H21年度後期
科目名

1
2
3
4

5

6

科目へのコメント
学科・学部へのコメント
スライドも分かりやすかった 授業中の演習が良かっ
ソフトコンピューティング
です。
たです。
ソフトコンピューティング
システムいじめないで
ソフトコンピューティング
腰お大事に
先生の話はとてもおもし
ろいです。レーザーポイ
ソフトコンピューティング
ンタを目に照射するのは
あぶないと思います
先生はずっと福大で働い
ソフトコンピューティング
て下さい。とっても大好き
です。
授業回の後半から、教科
書をもとに講義すること
がなく、教科書に載って
この科目のｍｕｄｌｅ？を１回
マイクロコンピュータⅡ
いない内容のスライドが
しか見ませんでした。
あったので、来年度は極
力教科書に沿って授業
をしてもらいたい。

授業中の私語がうるさす
子供では無いのだから，こんなことを注意したくない
ぎたのでもっと静かに授
というのが本音です．でも希望が多いので，注意す
業を受けれるよう考慮し
ることにします．
てほしい。

8 マイクロコンピュータⅡ

10 ディジタル電子回路
11 ディジタル電子回路
12 ディジタル電子回路

教科書は理解を助けるための補助です．初回のガ
イダンスで，教科書の全てを学ぶわけではないこ
と，教科書に無いことも学ぶこと，を説明していま
す．また，教科書を購入する必要は無いとも伝えて
います．
わかり易くなるように工夫はしますが，満足してもら
えるかどうかは保証できません．そもそも大学での
勉強は難しいものです．

7 マイクロコンピュータⅡ 難しい。

9 ディジタル電子回路

担当のコメント

・学生が五月蝿すぎる。 ・
プリントのポイントがすぐな
くなるのでプリントを配って
ほしいです。
うるさい学生は追い出して
下さい
ちょっとかなりわかりにくい
ね。ゆとり世代だし・・・。日
本語でおＫ。何がしたいん
だろうって思っちゃう。
私語は多尐なりとは注意し
たほうがいいと思います。

ブログ見てますよー

8に同じ

ブログ見てますよー 更
8に同じですが，追い出すことは出来ません．
新待ってまーす
しかも必修だし。ゆとりだ
7に同じ
し、よくわからない。
8に同じ

13 ディジタル電子回路
14 ディジタル電子回路
15 ディジタル電子回路
16 ディジタル電子回路
17 ディジタル電子回路
18 ディジタル電子回路
19 ディジタル電子回路
20 ディジタル電子回路
21 ディジタル電子回路
22 ディジタル電子回路
23 ディジタル電子回路
24 ディジタル電子回路

25 コンパイラ構成法
26 コンパイラ構成法
27 コンパイラ構成法
28 コンパイラ構成法

授業でやる範囲を狭くし
て、個々の内容を詳しく
やって欲しい。
他の先生に比べてわかり
やすかったし、親切にして
もらった。がんばって下さ

検討しますが，他の科目や実験で困ることになるか
も知れません

ｍｏｏｄｌｅはやりづらいの
でプリント提出にしてほし
この授業おもしろくなさす
ぎワロタ
スライドの字が小さすぎ
てみにくい所がたくさん
あった。
もう尐し、ちょこちょこ演
習を入れてくれると良
かった。
もす尐しわかり易くせつ
めいおねがいします。
吉村をやめさせれ
後ろのプロジェクターは、
光が反射して、あんまり
見えなかった。
細かい文字が見づら
かったです（スライド）
静かにさせるのも仕事だ
と思います。
来年もよろしくおねがい
します。
・前の席に座っていたが、
スライドが全く見えなかっ
た。・教科書を、さほど利用
しないのであれば、プリント
で配布してほしかった。
ありがとうございました
ありがとうございました
特にないです。うそです。
首藤先生の講議で一番
満足
わかりやすかった講議で
す（コンパイラ構成法）

提出を求めていません．画面を見ながらノートを
使って解くのはいかがでしょうか．
7に同じ
配布資料で確認してください
moodleで補って下さい
7に同じ
そんな権限はわたしにはありません
前に座って下さい
17に同じ
8に同じ
会わないですむように勉強して下さい

スライドと黒板に書かれ
ている文字が小さくて見
えにくい。もっと大きく。
29 コンパイラ構成法
説明が聞きとりづらかっ
た。マイクをもっと大きく
してほしい。例題をもう尐
し多く取り扱ってほしい。
スライドの文字が小さす
30 コンパイラ構成法
ぎて全然見えませんでし
プロジェクターの文字が
31 コンパイラ構成法
小さくて見えにくかったで
プロジェクターをつかうの
はいいが、字が小さく前
32 コンパイラ構成法
の方にいてもあまり見え
ない。演習問題が多いの
は良かった。
基本情報処理に出そうな
所など基本情報処理を
33 コンパイラ構成法
意識しながら勉強でき良
かった。
就職の話をもっとしてほ
34 コンパイラ構成法
しいです
しっかり復習して、基本の プリントがバラバラになり
35 オートマトンと言語理論 根からしなければいけない そうなので、いくらかまと
と思った。
めてくばってほしい
プロジェクターでのプリント
の字が見えないので拡大
機能を使って後ろの席でも
見えるようにしてほしい。
36 オートマトンと言語理論 （手元のプリントもあるが、
プロジェクターに出力され
たものにレーザーポイン
ターをあてるため、出力し
た画像が見える方がいい）
プロジェクターで映し出して
37 オートマトンと言語理論 いる画像の文字が小さくて
読みにくい

私語もなく、とても静かに分
かりやすく講議を進めて下
38 オートマトンと言語理論 さる。反復と集中を大切と
し、中でも反復として復習を
交えて進む。
39 オートマトンと言語理論 小テストを増やして欲しい
40 オートマトンと言語理論 小テスト等を行ってほしい。
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52

テキストに数式ばかりか
くのではなく、日本語の
説明もわかりにくいし、理解
オートマトンと言語理論
説明文を多く書いてほし
できない
かった。日本語の説明文
がないと復習できない。
オートマトンと言語理論 予習・復習をする
プロジェクタを使っている
オートマトンと言語理論
ときに前の席でも見えづ
らいところがあった。
もうちょっと演習とういう
か問題を増やして答えか
オートマトンと言語理論
何かあれば欲しい。そう
しないと説明だけじゃ理
解できない。
オートマトンと言語理論
教材がわかりづらい
黒板がくらくて字が見え
オートマトンと言語理論
ない
正直に書くと、授業の内
容が分かりづらかった。
オートマトンと言語理論
もっと演習があってもい
いと思う。
アナログ回路Ⅰ
よかった。
がんはって下さい。
アナログ回路Ⅰ
復習をしっかりしないと思っ 学生が五月蝿い
休講の連絡は、休講の１
アナログ回路Ⅰ
～２週前に出してほしい
です。
休講連絡は、休講する日
アナログ回路Ⅰ
にちが近くなってからして
ほしい。
教室が広いので、字がも
アナログ回路Ⅰ
う尐し大きくないと、見づ
らいです。

黒板は分かりやすくて良
かった。
例題や演習問題をだして
くれてわかりやすかっ
他の科目よりましだが、
教え方がやはり下手。

53 アナログ回路Ⅰ
54 アナログ回路Ⅰ
55 データベースシステム
集中して授業にとりくめた
のでよかったです。
・授業を受けやすいので、
いいと思います。 ・小テス
トでまわりの点数がちまち
57 プログラミング演習Ⅱ
ま見えるのが、緊張をあ
おって凡ミスが何回かあっ
たのが残念だった。
ギリギリついていけてる感
58 プログラミング演習Ⅱ じなので、今以上に予習、
復習をしたいと思う。
テストの難易度にバラツキ
59 プログラミング演習Ⅱ
がありすぎ
56 計算機支援設計概論

60 プログラミング演習Ⅱ

61 プログラミング演習Ⅱ

予習、復習ができていな
かった

62 プログラミング演習Ⅱ
63 プログラミング演習Ⅱ
64 プログラミング演習Ⅱ
65 プログラミング演習Ⅱ

66 ディジタル信号処理

きれいに要点をまとめたプ
リントといつもわかる授業。
ろせんにそってやっていた
と思う。

・金曜のプログラミングと
の連携がなかなか良い
と思う。家でできないのを
おぎなっている。
タナベ先生の授業がわ
かりやすい。
この小テスト制は胃によ
くないので改善してくださ
最初の自習の時間を尐
し減らして、その分で小
テストをやり、その後解
説、答え合わせなどをす
れば良いと思う。というか
そうするべき。
小テストで８０点などで
終った時に次回にせい
かいが見たい
６限目はきついです
６限目はキツイです。別
の時限にしてほしかっ
とてもわかりやすいで
わかりやすい授業。吉村
先生のプログラミングよ
りだいぶわかりやすい。

67 ディジタル信号処理
68 ディジタル信号処理
69 ディジタル信号処理
70 ディジタル信号処理
71 ディジタル信号処理

しっかりできていた。

マスクをしている時声が
聞こえなかった。

プリントの空棚が小さくて書
きにくいです。
全く理解できない、演習問
題に関しても初めから応用
問題を出してくる。教科書
の内容を解せつしてほし
単位欲しい
勉強しても分からないこと
が多かった。

毎回の講義のおわりに
問題＋解答例のプリント 教科書を更に優しく解説しているつもりなのです
セットをくばってほしい。 が。
学生の実力が全くつかな
難しい
スライドが見にくいので
前の方の電気を消して
ほしいです。
プリント［１］や［２］のよう
になっているのを１［ ］
や２［ ］のようにしてほし
マスクで声が聞こえませ
んでした。
計算部分をもう尐し分か
りやすく、時間をかけて
ほしい。
資料、スライドが小さい
文字を使うのは止めてほ
しいです。前の方に座
わっていても見えませ
前の方の席は静かだけ
れども、後ろの方は私語
がうるさくて集中できない
ことが多い。
内容が難しく、理解しにく
い。

72 ディジタル信号処理
73 ディジタル信号処理
74 ディジタル信号処理
75 ディジタル信号処理

76 ディジタル信号処理

77 ディジタル信号処理
78 ディジタル信号処理
79 ディジタル信号処理

尐人数で講義を行ったの
で、授業に集中しやすかっ

80 ディジタル信号処理
81 半導体工学

質問してください。

「半導体工学演習」をすれ
ばよかった。

具体例がありわかりやす
い。
出張と講義がかぶらない
ようにしてほしい。

意味のある数字と紛らわしくないですか？

計算よりも理屈を理解しましょう。

板書と併用したつもりですが、まだ見えませんか。

注意を喚起します。

82 半導体工学

83 半導体工学

84 半導体工学
85 半導体工学

86 半導体工学
87 半導体工学

88 半導体工学

89 半導体工学
90 半導体工学

91 半導体工学
92 半導体工学
93 半導体工学
94 半導体工学

過去問の解答をしないので
あっているかどうか分から
ないままテストを受けること
になる。
授業終了前のテストで、
解当者を指して、その人
が休んだり、とかなかっ
蟹工船 話が同じのが多い
たりした時、ほったらかし
の問題があったので、そ
の対処をしてほしい
書くのが早い
小テストの解説が毎週ある
ようになったので参考に
なった。ノートをとる日ととら
ない日があったので、反省
し、今後改善していきたい。
板書がおいつかないけどな
んか勢力してる気がしてお
もしろい
話しを聞く時間がとれなくて
残念。
・テストの問題をとけるよ
うになることを前提とした
ノート作りをしてほしいで
す。（最後のプリント）
（図）の両端の電圧の問
題の板害が尐なすぎま
講義の雰囲気がよい。
黒板をノートにとるのが
たいへんなので補助プリ
ントを作ってほしい
授業を進めるスピードが
尐し早い気がする。提出
不用の問題集、解説が
あると理解度が上がる気
書くのが速いです
半導体工学の授業で
配った過去問の解答が
板書が早過ぎる

95 集積回路工学
96 集積回路工学
97 集積回路工学
98 集積回路工学
99 集積回路工学
100 集積回路工学
101 集積回路工学
102 電気磁気学Ⅱ
103 電気磁気学Ⅱ
104 電気磁気学Ⅱ
105 電気磁気学Ⅱ
106 電気磁気学Ⅱ
107 電気磁気学Ⅱ
108 電気磁気学Ⅱ

109 電気磁気学Ⅱ

・小テストをするのはいいん
ですが、答え合わせをして
下さい。（当てられたのにこ
ない生徒がわるいですが）
ノートを取ることが大変だっ 半導体業かいの話をもっ
た。
としてほしかったです。
一番「勉強した！」と思え
る授業でした。
授業の間にある話、面白
かったです
授業の途中の雑談は
とってもためになりまし
板書がはやくて、話ス
ピードについていけな
かったのでもうすこし、
ゆっくりとしてほしい。
板書をもう尐しゆっくりし
てください。
この結果はどのように反え
板書で手がつかれる。
いされるのですか？
夏よか冬の方が温暖化を
感じる
黒板がはやくよくかくので
わかりやすい
アンケートによってどの
受けやすい授業でした。
ように変わったのか実績
を知りたい。学校通信な
板書が速くて、説明が聞け
なかった。説明を聞く時間
が欲しかったです。
１限から始まるのは、キ
ツイです。
このアンケート結果がど
のように反影されている
が教えてください。
この授業アンケートは、
意味があるのかわから
ないので、もう書きたくあ
りません。

110 電気磁気学Ⅱ

頑張って下さい。
来年は受けたくありませ
111 電気回路基礎Ⅱ
とても楽しい授業です。
しっかりがんばって単位を取ってください。
ん。
112 電気回路基礎Ⅱ
先生の指導が熱かった
ありがとう
電気回路実習があったの 演習が尐ない気がした
113 電気回路基礎Ⅱ
で後期の分はなんとかわ ので授業の内容理解で 電気回路実習の効果があったようですね。
かった
きていなかったことが
理解できない所がいくつか
具体的にどの部分かを書いてくれると参考になりま
114 電気回路基礎Ⅱ
むずかしいです。
あった
すが。
２回に１回ほどでいいの
115 電気回路基礎Ⅱ
で小テストをしてもらいた 了解、増やしましょう。
かった。
もう尐し具体的な例が欲
116 電気回路基礎Ⅱ
何の件について？
しかった
もう尐し文字を大きくして
117 電気回路基礎Ⅱ
もっと大きな字で！？
ほしいです。
実用的な問題演習が出
118 電気回路基礎Ⅱ
難しくなると思うけど試みてみましょう。
来れば、してほしい。
説明がわかりやすくて、
とてもいい。ただ、土曜 こちらも土曜日はしたくは無いのですが、今年は入
119 電気回路基礎Ⅱ
日に補講は、バイトがあ 院があったので悪かったね。
るので困ります…行けな
120 電気回路基礎Ⅱ
板書が見にくかった。
自覚してます。
演習問題の具体的な解
121 電気回路基礎Ⅱ
き方について教えてほし 難問についてはヒントを出しているつもりですが。
かったです。
中間４０：期末６０の配分 現実は期末テストで取る点の方が低いのですが
122 電気回路基礎Ⅱ
がいいと思います。
ね。。
123 電気回路基礎Ⅱ
板書読みづらかった。
自覚してます。
優しく教えてくれてうれし
124 電気回路基礎Ⅱ
ありがとう。
かった。
オシロスコープの操作方法
選べる科目が多すぎる。
を覚えきれなくてくやしかっ
登録科目を尐し尐なくして、確実に単位を取るよう
125 電子情報工学実験Ａ
これだと消化不良に終
た。全体的に充実した科目
にしたほうがよくないかな。
わってしまう。
でした。
予習レポートの解説をし
126 電子情報工学実験Ａ ラジオ作成は楽しかった
た方がいいと思う。水４ 「予習レポートの解説」？？
限はしなかったので

レポートの指導が甘すぎ
る。レポートは社会で言う
報告書みたいなもの。なの
にもかかわらず、１つ１つの
レポートを適当に流すこと
はぜったいにしてはいけな
いと思う。今の現状としてレ
ポートのできが悪い学生は
127 電子情報工学実験Ａ 先生の指導不足が原因だ
と思う。１年生のときにもレ
ポートを書いたが、何も言
われなかった。それじゃあ
今の学生がレポートや報告
書の書き方が分からない
のも当然だと思う。１年生
のころから指導をすればい
いものが今後出来ると思い
128 電子情報工学実験Ａ
129 電子情報工学実験Ａ

130 電子情報工学実験Ａ

131 電子情報工学実験Ａ

最後の方でだれてしまっ
た。

Ｂ－８にはわざと記さい
はしてないです。理由と
しては上記アンケートの
方に記載しています。で
もやはり特に指導をもう
尐しきびしくしても良いと レポートの指導をもっと厳しくしろとの意見は初めて
思います。レポートに関 です。頼もしい。
しても実験に関しても前
みたいなやり方の方が
学業においても人として
も大きく成長できると思
います。

とてもおもしろかった。こ
のような何かを作るよう
な構義を受けたい。
レポートについての説明
が不十分だったと思う。
実験中、プロジェクターで
うつしているものが自分
が見たい物でないことが
よくあった。実験用の教
材で不要な物が多すぎ
ると思う。
先生方の中で、すごく態
度が大きくて不快な方が
います。学生に馬鹿にさ
れない為にと思ってそん
な態度をとっているので
しょうが、真面目にしてい
る側からすれば非常に
不快です。もう尐し態度

「だれてしまった」これはなぜかを書いて欲しかっ
た。
？？？？？

初回の実験だったので「市販キット」を使った、不要
なものがあったのは事実ですね。

調査をして改善するようにします。

132 電子情報工学実験Ａ
ＡＭラジオを自分で作れた
のでとても楽しくできた。
とても充実した実験だった
134 電子情報工学実験Ａ
と思います。
何よりもラジオをつくるのが
136 電子情報工学実験Ａ 楽しく、興味をもって毎週受
講できた。
133 電子情報工学実験Ａ

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

提出日（時間）に融通を
効かせてほしい。→実家 レポート提出を緩めると、提出遅れ,更には未提出
生は空き時間が増えると となり再履修へつながるので厳しくしてます。
つらい
興味を持ってくれてよかった。
ありがとう。
ありがとう。

内容もさることながら、実
具体的な実験であったた
験中の雰囲気も殺伐とし
電子情報工学実験Ａ め、意義と必要性を大いに
ありがとう。
ているわけでもなく、よ
感じた。
かった。
題目が明確で分かりやす 題目が明確で分かりや
電子情報工学実験Ａ
ありがとう。
かった。
すかった。
ラジオができたのでよ
電子情報工学実験Ａ
ありがとう。
かったです。
同じ実験なのにそれぞれ
で提出時間が違っていて
電子情報工学実験Ａ
指導者の都合もあるので！
混乱した。みんな統一に
して欲しかった。
１日前にはホームページ上
計算機工学Ⅰ
に資料をあげてほしい
スライドの更新が遅すぎ
計算機工学Ⅰ
る。ポイントを余計に使って 教科書が難しい。
しまい、お金がなくなった。
計算機工学Ⅰ
むずかしいです
構議のプリントを早めに出
計算機工学Ⅰ
して欲しい
計算機工学Ⅰ
中間テストが難しかった。
スライドと資料と違うとこ
があまりにも多いので、
計算機工学Ⅰ
きちんと訂正したものを
印刷できるようにして下
スライドの誤りが多すぎ
計算機工学Ⅰ
る。

スライドを上げるのが遅
かった。
プリントの間違いが多い
のでもっと小なくしてほし
全身タイツ！！
予習をしようと思っても、
スライドがでていないとき
があったので、早めに最
新のスライドを出してほ
しかった。

148 計算機工学Ⅰ
149 計算機工学Ⅰ
150 計算機工学Ⅰ
151 計算機工学Ⅰ

152 情報理論

153 情報理論
154 情報理論
155 情報理論

156 情報理論
157 情報理論
158 情報理論
159 情報理論
160 情報理論
161 情報理論

ｐａｓｓｉｖｅ ｈｅｌｌ ａｎｄ ｄｅａｔ
ｈ ａｎｄ Ｉ ｅｎｊｏｙｅｄ ａｔｕｄ
ｙｉｎｇ ｓｏ ｍｕｃｈ．Ｂｕ
ｔ．．．Ｉ’ｍ ｓｌｅｅｐｙ ｗｈｅｎ
ｔｈｅ ｔｅａｃｈｅｒ ｕｓ ｔａｌｋｉｎ
おもしろくなくて勉強する気
が起きなかった
偶にすごく分かりづらかっ
黒板がとてもみにくかった。
式だけしかかかないので何
をかいているかわからな
私語についての注意は、さ
れているようですがあまりし
ずかになっていなかったの
で、あまり聞き取れません
でした。
予習･復習をすべきだった。

ｏｔｕｋａｒｅ

教科書に沿っていて、わ
かりやすかったです。
尐人数制にしてほしい。
もっと演習みたいなもの
があってもよかったと思
います。
一人授業はやめてほし
い。全体的に分かりにく
い（×ｗ×）
私語が多くて集中できな
小テストが１回くらいある
といいかもしれません。

162

データ構造とアルゴリズムⅡ

163

データ構造とアルゴリズムⅡ

164

データ構造とアルゴリズムⅡ

165

データ構造とアルゴリズムⅡ

166

データ構造とアルゴリズムⅡ

167
168

データ構造とアルゴリズムⅡ
データ構造とアルゴリズムⅡ

169

データ構造とアルゴリズムⅡ

170

データ構造とアルゴリズムⅡ

171 プログラミングⅡ
172 プログラミングⅡ
173 プログラミングⅡ

174 プログラミングⅡ

175 プログラミングⅡ
176 プログラミングⅡ

他大学のように、入学し
ＰＣルームを使って実際に た時にＰＣを配っておき、
プログラムを打ち込んだ方 講義の時にそのＰＣを持
が理解が早いと思います ち込み、講義するｓｔｙｌｅ
にしてほしい。
授業中ノートかいてるかと
思えばすやすやとねむって
がんばって下さい。
たりしました。すこしだけね
むかったですよｗ
おｋ
プロジェクターが前の方
にいるのに見づらいで
もうちょっとちょくちょく小
テストを細分化して回数
を増やしてほしい
先生はいい人です。
板書がいいです。
補講のような授業スタイ
ルの方が分かり易いで
補講等を行って下さり、
本当にいい講義でした。
がんばる ＴＬ０８１３３２甲
やはり、古村先生の教え方
がすばらしくとてもいい授業
だった。
テストをもう尐し簡単
に・・・。
入学時から分ければい
いかとというか電子情報
コース・電子情報工学科
なくせばいい。そして、情
報デバイス科、システム
科にすればよいので
勉強すればできる。
・スライドの書込を何らか
の形で手元に保つべ
教科書参照を上手く行うべ
き。・ジョークのつもりな スライドの書き込みは自分でメモしましょう
きだった。
のか、尐し笑って話され
ても伝わらないし、よく分

177 プログラミングⅡ

遅刻しすぎた

178 プログラミングⅡ

179 プログラミングⅡ

180 プログラミングⅡ

181 プログラミングⅡ
182 プログラミングⅡ
183 プログラミングⅡ
184 プログラミングⅡ
185 プログラミングⅡ

・先生が毒舌だった。・生徒
の目線で授業してほしかっ
た。
とても満足しています
もっと勉強すべきだったなぁ
と思いました
わからない所をほったらか
しにしてしまった。
体調管理が出来てなくてイ
ンフルにかかり過ぎた。

186 プログラミングⅡ

予習が足りない。

187 プログラミングⅡ
188 プログラミングⅡ

理解するのがとても難しい

189 プログラミングⅡ
190 プログラミングⅡ
191 プログラミングⅡ
192 プログラミングⅡ
193 プログラミングⅡ

２限帯にして下さい
もうちょっと分かりやすく
教えてほしい。１、２をと
ばして３を教えている感
じがする
生徒全員が全てを理解
している前提でお話され
ているようですが、あまり
理解できていない人への
対応をもう尐し考えてくだ
説明のスピードが早いの
で、もう尐しだけゆっくり
説明してもらえると聞き
取り易い。
・先生が毒舌だった。・生
徒の目線で授業してほし
かった。
先生がとてもいい
問題や課題の解答が知
りたかったです
スライドが進むのがはや
いと思う
スライドの注釈を消さな
いでほしい。

プログラミングⅠの内容を復習しましょう

理解できないところがあったら質問してください

気を付けます

気を付けます

演習問題の回答は学科のＨＰにあります
気を付けます

自分でメモしましょう

ｇｏｏｄ
このアンケートが反映さ
れていた
プログラムの基礎をじっく
プログラミングⅠの復習をしましょう
りやってほしい
もっとゆっくり説明してほ
気を付けます
しい。
わかりにくい
課題の答えが知りたかっ
たです。

194 プログラミングⅡ

195 記号処理プログラミング 難しかった

授業がわかりにくい、生
徒が理解できていないの
にかってに進んでいく。
鶴田先生のプログロミン 理解できないときは質問してください
グの方がわかりやすい。
もう尐しわかりやすく説
明してほしい。
ＪＡＶＡ、セキュリティにつ
いて勉強したかった

196 記号処理プログラミング 予習・復習をする。
197 記号処理プログラミング
198 記号処理プログラミング
199 記号処理プログラミング

ときどきスライドが表示さ
れないまま進めるため、 気を付けます
注意してほしい。
声が聞こえずに内容の
気を付けます
はあくがしずらかった
理解度確認テスト部分点
欲しかった

