かったです。話を聞いた後にここは覚えなくていいですと言われた時は戸惑います。

覚えることが多いので大変だけど頑張ります。

資料をプリントアウト出来るようにして欲しかった。

どれが特に覚えておいた方が良い内容かを教えて下さったので良かったです。

分かりやすかったです。

講義楽しかったです。ありがとうございました。

春学期有難う御座いました

コンビニなどで資料を印刷するときにパスワードがかかっているので印刷出来なくて大変だった。

資料の配布をもう少し早くして欲しいです。前日の午後だと印刷が間に合わない時もあり、授業の際困ることが多かったです。

説明がとっても分かりやすかったです。しかしたまに機械トラブルがあって聞きにくいところもありました。

授業で国試の過去問をたくさん取り扱ってくれるところがとてもよかった。資料をプリントで配布してもらえると助かります。

とても分かりやすかったです

どこが特に重要なのかを言ってくださるので理解しやすかったです。

先生の話し方が丁寧で聞きやすかったです。

資料をもう少し頂きたかったです。

解剖は覚えることが沢山あるのでもっと頑張ろうと思いました。骨と神経を関連付けて完全に理解できるように頑張りたいです。

枚数が多く印刷する時間がかかるのでプリントの枚数を減らして欲しい

書き込みがあるので他の授業よりちゃんと聞いてられました。

分かりやすい授業をありがとうございます。配布プリントはとても有難く見やすいですが、毎回量が多くてインクが直ぐになくなってしまう為大変です。

配布資料を印刷するのが大変でした。

資料をネット上だけだと自分でプリントすると時間もお金もかかってしまうのでプリントしたものをいただけるとより勉強に取り組みやすいと感じています。

難しい単語や言葉が多かったですが説明やスライドオンライン授業で不安でしたが特に問題もなく授業を受けることができました。が見やすくわかりやすかったです。

授業のまとめとして行う問題練習をもっとしたいです。

将来医療従事者となるにあたって、必要となる知識を蓄えることが出来てよかった

その日に学んだことを授業の最後に国試の問題でアウトプットできたのがよかったです。

他の講義みたいに授業のスライド資料を数枚にまとめて配布して欲しかった。家で印刷すると毎授業20枚前後の紙が必要で保存にも幅をとるのでそこを改善してほしかったです。
プリント毎回20、30枚印刷するのが大変。他の教科はスライドの画面を縮小して数枚でまとめられているから、この講義資料も小さく印刷したい。自分は家でコピー出来るがコンビニでやってる人は数百円が積み重なっ

てきついと思う。改善をお願いしたいです。
丁寧に教えてくれるので分かりやすいです。

資料がわかりやすく、講義を理解するための助けになった。

プリントをほかの先生はコピーしてくれているから出来たらコピーして欲しかった。授業は頑張って理解しようとしたけど、なかなか難しくて分からないとこがあった時に少し聞きずらかった。
人の身体に直接関わる職業をする上で、生体を作る分子から学ぶことができて、より学びや考えが広がって良かったです。また、糖質や脂質など身近なものについて深く知れたので、今回学んだ知識を今後にたくさん生か

していきたいです。
配布してくださる資料が見やすく、書き込みしやすい。自分でコピーするのが少し大変。

国試の問題が毎回あったので、アウトプットもできて覚えやすかった。

授業中に復習で過去問を解くので自分の理解度がわかって復習しやすいです。

国試の過去問を授業の最後に一緒にしてくれるので自分がどれぐらい理解出来ているか分かりやすかったです。
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自由記述内容

国家試験に必要な知識を学ぶことができたと思う。

片倉先生の授業はとてもわかりやすかった。

ちょっと分からないところがあったりしたけどそのおかげで勉強に取り組めたし、説明何回も聞けば理解できる所が多かったです

資料とスライドが見やすくて理解できました。

ありがとうございました

過去問を出してくださっていて理解がしやすかったです｡

約3ヶ月間ありがとうございました！

説明がわかりやすかった。

課題によって毎回の講義の理解を深めることができた。

重要なところは印がつけてあって分かりやすかったです。

歯科衛生士になる身として歯の構造を詳しく学ぶことができて良かったです。

基礎を学べたので良かったです。表示されるスライドの分が全部資料として配られてなかったので資料がもっと欲しいと感じました。

スライドと資料が見やすかったです

体のことの名称がすごく多かったです、。大変でした、。

とても分かりやすかったです

歯について詳しく知ることができました。

骨模型を実際に見ることができれば､より理解しやすかったと思いました。

歯1つ1つに違いがあり、それを見ていくなかで特徴を見つけ出していくのは初めてのことだったのでとても楽しかったです。

今まで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。

実際の図や写真を見ながら授業ができてわかりやすかったです。

スライドは見やすく声も聞き取りやすかったすが、マウスで文字を書いているのが大変そうだったのが気になりました。

少し難しかったけど、為になることばかりでした！

分かりやすかったです。

スライドの資料全部あると嬉しかったです

覚えなくていいところの説明はいらないと思いました。
配布資料に書いていないことも多く、それをメモしようと思ったら、授業の進みが早くて授業内ではメモしきれないことが多かった。授業のレコーディングを見てメモすることが出来たが、対面になったときに授業についていけるか

心配。
歯や口腔の構造についての知識が全くなっかったが、授業を聞いて知識が増えました。国家資格にとても大切な要素であるので知るだけでなく今後も知識をしっかり身につけていきたいと思います。

ありがとうございました。

わかりやすかったです

国家試験のために頑張って勉強しようと思いました。

難しかったけどしっかり復習して国試頑張ろうと思います。

覚える事がたくさんあるし、難しい漢字も多かったので大変でした。

色んな名称がたくさんあって覚えるのがすごく大変だと思いました。

歯のことについてたくさんのことを知れました。

春学期ありがとうございました

進む速度がちょうど良かったです。

お疲れ様でした。なにが重要であるかわかりやすかったです

この講義を通して、歯と口腔の構造の知識が広がったなと思いました。

資料が途切れ途切れなので、パワーポイントのもの全て印刷してもらえると有難いです。

良かったです！
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山下先生の授業は分かりやすかったです。筆箱が可愛くてそんな一面もあるのだなと思い面白かったです。定期試験頑張ります！

お疲れ様でした、チャットでいつも質問に答えてくださりありがとうございました！

小テストの答えなどが合っているか不安だったため、毎回の講義の最初に前回の小テストの正答率やその問題の解説があって凄くわかりやすかった。

たまにスライドが早く変わってしまう時がありました。

質問や問題の解説など丁寧に説明してくれたのでとても分かりやすかったです。

毎回前回のテストの復讐をして下さったので、理解が深まりました。

分かりやすかった。

講義ありがとうございました。

配布資料が裏表で上下が違っていて使いづらかった

プリントがあったので分かりやすかった。

内容がとても難しくて理解するのが大変だったけれど難しいところをゆっくり話してもらえたからよかったです。

わかりやすかったです

たくさんのことを知れました。

分かりやすいプリントで、復習がとてもしやすいです。ありがとうございました。

プリントの字が小さくて見づらいことがあった。

毎回課題の解説をしてくださって分かりやすかったです。

歯と口腔の仕組みで詳しく学ぶことが出来ました。

分かりやすかったです。

授業だけでは理解できませんでした。

先生の授業分かりやすいし優しくて好きでした

資料が見やすくて良かったです。また、前回の小テストの復習を丁寧にしてくださったので分かりやすかったです。

プリントが色分けされていてわかりやすかったです。

難しいけれど､テスト頑張ります。

分かりやすく聞きやすかったです。

教え方も丁寧で優しい山下先生のおかげで苦手科目だけれども楽しかったです！

毎回の講義終了後の課題によってさらに内容の理解を深めることができた。

授業だけでなく歯に関する話題もたくさん取り入れて話してくださったので、最後まで集中力を保ちながら授業に取り組むことが出来ました。

大事なところを赤字にしてくれていたり、抜き出して書き込むというかたちにしてくれていたため、復習の際に一目で大事なところが分かり助かりました。

理解できないところは何度も説明してくださるので不安要素はすごく少なかったです。助かりました、ありがとうございます。

分かりやすく説明も丁寧で聞きやすかったです！ありがとうございました！！

楽しく受講しています！

プリントがまとめてあって理解しやすかったです。

ゆっくり進むので理解しやすかったです。

前回の授業の振り返りからやってくれたのでわかりやすかったです。

困った時先生が優しく対応してくれるのでとても嬉しいです

脱灰と再石灰化の仕組みがわかりました。ありがとうございました。

難しいです。

とても分かりやすくて、先生も可愛くて授業楽しかったです！！また今後もよろしくお願いします！

わかりやすかったです

先生が可愛いかったです^^

とてもわかりやすかったです！
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自由記述内容

衛生士に関わることだけでなく、将来大人になった時に必要になってくることも学べたので良かったです。

春学期講義ありがとうございました。

分かりますい授業でした。ありがとうございました。

わかりやすかったです

今まで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

いつも質問に答えてくださりありがとうございました！お疲れ様でした、来年以降もよろしくお願いします

穴埋め形式でとても勉強しやすかった。

スライドに補足で書き込みして頂けるのは嬉しかったのですが、字が少し見えにくい時がありました。その他は特に問題はなく、話し方も丁寧でとても聞き取りやすかったです。

良かったです！

資料にイラストや表があり、見やすくてより理解が深まりました。

配布されるプリントが非常に見やすかったです。

プリントがとても見やすくてよかったです。

話し方が凄く聞きやすかったです。 国試の過去問題をもっと紹介していただけるとより勉強しやすいなと感じました。 授業内容は興味深くより歯について詳しく知ることができ面白かったです。

難しい内容でしたが、楽しく授業を受けることができました。ありがとうございました。

ありがとうございました。

穴埋め形式でとても分かりやすかった

ありがとうございました。

わかりやすくて、資料が見やすかったです

分かりやすかったです。

難しい内容だったけれど毎週のテストの振り返りを次の週にしてくださったので身に付きました。

ありがとうございました

この授業では、口腔の疾病の要因や、口腔の機能の役割を多く学ぶことが出来て良かったです。

課題の答えの解説も毎回していただいて復習にもなってよかったです。

先生の話し方がとても聞きやすいです

プラークやう蝕のでき方が面白かったです。

授業が分かりやすかったです。

オンライン授業ありがとうございました

宿題の解説が少し長く感じました。

小テストの解説もしてもらい、分かりやすかったです。

楽しく授業を受けることができました！特に身近に感じられる授業はとても興味深かったです！

ありがとうございました。

内容はとても難しかったけど、国家試験にも出るのでしっかり勉強しておきたいと思った。

プリントを配布してくださったので、授業を受けやすかったです。

先生の授業すごく分かりやすくて、授業の最初に課題の解説をしてくれるのがとても良かったです

ありがとうございました

資料が見やすかったです。

いつも楽しい授業をありがとうございます

わかりやすいです

分かりやすかったです。

とてもわかりやすかったです。

書き込みとかある方がやりやすかったです！
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自由記述内容

面白い講義でした。

楽しく受講できています！

おつかれさまでした！

授業の時に音声と画面がずれてしまっていることが多々ありました。

大切なところは図などで確認したため、分かりやすかったです。

資料とスライドが見やすくて先生の話がわかりやすかったです。

春学期ありがとうございました。

ありがとうございました

衛生士になってから役に立つことを沢山学べたので良かったなと感じました。

よかった

面白かったです。

普通の講義だけでなく、実際に病院ではたらく歯科衛生士さんの話や先生の話を聞くことができていい機会になりました。

ありがとうございました。

わかりやすい講義でした。

丁寧に進めてくださって受講しやすいです。

先生の説明で分かりやすく理解できる所が何回もあって助かりました！

毎回授業前にテストがあるので、緊張感を持って取り組めた。

授業の初めに小テストをしてくれるのが、先週の振り返りにもなってよかった

音声が全く聞こえなくなったり、画面の不具合が多かったので、そこを改善して欲しいです。

スライドも資料も見やすくとても受けやすい授業でした。

大事なところを線を引くように教えて下さったことが良かったです。

感染症、食中毒、疫学が面白かったです。

似てる単語が多くて、混乱しやすい内容でしたが図やグラフなどでわかりやすかったです。先生の書き込みもあったので、わかりやすかったです。

とても分かりやすい授業でした。

とても分かりやすい授業だった。

聞きやすい話し方で、かつ授業内容に沿ったプリントの穴埋め作業を行うことで内容が頭に入りやすかった。

私たちの身の回りでは健康を維持するために様々な活動が行われている事がわかった。

身近なことを詳しく学べてよかったです

この授業を通して、いろいろな法律があって、日本人の健康は守られているのだと感じました。授業を受けるまで知らなかったことが多いので国試に出る内容も多いと思うのでしっかり復習したいです。

環境問題や保険・社会福祉など歯に関係無さそうな話だと思っていましたが、広い視点から見るとどれもつながりあるものであるということを学びました。

テストに向けて勉強頑張りたいと思います。

たまにどの単語が穴埋めの単語かが分からなかったです。

国家試験には歯に関係ない問題も出るんだなと思いました。

わかりやすかったです

プリントが穴埋めになっているので特にどこが重要なのか理解することが出来て良かったです！

幅広い内容だったので教科書をしっかり読んで理解したいです。

テスト頑張ります

授業で出てきた国家試験問題もプリントしていただけたらうれしいです。

授業開始の際に前回の授業のまとめ問題を出してくれていたので、復習にもなってとてもよかったです。

国試問題も加えていて分かりやすかったです。

説明が丁寧で声も聞き取りやすかったです。
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自由記述内容

配布資料が見やすくてよかったです。

わかりやすかったです

広い分野で歯科について学ぶことができて良かったです。多方面に視野を広げることができました。

難しかったです。

社会活動における歯科衛生士の役割などを深く知ることができて良かったです。

歯科衛生士の業務以外に、歯科保健のことについて、よく知ることができました。

新しい知識が増えました。対面のテストに向けてもしっかり復習しておきます。

深いことを知れて良かったです

とても聞きやすい授業です

資料にわかりやすい図を載せて頂けたので分かりやすかったです

丁寧に教えてくださってありがとうございます！

ペースが少し早く分かりづらい部分があった

オンラインだったけど、理解しやすい授業でした。

わかりやすかったです。

プリントに書き込みながら授業ができたのでわかりやすかったです。

ネット環境のトラブルなく受けることが出来ました。

資料などが見やすくてとても分かりやすかったです。

講義の中で様々な方からお話を聞けてとても貴重な機会だった。

レコーディングが見れない時だけでなく毎回紙の資料を配布して欲しいです。

ありがとうございました

プリントが配布される時とされない時の差がよくわからなかったです。

ありがとうございました

スライドがわかりやすかったです。

難しかったです。

穴埋めの資料を毎回配布していただけていたのでとても良かったです。

教科書のことを詳しく話してくださったので理解しやすかった。

色々な新しいことが知れてとても楽しかったです。

歯科衛生士の歴史を知って、とても楽しかったです！

グレーがベースのスライドに、ピンク色の文字で書かれるととても見にくいのでそこを改善して欲しいです。

多くの先生が分担されて授業をされていて、先生ごとにそれぞれ授業のスタイルが違う部分があったので、毎回の授業が新しい気持ちで受けられました。歯科衛生士のことを深く学ぶことが出来たので良かったです。

日本だけでなく海外の歯科衛生士さんのことや病院で働く歯科衛生士さんの業務、チーム医療や他にも喫煙のことなど様々なことについて学べてよかったです。

ありがとうございました。

歯科衛生士の実態を知ったのでこれからに活かしていきたいと思います。先生方の実体験も聞けてとても充実した授業でした。ありがとうございました。

資料がもう少し欲しかったです

プリントのまとめがほしかった

春学期有難うございました。

歯科衛生士になってからも選択肢がたくさんあることがわかりました。とても勉強になりました、ありがとうございました。

画面の資料が見やすくて先生の話も理解することができました。難しい話の時も集中できました。

歯科衛生士について詳しく学べてよかったです。

衛生士の歴史や働き方について知識が増えて良かったです

歯科衛生士の業務やチーム医療など知らないことが多くありました。これから、歯科衛生士のニーズが高まる中で、スキルを磨き選ばれる歯科衛生士になりたいと思います。
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自由記述内容

授業はとてもわかりやすかったです。試験問題になると難しいなあと思いました。

去年学習した内容をさらに詳しく理解することが出来ました。

口腔の健康は全身の健康のために重要だと改めて思った。

講義中のスライドが遅れて出てくる時が何度かあった。そのため、スライドが見れない時があった。

たまにラグがあって話とスライドがあっていない時があった

小テストで正答率の悪い問題は解説をしてほしいなと思いました。
いつも通り授業が聞きやすかったです。スライドも見やすいです。配布資料で順番が違うとわからなくなることがあるのでスライド順に並んでいると嬉しいです。歯科のことだけれど、それ以外のことも学べるので知識が広がって

楽しいです。
授業のスライドの図や表などの資料が多く、非常に内容が理解しやすかったです。ありがとうございました。

配布された資料の図が見にくいものがあった

プリントが配られるので重要な部分などが分かりやすくていいなと思いました。

今までの小テストはテストに出ますか？

小テストがあることによって、大事なポイントが分かりやすくなって良かったです。

テストも頑張りたいです。

保健活動にも色々な関わり方があることを学び考えが広がりました。どの分野でも歯科の大切さが認められていることを知り私も頑張ろうと思えた。

スライドが早くて書き取れなかったことがたまにあった。

ありがとうございました。

穴埋めの講義資料があるのが有難かったです。

配布資料がとても見やすく参考になりました。

とても聴きやすくてわかりやすかったです。

プリントがあるので授業の内容が理解しやすかったです。

対面でのテストを行う日程の発表が、もう少し早いと助かります。勉強するための期間は十分に設けていただいたのですが、既存の予定を変更しなければいけなかったためです。授業は大変わかりやすく、歯科に関する制

度についての理解を深めることができました。
1年時より深い内容を学べて良かったです。

配布プリントに要点がまとめてあったり、該当ページが書いてあったり、穴埋め式になっていて復習に活用しやすくて良かったです。

プリントもありわかりやすい授業でした。ありがとうございました。

一般常識としても覚えておいた方がいい事柄が多かったので、覚えられるように復習をしっかりしようと思いました。

印刷物は一部見にくい所がありました。また印刷がしきれてない所もありました。

プリントに資料を載せてありとても分かりやすかったが、印刷の解像度が悪く資料の文字が少し読みづらい時がありました。

穴埋めのプリントがあるともっと重要なところがわかりやすいと思った。

配布資料を事前に配ってくださっていて、大事なところは空欄になっていて授業が聞きやすかったです。

プリントに書き込むため分かりやすかったし、後で見返せるので勉強しやすかったです。ありがとうございました。

穴埋めプリントがとても分かりやすかったです。

スライドが次のスライドへ変わるのが遅くて、先生の話がはやく感じる時がありました。

プリントがわかりやすかったです

プリントに表や教科書のページ数が書いてあったため、勉強しやすかったです。

丁寧にわかりやすく、大切なところはマークをつけるなど勉強しやすく学びやすかったです。

配布プリントがカラーで図も多かったので、理解がしやすかったです。

プリントに穴埋めしていくと記憶に残りやすくて良かった。

欠席してしまったので、以後気をつけたいと思いました。

これからテストに備えてしっかり勉強していこうと思う。
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自由記述内容

いつも先生の話し方が聞きやすく、スライドも見やすいので学習がしやすいです。統計の計算は難しく感じましたが、教科書だけでは理解できなくても資料や説明のお陰で理解することができました。また、アンケートの作り

方についても理解することが出来、今後の卒論などにも生かせると感じました。
計算をする時間が短くて追いつくのが大変でした。また、私は計算が苦手なので、初めの計算式だけではなく、途中の式も1つか2つぐらい書いてもらえると、より理解がしやすかったと思います。

内容は難しかったけど、問題が解けた時は楽しかったです。

計算が難しかったけれど、歯科に関する統計を知ることができて良かったです。

プリントがあって助かりました。

わかりやすかったです。

法律などの今後助けになりそうなことが知れよかった。

法律が沢山あって覚えるのが大変だけど頑張りたいです。

半年間ありがとうございました。

国試関係なく社会制度についてはある程度覚えておく必要があると思うので忘れないようにしたいです。

色々な医療に関する法律を学んで、難しいなと思った。自分で歴史を調べてみることで歯科の歴史に興味を持ちました。

毎回の小テストで、内容をより理解することができておりました。また歴史の授業なども途中で挟んでくださり、レポートも通して歯科についてより興味を持ちました。ありがとうございました。

小テストを返されるのが少し遅くてもう少し早くしてもらえるとありがたいです

理解できました。

資料がとても分かりやすくまとめられているものだったので、分かりやすくて大変助かりました。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

歯科の歴史について学べたのが特に面白かった。

プリントが見やすくて、とてもありがたいです。

授業プリントが勉強に役立ちました。

プリントがあったので良かったです。

歯科衛生士のあり方についてたくさん考える授業でした。

教科書に沿っていて勉強しやすかったです。

国試の過去問などの問題がちょくちょく出るので復習できるのがよかったです。

毎回課題の時間が短くて大変でした。

国家試験の過去問もやってくれたので実際どんな感じで何が出るのかとかが分かってとてもよかったです。

内容が難しいところが多く、理解が追いつくのが遅かったですが、見やすく、わかりやすいプリントだと感じた

プリントが復習にとても助かりました、ありがとうございました。

プラントがあり、勉強し直す際に見直す大事なポイントがわかるなどとても授業内容やポイントごとの強調がとてもわかりやすかったです。

スライドも資料もわかりやすく、授業中にページ数を毎回言っていただけるので勉強しやすいです。穴埋め式なのも授業に参加しやすいし、ミニテストがあるのでどんな問題がでるのかがわかるのも勉強しやすくて助かります。

資料もわかりやすくて穴埋めのやり方はとても良かったと思いました。

歴史について調べられたのは楽しかったです。

分かりやすかったです。

わかりやすく説明してくれたので理解し易かったと思います。

プリントを配布してくださっていたのでありがたかったです。ありがとうございました。

問題文を勘違いして間違ってしまうことがあるので、落ち着いて問題を解けるようにします。

要点がまとまっててわかりやすかった。

大事なところにマークするときに言ってくれるのがありがたかったです。

講義を受け自分の視野が広がり、様々なことに興味が持てて良かったです。
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自由記述内容

内容自体は難しかったですが重要なところは繰り返しプリントに記載されていたり例題や練習問題を作ってくださったのがありがたかったです。

授業の速さが少し早いように感じました。

内容が難しかった。 よく理解が出来なかった。

難しかったけど、プリントがあったので復習のとき理解しやすくてとても助かりました。

計算問題のところが例題があったので見直したときに分かりやすかったです。

理解することが難しかった。

計算問題がとても難しかったと思いました。teamsの小テストの問題で答えだけでなく、式も記入していただくとより内容を理解できるとともに、計算が苦手な子達はとても助かると感じました。

なかなか難しかったけど最後には理解できるようになってよかったです。

内容が毎回毎回結構難しかったです。

わかりやすかったです。

検定の時のスライドが文字が小さくてよく見えなかった。検定の時に講義内で理解出来てないまま小テストがあったので大変だった。

計算が多くてとても難しかったです。資料は分かりやすくてとても助かりました。

難しい計算ばかりでとても難しかったです。

今までの教科で1番理解して応用できるなと思うことが、難しい教科でした。

正直後半の授業の内容が全く理解できず、試験が心配。

小テストの問題が時間が少なくて難しかったです。

スライドで、字が小さかったり、グラフの配色によっては見にくかったです。授業の内容が難しくて、全然ついて行けませんでした。最後の授業でやった練習問題のように、沢山解ける機会があったのは良かったです。

計算が苦手だったので後半の授業が難しく感じました。しっかり内容を理解して取り組めるようにしたいです。

プリントが教科書に沿っていて分かりやすかったです。

対面授業のときにスライドが見にくかったので前の電気だけ切って頂けると良かったと思います。

数学苦手なので難しかったです

難しい内容でしたが、テストを頑張りたいです。

計算問題が難しかったので、例題のプリント集が欲しいです。

課題の解説を次の授業の時にしてくださると助かります。
特に検定の内容が難しく、手こずりました。しかし、先生が丁寧に教えてくださるので段々理解できるようになっていきました。統計学で学んだことは、目で見たデータが本当に信頼できるかどうかは分からないということです。

深いところまで調べていって、初めて正しい結果を見ることが出来るのだと思いました。試験が少し不安ですが、努力したいと思います。
難しい言葉や計算式がたくさん出てきて難しかったです。

統計学を学ぶのはとても面白く、特に検定のあたりを学べてよかったです。

難しかったです。

ありがとうございました。難しかったのでさらに学習して理解を深めたいと思います。

計算が難しかったです。

難しかったです。

コロナということもあり、友達同士で相談できず、全てひとりで作業することが少しきつい感じがしましたが、資料やスライドを見てなんとか追いつこうと頑張ることができたと思います。

わかりやすく様々な例を出してくださり、学びやすかったです。

計算問題で答えだけでなく計算過程もしっかりやって欲しかったなと思いました。また時間が無くなってくると凄くはやくなって穴あきのところを書けないことがあったのでもう少しゆっくりして欲しかったなと思いました。

特にありません。授業もわかりやすく、歯科に関わる色々な資料を見たりできて楽しかったです。

難しかったですが、がんばりました！！！！

計算自体は難しくなかったけど有意水準や自由度などのワードは初めて聞いたのでそれらの言葉を理解して計算するのが難しかったです。ありがとうございました。

テスト頑張っていきたい

授業のプリントに書き込みながら授業を受けることができたし、例題なども授業内で一緒にやれたのでより理解が深まりました。でも、計算する問題が多くてとても難しがったです。
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自由記述内容

パワーポイントやポイントをまとめたものが配布資料として配布して頂けたらより授業を理解することができたと思いました。半年間ありがとうございました。

スライドの内容と同じプリントがあると勉強の助けになったのかなと思いました。教科書のみでの理解は少し難しかったです。

覚える内容が多く難しかったけど、補綴学に興味を持ちました。

まとめの授業以外にも、毎回大事な部分を記入できるプリントが欲しかったです。授業中も、教科書何ページを開けばいいのか分からない時が結構ありました。

授業プリントが欲しかったです。

スライドがとても分かりやすかったです。

教科書にそって授業をやるのであれば大事なとこをもう少しだけ強調していただけると勉強しやすいです。写真を多くスライドに入れてくださるので理解がしやすかったです。

補綴物や義歯についてたくさんの知識がもてて良かったです！

次の授業の前に復習をしていただけたので理解しやすかったです。

難しいところは何回も講義で説明してくださったので、理解が深まりました。

スライドをファイルでアップしてほしいなと思った。

難しかったです。

スライドのまとめか、プリントがあるともっとよかったです。

テストも教科書に沿った問題にしてほしかったです。

資料見やすかったです。

国試問題などを講義内であるとより理解ができるかなと思った。

補綴について沢山知ることができて良かったです。

スライドが配布されていたり、穴埋め式だともっと勉強しやすかったかなと思います。説明は教科書に書いてないことも多く、知識が深まって良かったです。

教科書に載っていない内容が多かったので、載っていないものはファイルにあげていただくか、配布して欲しかったです。

ありがとうございました。

毎回前回の復習があったから良かった。

説明もわかりやすくて良かったです。

プリントがあったので良かったです。

テストの問題数と時間が合っていなかったと感じた。あと15分くらいほしかったです...。

スライドが見やすかったです。

プリントもあって、教科書を合わせてみると分かりやすかったです。

資料があって嬉しかった。

テストの復習をしっかりやろうと思いました。

雑談がとても興味深い話が多く楽しく聞くことが出来ました。ありがとうございました。

教科書にそって授業だとまとまりがあってもう少しわかりやすいのかなと思いました。症例の写真が多く点は知識が広がりよかったです。

配ってくださる資料が見やすく、また授業前にしてくださるお話も面白かったです。ありがとうございました。

資料が見やすかったです。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

もう少し教科書を中心にやっていただきたかったです。

教科書には載っていないような面白い話が聞けてとても興味深かったです。

配布プリントが分かりやすかった。まとめやすかった。

わかりやすかったです

教科書に書いてないこともお話ししてくださったので知識が増えてありがたかったです。

楽しく勉強ができました。

講義内容は、難しいことばかりだったが理解できたときは嬉しかったです。身につけた知識を臨床の実習で生かしたいです。
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自由記述内容

先生の話が分かりやすくてとても聞きやすかったです。

教科書に沿っていて、どこが重要か、臨床で気をつけることや大事なことが分かりやすかったです。

レコーディングが長期間残っていたので講義を見直す時にすごく有難かったです。

口腔外科は衝撃的な写真が多かったですが、先生が端的にまとめて下さったり課題を出してくださったので自分の力で理解する能力を身につけることができました。

スライドがとてもわかりやすかったです。

スライドがとても見やすく講義も分かりやすかったです。大切なところをすぐ理解することができました。

わかりやすい言葉で説明をしてくださったり、実際に行っている事を話してくださって理解しやすかったです。ありがとうございました。
覚えることもたくさんで課題で大事なところを自分でまとめるということは今後の勉強にも繋がって行くからよかったなと思いました。よく行われる手術だとかこれはほんとに稀であるなど強調して下さったので分かりやすかったで

す。

スライドがとても見やすかったです。

教科書に沿った授業でとてもわかりやすかったです！

先生の実体験などが聞けて面白かったです。ありがとうございました。

分かりやすい授業でした。ありがとうございました。

説明わかりやすかったです。

色んな症例がみれて面白かったです。

なかなか復習に時間を費やすことができなっかたので、毎回の課題がとても自分のためになり、役に立ったなと思いました。

授業がわかりやすく、勉強しやすかったです。スライドも見やすかったです。

覚えることがたくさんあって難しかったです。

難しかったです。

最後にポイントをまとめてくださったのがよかったです。

教科書を抜粋して授業を進めるのではなく、配布資料が欲しかったです。

あまり知らない内容が多く不安でしたが、多くの写真をスライドに使用してくださり、説明も分かりやすかったため一つずつ理解しながら受講できました。ありがとうございました。

聞き取りやすかったです

面白かったです。

おもしろかったです

面白かったです

臨床での事をたくさん話してくださったのでわかりやすかったです。

補綴学の内容が難しかった。理解できた部分は分かった。講義の途中、スライドが何度か遅れて見れない時があった。

たくさん写真を見せてくださり、わかりやすかったです。

補綴内容は難しく、プリントなど配布物があれば、勉強する際に役立つと感じました。

過去問とかもみることができてよかったです。

毎回の復習が分かりやすかった。

覚えることもたくさんあって大変でしたが、説明も丁寧でありがたかったです。

難しいところを何度も説明してくださるので理解しやすかったです。

わかりやすかったです。

毎時間、復習してくれるのでよかった。

教科書のどこをやっているのかが分からない時が  あり、困ることがありました。もう少し大事なところはより強調してもらえるといいなと思いました。

聞き取りやすかったです

内容が難しかったです。

教科書で大事なところなどマーカーを引いた方がいい所を教えて欲しい

ありがとうございました。
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自由記述内容

現在矯正をやっているので授業を通して矯正についてすこし理解が深まりました。

あまり聞いたことのない言葉が多く出てきましたが、説明が丁寧でひとつずつ理解しながら受講することができました。ありがとうございました。

症例写真など見せていただき理解しやすかったです。また時々問題など出題していただけて自分のわからないところを見つけやすかったです。

ありがとうございました。

口腔に関わる様々な疾患が学べました。

毎回の課題で復習することが出来て良かった。

症例の写真が沢山あり、分かりやすかったです。

授業がわかりやすくて、先生の言葉も聞き取りやすくてよかったです。

スライドが少しグロかったので、グロいのを流すときは、次グロいの流れますとひと言言って欲しいです。

先生が分かりやすく説明してくれたので興味がもてました！！

教科書に沿って授業が進んでいたので理解しやすかったです。

スライドも見やすくて、先生が生徒のことをよく気遣ってくださりました。わかりやすく説明してくださりました。ありがとうございました。

話すスピードが丁度良かった。

分かりやすかったです。

半年間ありがとうございました。

課題を行うことで記憶に残りやすかったので、たいへんでしたがやってよかったと思いました。ありがとうございました。

他の授業では寝てしまうこともあるのですが先生の授業は全部おきれました！！

音声が悪くて音が聞こえないことが何度がありました。

難しかったですが、先生の講義はとても興味深かったです。

スライドがとてもわかりやすかったです。

沢山の画像もあってわかりやすかったです！

授業がとても分かりやすかったです。

春学期ありがとうございました。毎回のレポート作成は大変だったのですがすごく達成感がありました。最後のレポートも頑張ります。

先生の話し方がわかりやすくてよかったです。授業後の課題も、少し大変だったけどまとめることで理解も深まったのでよかったと思います。

症例写真なども見れて勉強になりました。

外科は少し苦手分野で臨床でも不安があるけど、多くの知識が必要だと講義を通して感じた。

難しかったですが、毎回レポートでまとめがあるのが良かったです。話もよく聞こえ分かりやすかったです。

自分で習った内容をまとめられてよかった。
とても楽しく講義を受講することができました。講義の説明もとても分かりやすく、自分の考えや知識が大いに広がったと実感しています。観血処置が多い科目であったため、少し不安でしたが楽しく理解して受けることがで

きて本当に良かったな、と思っています。前期間ありがとうございました。
本当にわかりやすかったです！話し方や、実際にどのような割合でこーゆー患者がくるなど、具体的に知ることができて良かったです。症例の写真を見て、グロいな…と思った時は沢山ありますが、そーゆー事を実際に治療

している阿知波先生は本当に凄いなと思ってました。とってもわかりやすかったです。これからもお仕事頑張ってほしいです。
教科書に沿った授業で、説明が分かりやすく毎回のレポートでも授業の要点を再確認することができ、ひとつずつ理解しながら受講することができました。ありがとうございました。

症例たくさん見れたのでよかったです。

ありがとうございました。

とてもわかりやすく一つ一つ教えてくださり、授業も時々休憩を入れてくれたりなどとても気楽に受けることができたりなど楽しい授業でした。ありがとうございました。課題レポートをやる際に、その時学んだことを振り返ったりで

きるのでとても良いなと思いました。振り返ることもできるのでこれからの臨床実習にとても役立つなというふうに感じました。半年間、短かったですが、先生の授業とても楽しく受講できました！本当にありがとうございました。

大事なところを中心に教えてくださり、学びやすかったです。

教科書を中心に進めてくださったので、分かりやすかったです。毎回のレポートは大変でしたが、理解が深まるので良かったです。

教科書に沿った講義で、分かりやすい症例写真とともに学ぶことができて良かったです。
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自由記述内容

どこが重要な個所なのかを提示してくださり、非常に要点が分かりやすく、受講しやすかったです。ありがとうございました。

とても聞き取りやすかったです

スライドを送るのが少し早かったかなと思いました。

配布プリントが分かりやすくとても良かったです。

最後の2回ほどの授業ではプリントが配られなかったのが辛かったです

プリントがあって書いて覚えました

自分もX線撮影について不安を抱いていたけど、とても分かりやすい説明で安心しました。ありがとうございます。

先生の説明がとてもわかりやすく、スライドも見やすかったので理解が深まりました。ありがとうございます。

放射線についてほとんど知らなかったので知識が広がりました。患者さんの質問にもしっかり答えられるように勉強しようと思います。授業とても分かりやすく、資料も見やすかったです。

放射について詳しく学んだことがなかったので、とても興味深かったです。歯科でとり扱う放射は、比較的安全ということを学べました。

プリントがあって分かりやすかったですし、今日はどのことを目標にしてやるのか明確で理解しやすかったです

授業が聞きやすく、スライド・資料どちらもとても見やすく分かりやすかったので理解しやすかったです。

スライドを送るスピードが少し早いところがあって、線を引いたりメモすることが大変な時がありましたが、聞き取りやすかったです。

ありがとうございました。

実際の患者の写真なども見せてくれて分かりやすかったです

もう少し要点を絞って授業をして欲しかったです。ありがとうございました。

毎回の小テストが難しかったです。

特に大切なところがどこなのかが分かりやすかった。症例写真で理解が深まった。

説明がわかりやすく、小テストできちんと理解できているか確認もできて良かったです。

プリントがあったので良かったです。

小児の治療の仕方や大切なことを知れて楽しかったです。

症例があって分かりやすかったです。

講義後すぐに小テストだったのが難しかったです。

穴埋めのプリントだと復習しやすいなと思った。

大事なところをはっきり言ってくださって分かりやすかったです。

半年間ありがとうございました。

授業後テストのためにその日の内容を短時間で覚えることが難しかったです。

覚える内容が多くて難しかったけど、講義を通して小児歯科に興味を持てました。

説明がわかりやすくてとてもありがたかったです。

授業のプリントが欲しかったです。

教科書に沿って授業していただけるともっとわかりやすい、ラインが引きやすかったり、補足でメモを残しやすいと思います。

教科書にないところもあったのでプリントで補足して貰えると嬉しいです。

たまに雑音がはいって聞き取りにくいところがありました。

実際の臨床の映像や写真がもっとあると嬉しいなと思った。

難しかったです。

スライドのまとめかプリントがあるともっとよかったです。

配布資料があるともう少し分かりやすかったかなと思いました。半年間ありがとうございました。

教科書にそった内容でまとまっていてわかりやすかったです。

矯正学は興味を持っていたけど、こんなに多くの知識が必要なことに驚いた。内容を理解できた時は楽しかった。

毎回ノイズがすごく気になりました。プリントを配って欲しかったなと思います。

矯正って奥が深いんだなあと感じました。
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自由記述内容

ありがとうございました。

書く時間やスライドの変わるスピードが早くて授業に追いつかない部分がありました。

プリントが配られた記憶もないし、自分の手元にもなかったので、DM送ったけれど全くいつになっても返事が無くて困りました。

思っていたよりも内容は難しくて、レポートが難しいと思いました。

プリントも配られて穴埋めでやりやすかったです。

スピードが早かったですが、習うまでなにも知識がなかった放射線のことについて学べてよかったです。ありがとうございました。

とてもわかりやすかったです。

事前にプリントを配ってくださっていたので授業を聞く時にどこが大事なのかとかが分かりやすかったです。

少し、スライドを進めるペースが早いと感じました。プリントやスライドはとても見やすく勉強しやすかったのでとてもよかったです。

プリントを使った授業は勉強しやすかったです。写真などもたくさんあり、分かりやすかったです。

配布されたプリントやスライドがわかりやすくて復習しやすかったです。

授業の後に小テストがあったら理解が深まるかなと思いました。プリントに穴埋めあったのは勉強するのにとてもよかったです。

毎授業の資料が見やすかったためより理解がしやすかったと思いました。

プリントがとても勉強しやすかったです。教科書に沿っていたのでとても分かりやすかったです。

先生の説明もわかりやすく、プリントも復習がとてもしやすくて嬉しかったです。
放射線学の内容は難しいものでしたが先生のスライドや説明、資料(穴埋めなど)により理解することが出来ました。また重要なところを教えてくださったり問題を出題してくださることで今後どのような問題が出題傾向として

あるのか、どのように対策していけば良いかが分かりやすかったです。ありがとうございました。
大切なところを中心に教えてくださり、まとまっていて学びやすかったです。また、理解しやすかったです。

わかりやすかったです。

しっかり復習したいです！！

分かりやすかったです

これから放射線撮影の際、患者さんへ的確に説明できるようしっかり勉強していく。

資料も穴埋めがあったりして勉強しやすかったです。画像も多くあったので目でみて知る事ができました。

授業のスライドも見やすく、説明もわかりやすく、授業が受けやすかったです。ありがとうございました。

声が少し聞き取りづらかった

穴埋めの講義資料があるのが有難かったです。

分かりやすかったです。

配布資料が見やすかったです。

ありがとうございました。

プリントを配布していただいたので講義に取り組みやすかったです。

説明の仕方がとてもわかりやすかったです。

配布プリントが自分で書き込むところがあって、理解しやすかった。復習する時にプリントを見ながら教科書でも復習すると分かりやすくて良かった。

毎回の授業がほんとにわかりやすく眠くなることなくしっかり授業を受けることができました。またプリントも大きく見やすくわかりやすかったのでとても良かったです。

プリントがとても見やすくて程よく書き込みがあって興味が湧きやすい内容であったと感じました。

どこが大事な部分なのかや確認テストなどがあってとても分かりやすかった

プリントわかりやすかったです

とてもわかりやすく、楽しい講義でした。

スライドが動きなどがあってとても分かりやすかったです。。

分かりやすかったです。

最後のレポートがあったので、復習する時間を取ることができてよかったです。

ありがとうございました。
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自由記述内容

歯科と放射線の講義を受けるまは、被曝に対して怖いイメージを抱いていましたが、正しい知識を得てイメージが変わり良かったです。不安な気持ちを抱いている患者さんが安心して治療を行ってもらえるように、歯科衛

生士として分かりやすい説明と共に不安を取り除けるよう努めていきたいです。
BGMのオルゴールが良かったです。授業の説明や資料、要点なども分かりやすくまとめてくださいました。ありがとうございました。

認知症の講義で、改めて認知症の予防をしっかりした方が良いなと考えさせられました。

内容が分厚かったため難しかったです。講義ありがとうございました。

授業中にオルゴール(？)が聞こえていたのですが、眠くなってしまったりするので控えた方がいいと思います。

今までよく分からずに歯科治療の際にエックス線撮影を行っていたので自分の考えが広がったと思う。

放射線は単位などもあり、被曝といってもいろいろな種類や影響があるので学びがいがあったが、知らないことだらけなので難しくもあった。

配布されたプリントが穴埋め式だったのでとても良かったです。

教科書だと難しく書いてあって、理解しにくいところがありましたが、先生のスライドと説明が見やすく分かりやすくて、とても理解しやすかったです。

放射線について今まで知らなかったことが学べて面白かったです。

最後のレポート試験について、当日ではなくあらかじめざっくりとどのようなものか知りたかったです。レポートで、会話のように書くと思っておらず、淡々と箇条書きのように書いてしまいました。。。

とても分かりやすく、そして受けやすい講義でした。覚えるべきポイントや要点が明確で、配布プリントも非常にわかりやすかったです。
患者さんの中で被曝について心配される方も多いと思います。その中で不安を最小限にして安心して撮影してもらうためには根拠のある説明が必要とされると思うのでまず知識がないと説明ができません。なのでしっかりと

患者さんに納得してもらえるように復習しておきたいです。
授業がとても分かりやすかったです。どこが大事、特に覚えなければいけないのか明確に教えてくださったのでとても助かりました。

少し難しいと感じる内容もありましたが、資料や解説が分かりやすく理解を深めることができました。ありがとうございました。

毎回配布される資料が、所々穴埋めになっていて、後から見返すときにどこが重要なのか分かりやすくてすごく有難いなと思いました。

どの授業よりも分かりやすく、楽しく向上心を持ちながら学べたと思います。イラストが多いし、教科書のページ、国試に出やすいところを言ってくれたりとても授業が受けやすかった。
穴埋めの配布資料があることで重要な部分が後から見てもわかりやすかったです。また最後に練習問題があったのもよかったです。ポイントを抑えて講義を行ってくれたのでとても聞きやすく分かり易い授業でした。ありがとう

ございました。
復習が大事だと思いました。

プリントに書き込めるようにしてもらえてよかったです。

解説が分かりやすく初回の授業から興味を持って授業を受けることができました。

教科書の内容をわかりやすくまとめた資料を用意してくれたのがとても助かりました。授業内容もわかりやすかったです。

資料の文字が小さくて見えづらいことがありました。

分かりやすい授業でした。配布資料も役立ちました。

大事なところはよりわかりやすく教えて下さったので、理解しやすかったです。

配付資料がとても分かりやすく、勉強のモチベーションにつながりました。

穴埋めの資料を配布していただいてとても良かったです。

症例写真をもっと見てみたいと思いました。

穴埋めのプリントがとても役に立ちました。カラーの図に書き込むことで、理解が深まりました。

放射線のイメージがガラッと変わるような講義で楽しかったです。

プリントやスライド、話し方もとても分かりやすかったです。

放射線について詳しく学べて知識が増えた。

プリントを配布して下さったり、毎回授業の終わりに確認テストを行って頂いてたのでより理解が深まりました。ありがとうございました。

説明がとても分かりやすく、スムーズで良かったです。放射線のことはあまり興味が無かったけど、授業を受けて興味を持てるようになりました。

資料があってわかりやすかった

説明を詳しくしていただいたため、授業内に理解することができました。

プリントを穴埋め状態で配布してくださって、それを書きながらだったので授業が受けやすかったです。

資料が見やすくて、穴なきにされている所は自分で書き込めるので勉強に役立ちました。授業のスピードや話し方も丁度良くて授業内容が頭に入ってきやすかったです。
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自由記述内容

教室のスクリーンだと、プリントの穴埋めの際にスライドの小さな文字が読みとりづらい。

先生がたくさんわかりやすい例を出して説明してくれたのでとても理解しやすくて楽しかったです。

すごく興味を持てる良い授業でした！

とても良い授業でした。分かりやすかったです。

分かりやすく、資料も見やすかったので勉強がしやすかったです。自分の知識も広がり、身近な人に当てはめて考えることもできる授業だったので楽しかったです。

大事な所には星マークがついていたり穴抜きになっているのがとても授業を聞いていて助かるなと思いました。ですが授業の後半になると話す速度が速くてついて行くのにやっとで書取ったりするのがしにくかったです。

高齢者や障害者に関わる疾患などについて深く学ぶことができ、自分の考えが広がりました。

自分自身の身近な人に置き換えて話を聞くことができとても興味深い講義だった。歯科衛生士になって患者さんと関わるうちに一度は講義のような状況に出会すかもしれないのでとても良い勉強になった。

覚えることがたくさんあるけど、実習も始まるので頑張りたいです。
先生の声も聞き取りやすく、スピード感も早過ぎず遅すぎずでちょうど良く、スライドもとても見やすくて分かりやすい講義でした。また、高齢者と障害者に関する情報の中で、自分が今まで勘違いしていた部分は少なからず

みられたため、この間違った認識が今回の講義で正され、新しい発見もあり本当に良かったと思いました。ありがとうございました。引き続き高齢者と障害者の知識を学び、学んだことが実際に行動できるよう頑張りたいと

思います。
毎回のテストで理解が深まりました。

毎回授業の初めに前回の復習の時間があったのが良かった。

とてもわかりやすかったです。

とても分かりやすかったです。

様々な画像などを用いて説明してくださり、わかりやすかったです。

スライドの字が小さすぎて見えない時がありました。小テストの返却があれば、今後の勉強になるので、頂きたいです。
授業で、先生が今後関わっていく認知症の患者さんもそうだけど自分の身の回り(父母)に対してどのように接したらいいのかを教えてくださったので普段からはあまり考えていなかった両親との将来について家で話し合う機

会を作ることができました。ありがとうございます。
ありがとうございました。

自分の中で歯科衛生士の幅が広がりました。ありがとうございました！

プリントがあったので勉強しやすかったです。

プリントが分かりやすかったです。

知識が増えた。

配布資料の文字が見えにくい時があったので、参考資料などは、出来るだけ拡大するか別紙にしていただきたいです。

先生の豊富な体験談がとても興味深く印象に残りました。ありがとうございました。

初めて知ることが沢山で、考えが広がった。

スライドにあるものが配布資料として手元にあって、授業を聞きながらメモしたり空欄をうめたりできたので授業が聞きやすかったです。

経験談など話が興味深くて聞き入りましたし、とてもためになりました。これからの実習に活かしたいです。

いつも授業の最後にやる小テストで普通に聞いてるだけよりも覚えやすかったです。プリントも穴埋めだったので覚えやすかったです。

資料の穴埋めが良かったです。

高齢者について考えが深められた。実際に歯科医院ではよく高齢者の方を見るので、為になった。
すごく興味深い内容ばかりでした。これから、高齢者が増えていく中で私達が出来ることはなにか考えさせられました。周術期だけでなく普段の口腔ケアの重要性と効果がよく分かりました。歯科衛生士がなぜ全身の事ま

で学ばなくてはいけないのだろうと疑問に思った事もありましたがこの講義を通して理由が分かった気がします。個人的に興味を持った内容であったのでもう少し、調べてみたいです。
今まで知らなかった高齢者や障害者の特徴や病気を知ることができました。また先生の体験代をたくさん聞き、自分も衛生士になったらこんな風に患者さんと接しようと考えました。また、歯科のことだけを知っていれば良

いと思っていましたが講義を受けて全身のことを知っておかなければいけないと思いました。
スライドがとても分かりやすく、頭に入りやすかったです。毎回の授業終わりに小テストがあることによって1日の総まとめができ、復習も兼ねれるのでとてもよかったです。

穴埋め式だったので重要なところとかしっかりわかって良かったです。また、配布された資料も見やすくとても分かりやすかったし、やる気にも繋がりました。

わかりやすい授業でした。

高齢者、障害者など自分とは違う立場の人のことをここまで詳しく学んだことがなかったので、とても勉強になりました。
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自由記述内容

教科書にそってテスト問題をつくってほしいです。

発音の仕方がよくわかりました。

臨床に必要な知識ばかりだったので、臨床に行く前に復習を済ませて臨みたいです。

臨床実習頑張りたいです。

色々な器具を触れて楽しかったし、色々な知識が身についてよかったです。

歯科衛生士として直接的に関わってくる内容だったのでやりがいがありました。

実習がどれも難しかったけど臨床でこの技術を活かすために頑張りました！

実習を対面で行えてよかった

デマなどで実際に見ることができわかりやすかった。

先生方が常に付いて下さりアドバイスをくださるのでとても分かりやすく安全に実習を行えました。

術者をしている時に、合っているか不安になる。

歯科衛生士っぽいことがたくさんできておもしろかったです。

デモや説明をしっかりやって頂けたり、分からないところや困っていたらアドバイスを下さってとても分かりやすかったです。ありがとうございました。

知識が増えてよかったです。

色んな人の訳を聞けるのが良かったです

雑談が楽しかったです。

英語が話せる歯科衛生士を目指して海外で働く歯科衛生士にさらに興味を持ちました。

難しかったです。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

歯科に関する英単語を学ぶことが出来て良かった。

英語は苦手でしたが、当たったときも先生がやさしく教えてくださってありがとうございました。

教科書に載っていない内容が多かったきがしました。

色々な話もしてもらえて知識が増えました。

予備知識が面白く授業が楽しかったです。

当てられた時英語で話すのが難しかったです。

書くプリント(問題のような)があるといいなと思った。

秋は対面でできたらいいと思います。

雑談がおもしろかったです。半年間ありがとうございました。

英語は苦手意識がありなかなか積極的になれず、難しく感じました。

資料がわかりやすかったです

先生の経験談も沢山話してくださり、とてもためになりました。

今まで知らなかったことばかりを学べて考えが広がりました。

スライドのスピードがはやかったです。

興味深い内容でした。

分かりやすく聴きたいと思える講義で楽しかったです。

とても分かりやすく理解しやすいものでした。

資料について、文字だけでなく、図や写真があると勉強しやすいと思った。

配布してくださる資料が分かりやすく、また高齢者歯科では授業内で実体験をお話ししてくださったりして、より理解を深めることができました。ありがとうございました。

後ろのモニターだと時々字が見えにくいスライドがあった。

実際に体験できて、気づくこともたくさんあってよかったです。
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自由記述内容

相互で実習をやると気づきがたくさん得られたのでそれを臨床の現場で活かしたいです。

最初の頃はポジションも何もかもわからなかったけれど、今はわかることが増えてきて色々なことができるようになった事が嬉しいです。分からないことはまだ沢山あるので、頑張りたいです。

器材を使う時の注意事項など大事なことを知ることが出来ました。

相互実習では実際に患者さんの口腔内に触れる実習を沢山やったので、他の実習よりもより安全面などに気をつけないといけないと思いました。臨床に行った時に今までの実習で学んだことを活かしていきたいです。

機会を使ったスケーリングや歯面研磨などの実習は自分が思っていた以上に難しくて大変だった。でも何回も実習を繰り返すことスムーズに実習をおこなえるようになってすごくよかった。
まだまだ慣れないことの方が多いけれど、学校で実習を通して自分の成長を少しずつではあるが感じることができました。1年生の時になかなか実習が出来なかったけれど、今年はたくさん実習ができたので嬉しい気持ちが

大きいです。
毎回、盛りだくさんな実習で去年の今ごろの実習を考えると充実しているように感じています。
臨床実習室でのやりながら聞いてくださいと言われても全く内容が入ってこないので片付けなどの説明をする時は作業を一旦中断させるか、片付けの時にモニターなどに必要事項などを表示してもらった方が、いいと思いま

した。
配布のプリントがあって良かったです。実習もできて良かったです。

先生方が親身になって教えてくださったおかげで成長できました。

実習の最初に説明を勉強できたので実習がわかりやすいと感じました。

実習をやっていくうちにどんどん実力がついているのを少しずつ実感することができてよかったです。

たくさんの実習を行って、これから生かされることもたくさんあると思うのでしっかりと復習をして臨床実習の時に役立てられるようにしたいと思います。

実習が多く、実際に手を動かしているので身に付きやすく、動きとしての記憶が残りやすかったです。

自分自身の学びに繋がる実践的な学習が出来ました。

今年度は対面での実習が去年よりも多く充実した学習ができました。ありがとうございました。

コロナ禍ではあるが、対面で実習が行えたことによりより理解が深まり、イメージが湧きやすくなったのでとてもよかった。

相互実習を通して、三者の体験をすることで、患者が思うことや、術者、アシスタントが注意しなければならないことを沢山知ることができました。この経験を活かして、臨床実習に向けて頑張っていきたいと思います。

一回一回の実習の内容が濃いので復習をしっかりとして臨床実習に臨みたいと思いました。

感想書く時間が少ないです。

先生が優しくて分からないことがあったときにも優しく教えてくださるので、何かあった時にすぐ質問することが出来て勉強しやすかったです。実習をすることができて、感覚などを知ることが出来てとても勉強になりました

器具の勉強をしてから実習をするのでとても分かりやすかった。

実習で基礎的なことや臨床に行くための知識などを身につけることができてよかったです
実習を模型から実際に人の口腔内で行えることで、ゆっくり学べることができよかったと思った。また、先生が親身になってわからないことがあると、すぐに駆けつけてくれて教えてくださり本当に勉強になった。実習が2年生で

増えて大変だったが、沢山練習できたことで、臨床にこの力を活かして繋げたいと感じました。
実際に患者をやる事で術者のときに気をつけなければいけないことに気が付けたり、様々な発見ができて、楽しかった。

ライティングはいつでも難しかった。

実習をやる途中で先生に質問をして答えてもらったりしてより理解が深められました。

お互いの口腔内での実習はすごく緊張するし、不安が大きかったけど臨床実習に向けてもっと勉強して備えようと思った。

1年次より沢山実習ができて嬉しかった。スムーズに臨機応変にできるようになりたいと思う。

デモで実習内容を一つひとつ確認しながら実習を行って下さったのでやる時に少しスムーズに進んだかなと思いました。2人目3人目も最初の人のようにもう少し内容を確認して欲しいなとは思いました。

最初の頃はチェアーの準備だけでも必死だったけど、だいぶついていけるようになったと成長をかんじました。臨床で生かせるように夏休みも復習しておきたいです。

今年に入って相互実習が増え、模型実習とは違い患者や術者、アシスタントそれぞれの感覚を得ることができて良かったです。

PMTCやSCなどの手技は相互実習で一度しか行ってないため、感覚などを忘れやすいと思います。なので、レポートを読み返したら動画を見てみたらなどしてなんとなく感覚を思い出すことが大切かなと感じました。

色々な実習を相互で行えたことが嬉しかったし、以前よりも人の口を見ることに慣れることが出来た。

様々な実習を行ってきて、歯科衛生士ってこういうこともするんだ、とか、こんな機械使うんだ、とかたくさんのことを学びました。この実習でやったことを臨床で活かしていきたいと思います。

相互が楽しいです。

ありがとうございました。
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自由記述内容

例えばの話がとてもわかりやすかったです。

小学校実習に実際に行ってみたかったです。

ありがとうございました。

実践できていい経験になりました。

昨年よりも実習を行えてよかったです。相互で実習をすることで相手の気持ちを考えながら行うことができました。
実際に病院実習の時に使うような機械など触れてみて自分がこれからどんなことをやっていくのかという想像ができた。たくさんの機械があって実際はそれを色々組み合わせて患者さんに使って行くので復習をしていきたいと

思いました。
実際に実習でやることで頭では理解したと思っていても、実践すると思った以上に難しいことや、気をつけるポイントがわかってよかったです。

実習はオンラインではなくて対面でよかった。実際に口腔内に触れることで様々な視点から大切なことがわかって自分の身になった。

部屋が暑かったです。

全部とても大事なことなので復習していきたいです。

果たして今の状態で臨床実習でテキパキ動けるか心配。

歯科衛生士になるためにとても大切なことをたくさん学ぶことができました。私は声かけの大切さをとても感じました。

秋学期からの臨床実習に役立てれるようしっかり復習していく。

オンラインよりも対面の方が個人的に分からない、やりにくい部位を直接指導頂けたのでより内容が把握出来たかなと思いました。

実習が上手くいかなかったことが多かったので、悔しかった。臨床実習など始まったらすごく不安。復習をしてなんとか実習の内容を頭に入れて頑張っていきたいです。

先生が班ごとに決められていて、巡回しているから聞きたいことをすぐ聞けてよかった。
初めてこんなに対面での相互実習が出来て、本当に楽しかったです。歯科助手等の経験も無いので最初はバキュームの操作もうまくいかず、苦戦していました。しかし、何回も相互実習を行うことによってだんだん慣れて

きたり、ペアの子達と今のバキューム操作どうだったかな、とか今のスケーリング痛くなかったかな？などと話し合いをしていきながら成長していけたなと思いました。コロナ渦の中、このように実習が続けられたことが有難いなと

思いました。
実習の際、手技が分からない時にすぐに先生に聞いて実施することができてよかった。手先が不器用なため上手くいかないことが多くこれからが不安だけど、練習を重ねて頑張りたいと思います。

実習やらない期間が空いたりしてしまうとミラーの動きなどの操作ができなくなってしまったりするので練習が必要だと思いました。

特にありません いつもすみません

時間はないとは思いますが先生とのマンツーマンの授業など受けてみたいです！

遠隔授業では分からなかったことが、実際に実習を通して身体で体験することができて良かったです。

実際に患者さんのお口でやりながら自分で考えながら実習を行えたことがよかったです。

実際に相互で実習が行えて、気をつけなければ行けないことや大切なことを身をもって体験出来て良かったです。

実習は難しいと感じるところもあったけど、班の子達と協力してできたのでよかった

実習中に先生の指示があっても聞き取れなかったりすることがあったから、できるだけ先か一旦みんなが止まった状態で指示があった方が聴きやすくて混乱がないなと思った。

色々な器具を触ってきたのでいよいよ臨床に向けてスタートするんだなと感じました。プリントを配布してくださったので授業を理解しやすかったです。

実習は難しいこともあって大変だったけど、友達や先生方が支えてくださったおかげで、乗り切れました。ありがとうございました！！

色々な実習を行ったことによってすごく自分の考えが広がったと思います。まだまだやれない機械操作などを夏休みにしっかり復習して秋学期に臨みたいと思います。ありがとうございました。

今年は対面で行うことができたのでより理解しやすく、しっかり自分で体験して学ぶことができたので良かったです。

実習を通して沢山の事を学ぶことができました。

相互実習で学べたことがおおかった。臨床実習で生かせれるよに頑張りたい

実際に機械に触れて使うことが出来て、分からないことはすぐその場で先生に聞くことができて分かるようになったのでよかった

先生が見回りしてくれるので違う方法で覚えてしまっていても先生がみて気づいてくれるのでそのシステムはすごくいいと思いました！

指導の先生が各チェアの近くにいるので、分からないことがすぐ聞けてよかったです。

実習で個人的に先生から指導してもらえて、すごく自分の身になったと感じました。

実習は、教科書を見て書き続ける座学より、体で覚えるのでスムーズに頭にも入ってくるなと感じました。2年生になって実習が自宅じゃなくて対面になったことは、よかったなと思います。

限られた時間だとは思いますが、実習の時間が毎回短く感じたのでもう少し長いと嬉しかったです。
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小学校実習ができなかったことが悲しかった。知識を教えて相手の行動を変化させことは難しそうだと思ったけど、やりがいもあって楽しそうだとも思った。

臨床で頻繁に使用する様々な指標や歯科衛生過程、医療面接などたくさんの事を学びました。どれも秋からの臨床実習で必要となる知識であり、将来的にも重要となってくるものであるのでしっかりと復習をしたいです。

小学校実習を特に行って楽しかった。歯科衛生士になるために必要なコミュニケーション能力がついたように感じた。
小学校実習を始め、全ての実習でいろいろな意見をいただきながら実習を行い、自分にできることや考え方がいい意味で変わりました。ありがとうございました。様々な実習や授業を通し、実際に小学校へはいけませんで

したが集団指導などの経験をさせていただき、非常に貴重な時間でした。ありがとうございました。
小学校実習に行くことが出来なかったのが残念でしたがたくさん練習をしたり、先輩の映像を見たりしてイメージがつきました

小学校実習で媒体を使った指導やブラッシング指導を通して年齢に合わせた指導内容や分かりやすく説明する難しさを実感した。全体的に楽しかったです。

小学校実習で実際には体験出来ませんでしたがどうしたらよりわかりやすく伝えられるのかや気をつけないといけないことを考えることが出来て良かったです。
授業で学んだことを実際に臨床の場面でやるのは難しいと授業の実習(医療面接の実習や歯科衛生士課程の記録など)を通して強く感じました。秋からの実習で少しでも発揮できるように夏休みで復習頑張りたいで

す。

指導に関して、また他のライフステージの人のこと、その人たちへの対応や指導について学ぶことが出来、知識が広がったように感じます。学校実習に行けなかったのは残念でしたが、練習など楽しかったです。

実習や授業内での先生方のお話を通じて小学生に対する保健指導や歯科衛生過程での考え方を知ることができました。

小学校実習は実際に小学校へ行きやることはできませんでしたが、たくさんの練習をして伝え方の工夫を知ることができました。

教科書などで知識を得ただけでなく、実習やディスカッションでも色々な知識や考えを学ぶことが出来ました。この授業で得たことを実際の臨床でも活かしていきたいです。

小学校訪問に行けなかったのは残念でしたが、小学校指導の練習を行うのがとても班の子達と喋る機会も増えて楽しかったです！

小学校実習に行くことができず、残念でしたが新しいことをたくさん学ぶことができました。話すことが苦手なので、説明が大変ですが大切なことなので頑張りたいです。

小学校実習や衛生過程、医療面接などこれからずっと行なっていくことの内容が多かったけど詳しくやれて勉強になった。

小学校実習は無くなってしまって残念だけど、皆んなと協力しながらそれぞれの学年に応じた衛生教育を学ぶことができて、とてもたくさんの事が学べて楽しかった。

小学校実習へ行けなかったのは残念だけど、発表に向けての練習が実習等でいかせるときがくるといいなと思います。

授業がわかりやすかったです

実際に小学校には行けなかったけど、練習や通し練習をすることで流れがわかり、今後集団指導をやる際に活かすことができると思った。

小学校実習の練習をたくさんしたのでとても行きたかったです。衛生過程はとても難しかったけど患者さんの問題を解決していくのは楽しかったし、面白かったです。

小学校実習には行けませんでしたが、人に指導することは初めてだったので根拠に基づいてそれを他人に分かりやすく説明するということがとても勉強になりました。

覚えることがたくさんで実際に歯科衛生過程をやろうと思ったらスムーズには絶対出来ないなと授業を聞いていて診断句などを書いていて思いました。

小学校実習に行くことが出来なくて少し残念だったけれど、小学校実習の練習を通してたくさんのことを学ぶことが出来、自分の考えを広げることが出来ました。

小学校実習の衛生過程など頑張ってみんなで練習してきたのに行けなくて残念でした。

台本を覚えることが大変でしたが小学校実習の練習は楽しかったですが、実際に行けなかったことが残念です。

内容をしっかり説明してくれて分かりやすかったです。

沢山書いたので体で覚えれました。

ありがとうございました。

グループワークが多くて楽しかったです。

小学校へはいけなかったけれど、グループで媒体を考えたり、どうしたら伝わるか考えて行った中で、仲が深まった。

とても見やすかったので授業を受けやすかったです。

覚えることが多く、歯科衛生士診断の分類がとても難しかった。

講義わかりやすかったです。

医療面接や歯科衛生過程の講義を行い、患者さんに対する姿勢を見直すことができた。

臨床実習前に学校で知識とか技術を学べて良い機会だったと思う。

古川先生の昨日の劇がとても勉強になりました。

とても理解しやすかったです。

小学校実習では、現地には行けなかったけど、色々な知識が増えた。

全ての授業を対面で受けれてよかった
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小学校実習の準備がとても大変だったけど、本番ではとても楽しかったし、いい経験になりました。

小学校実習の準備が大変だったけど、思っていたより凄く楽しかったから行けてよかった。講義で去年の復習も出来たのがより頭に入って良かった。

とても分かりやすかったです。

小学校実習など実践的なことを学べたこともとてもよかったですし、自分たちで考えて指導を考えるのも今後にとても役に立つことを学べたなと思います。

プリントやスライドがあってとてもわかりやすかったです。小学校実習に行けてよかったです。

小学校実習に行ったり、歯科衛生過程で色んな症例を見て考えることが出来て、自分の考えや知識が広がったと思います。

手が痛くなる授業が多かったです。

歯科衛生過程や実際に小学校に行けたことは、これから臨床の現場に出た時、とても役にたつと思うので、しっかり復習していこうと思った。
1年生の時に学んだことでも2年生になったら忘れていたりしたところがとても多かったです。けれど、2年生になって1年生の時に学んだことを復習して多くの理解を得ることができ、とても良い機会となりました。ありがとうござ

いました。
先生が後ろの方まで巡回しているのですぐ質問ができて良かった。

歯科衛生過程が難しかった。もっと練習するべきだと感じた。

小学校に指導に行くのも歯科衛生診断も授業内はすごく大変だったけどとても達成感のある授業でした。医療面接の授業も楽しかったです。

小学校実習での学びがとても大きく、自分の身になりました。歯科衛生過程では、実際の症例などを見て、身が引き締まりました。

歯科衛生過程のやり方はわかったけれど、実際に現場で使えるところまで行ったかと言われると不安。

たまにスライドの文字が小さくて見にくくて読めなかった。

小学校実習という貴重な経験ができてよかったです。

小学校実習などもあり、とても視野が広がったと思いました。

古川先生の劇みたいなのがおもしろかったです！

グループワークで意見の交換ができたり、小学校実習を経験できてとてもたのしかったです。

小学校実習に行ったり、普通ではできないようなことができて良い経験になったと思った。

小学校実習に行けてよかったです。

先生方がとても熱心に教えてくださいました。

スライドが見にくかったのでもう少し字が大きい方がわかりやすいと思いました。

実際に患者さんの前でできるか不安です。

小学校実習楽しかったです！！！！

小学校実習などのたくさんの経験ができて自分の考えが深まりました

小学校実習がとても楽しかったです！！！先生も色々相談に乗ってくださってとても心強かったです！！

プリントが分かりやすかったです。

歯科衛生士に重要な患者さんとの関わりを深く学べました。臨床実習で生かせれるように頑張りたいです。

小学校の実習に行けたのが良かったです！

前半は小学校実習後半は歯科衛生過程とたくさんの知識が身につきました。学校にきて授業が受けれてよかったです。

考えさせられることが多かった。

小学校実習に行けてよかったです

今年度は対面での実習ができ充実した学習ができました。ありがとうございました。小学校実習などとてもいい経験をさせて頂きました。半年間ありがとうございました。

小学校実習が楽しかった

先生方の教え方が上手でとても楽しく受講できました、

コロナでいけるか分からなかった小学校実習にも無事に行くことが出来てとてもいい思い出になりました!!

小学校実習がとても楽しかったです。

小学校実習に行けて、良い経験になりました。

説明も分かりやすくて理解しやすかったです。
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大変だったけれど小学校実習は良い経験になったし、医療面接での患者に合わせた対応を教えて頂いたのが印象に残っています。

小学校実習に行けて本当によかったと思いました。

臨床に出るための知識を得ることができて良かったです。今回学んだ知識を活かせるよう頑張ります。

資料があってわかりやすくてよかったです。歯科衛生過程が難しかったです。

グループワークで楽しく取り組めたのと、実際に歯科衛生過程を考えたり、小学校実習にいったりして、身になった授業でした。ありがとうございました。
今年初めて歯科保健指導実習の授業を受けました。 オンラインより、授業の内容が頭に入ったように感じます。私達B班は、小学校実習も行えてとても有意義な経験ができました。先生達も毎回の授業で丁寧に教え

てくださって、有難いなと思いました。

分かりやすくてよかったです。

色んな人達に対しての指導について学ぶことが出来て考え方が広がりました。小学校など少し辛かったけど終わってみたらやって良かったなと思えたのでよかったです。

この学校で経験できる中で1番楽しみだった小学校実習ができて嬉しかった。
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