
I捜翻中間アンケート ] 

授業方法や擾業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの慢業に刻するご意見を聞かせてください。

一一一一…ー

11月17日 3限目
w 対.....山噌山叶・......・一申一・ ~ . 

科目名：固体化学
－－·伽~・”m・剛一・...－令蜘岬． ．』』－ ~ 

f.丈守 判ヲヨ的ね t:_'L 弘み＼1· 勾く l あ手ソね~~、め宇ゼ ［；.. " 

tいがYt ィ色｜手｜二対応 L七十二怜寸いま負θ~t ポ厳 l 1 

し手す f

一一一

一一 一
…一一一一一

yoshino
タイプライターテキスト
なるべくそうしているつもりですが，より努力します．ただし，あなたも物理と数学になじめるよう努力してください．



I授業評価中間アンケート ] 

擾業方法や擾業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの捜業に対するご意見を聞かせてください。
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句” 4・・~...... ~ ......... ... ・4・t.－－·ー・叫~........... ．、… v

科目名：固体化学
吋炉‘’4・的側曹働蜘......~－・一・·－－町四’ m ・aι－－・－

Jむとえ盈足立以~k：元長出読んτr::'.1 じ’や~＇＿~]L~－~曲一…一一

ーとと長主主三五比三ILえ~？・為お l,..J t' (f 0 --・---Dー

一一一 一一一一一一ノ

一一一一一 －錨．咽胴綱同・制嗣・－‘凋．．． 、，a，圃，h陶剛w・剛働”’・相4崎民a副・働司－副島．句・w、四u・..＿刷個同・a，・u・姻．首相側・・M‘・

一一一一一一一

yoshino
タイプライターテキスト
講義でも説明が不足している部分があると思いますので，是非質問してください．



I蝶冊中間アンケード 1
便業方法や授業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの授業に対するご意見を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
このまま続ける予定です．



［関門戸ンケプト］
授業方法や授業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの授業に刻するご意見を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
今年度は間に合いませんが，次年度の参考にさせていただきます．とりあえず，小テストの問題を確実に解けるようにすることと，2015年度の定期試験の問題講義のサイトにありますので，これを解いてみてください．



［時宇宙？白才竺~ •• ] 
慢業方法や授業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの慢業に対するご意見を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
物性の理解には，分野横断的な知識が必要です．その難しさと，理解できたときの楽しさを味わってもらえたら，と思います．



［苧評価中国刀＇！＿－＝.ト］
慢業方法や授業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの捜業に対するご意見を聞かせてください。
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［授期目中間アンケート ] 
擾業方法や授業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの擾業に対するご意男を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
全ての用語について説明する時間がないので，わかりにくい用語については質問をしてください．



I授業評価中間アンケート ] 

授業方法や捜業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの授業に苅するご意見を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
説明不足のところが多々ありますので，テキストも一通り目を通してもらえたらと思います．



I膿評価中間アンケート ] 

授業方法や授業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの捜業に対するご意見を聞かせてください。
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11月 17日 3眼目
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タイプライターテキスト
不本意ですが，時間の関係でかなり急いでいます．省略していることも多いです．申し訳ありませんが，テキストをよく読んで，講義は要点の確認だと考えてください．



I膿評価中間アンケート ] 

擾業方法や授業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの授業に刻するご意見を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
定期試験の範囲は，初回に説明した通り，「小テストと板書」です．小テストの時間については，随時考慮します．



［牒評価中間アング＝竺 ］ 
授業方法や援業陶容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの授業に対するご意見を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
このまま続ける予定です．



I牒評価中間アンケート ] 

授業方法や授業内容等をより充実させることを目的とレて

学生の皆さんの授業に対するご意見を聞かせてください。
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タイプライターテキスト
小テストは簡単ではないとは思います．間違っても，説明を聞いたら解けるようになるのなら，定期試験の問題には対応できるでしょう．説明がよくわからなければ，質問してください．



［牒評価？自才一竺？＿：ト ］ 
援業方法や授業内容等をより充実させることを目的とレて

学生の皆さんの慢業に対するご意見を聞かせてください。
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タイプライターテキスト
すみません．気をつけます．



トー~竺ご＝－！： -1
捜業方法や慢業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの侵業に刻するご意見を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
物性については，測定法や物質名と測定値の例などを挙げるようにしていますが，不足している点については，特にどのような項目についての具体例がほしいか，指摘してもらえるとありがたいです．



［際平価中間才ン~］
浸業方法や授業内容等をより充実させることを目的として

学生の皆さんの擾業に対するご意見を聞かせてください。
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yoshino
タイプライターテキスト
その都度考慮するようにします．




