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薬学部薬学科
【１年生】
・授業が分かりにくい教員がいた。（薬学

部・1 年）
・課題の提出期限が次の日の 13 時は早す

ぎる。17時にしてほしい。（薬学部・1年）
・韓国語の授業がなかったのが残念。（薬

学部・1 年）
・一般教養の選択科目が多すぎだと思う。

他学部は必修が少ないから良いと思う
けど，専門を学ぶ学部は考慮してほし
い。他大学と比べても多いと思う。（薬
学部・1 年）

・急に休講になったり，補講を土曜日に
やらないでほしい。（薬学部・1 年）

・スクールバス増やしてほしい（薬学部・
1 年）

・自分で勉強すれば出席は必要ないと思う
ので成績に出席というものは不必要であ
ると思うことが多々ある（薬学部・1 年）

【２年生】
・再試があるのは，ありがたい。（薬学部・

2 年）
・頭に入りにくい教え方の教授も多くい

る（上手い人もいるが）（薬学部・2 年）
・授業での教え方が良い先生と酷い先生

の差が激しい。（薬学部・2 年）
・時間配分をミスった先生が授業をのば

す点。（薬学部・2 年）
・何言ってるのか聞きとりづらかったり，

スライドが見にくかったりする先生も
いらっしゃる。（薬学部・2 年）

【３年生】
・臨床系の研究室で働く先生の授業は総

じて分かりにくい。薬剤学など基礎を
身につけた上で授業を受ければ理解度
も変わると思う。（薬学部・3 年）

【４年生】
・明らかに講師の準備不足が見える授業

がある。（薬学部・4 年）
・グループで行う授業，実習が多いのは

良い（薬学部・4 年）
・うるさい　室温が最低（薬学部・4 年）
・室温の調整ができない　英語のレベル

が低い　席が少ない　授業中うるさい，

自習するところが少ない。（薬学部・4年）
・レジュメが見づらいことがある。（薬学

部・4 年）
・何を言っているのかわからない先生が

いると困ります。（薬学部・4 年）
・コマ数が適切。ただ，授業は 11 回くら

いあってもいい。（薬学部・4 年）
・臨床医学概論の科目がある必要性。（薬

学部・4 年）

【５年生】
・授業内で復習問題をするのは良いと思

う。（薬学部・5 年）
・実務実習を通して今まで学んできた知

識が重要だったと初めて分かった。講
義中に実際の臨床ではどのような時使
われる知識なのかを教えてもらえると
もっとモチベーションが上がったので
はないかと思う。（薬学部・5 年）

・基礎コースという制度はいいと思う。
（薬学部・5 年）

・先生にもよるが，定期的に学生が理解
しているかタッチパネル？のような機
会で確認をとってできていない分野を
次のコマで復習してくれるスタイルが
とてもよかった。（薬学部・5 年）

・薬学以外の知識（英語教養など）をつ
ける授業がほとんどなかった。（薬学部・
5 年）

・難しくても国試レベルのものを試験に
出してほしい。（薬学部・5 年）

・出席をとるシステムが，まじめな人が
損をするようなことになっているのが
現状だと思います。出席をとらないか，
とるなら指紋認証にしてくれたらもっ
と良くなると思う。難しいとは思いま
す。（薬学部・5 年）

・授業の中で，毎回先生が変わることが
あり，それは学生側としては説明にば
らつきがあるので，学習しづらいこと
がある。（薬学部・5 年）

・私語をしている人を徹底的に指導して
ほしいです。（薬学部・5 年）

・研究室で自分の興味のあることを取り
組めている点では満足していますが，
4 年までの授業の多くは時間と金のム
ダ使いだった気がします。授業内容が
高校や予備校よりも全般的につまらな

かった。（薬学部・5 年）
・高校での学習と大学での学習の間には

大きな差があります。低学年のうちに
そういったことについて教えてもらえ
ていたら・・と思うことはあります。（薬
学部・5 年）

・良かった点 ： 学習内容は興味深いもの
が多く，満足出来た。悪かった点 ： プ
レゼンをする機会が少なかったため，
人にわかりやすく物事を伝える方法や
自分の身のふるまい方を反省すること
ができなかった。（薬学部・5 年）

・これは何の役に立つんだろう・・・とい
うような授業も多かった。看護や栄養
など様々な視点で学ぶことができてよ
かった。（薬学部・5 年）

【６年生】
・分かりやすい授業もあれば，意味ない

授業もあった（薬学部・6 年）
・先生によってレベルや分かりやすさが

全然違うのでそろえてほしい。（薬学部・
6 年）

・これからの社会に必要な力とは何なの
か学生自身に見つけ出させ，主体性を磨
く教育にシフトすべき（薬学部・6 年）

・チーム医療演習がとてもよかったです。
（薬学部・6 年）

・ 1 年間，相模原で■■先生という英語
の授業でとてもくるしめられた。過度
な宿題，えこひいきなど本当に辛かっ
た。（薬学部・6 年）

・いつもありがとうございます。（薬学部・
6 年）

・アンケートで改善要望を出しても反映
されない先生がいた　■■（■■■■
先生）買っても使わないテキストが多
すぎる。後もう居ませんが相模の■■
■■先生は許しません。ひいきがすご
すぎました。（薬学部・6 年）

・低学年のころから，国試や将来につな
がる意識をもっと持たせてほしかった。
（薬学部・6 年）

・教室の温度管理がわるい（薬学部・6年）
・レジュメが見にくい先生がいる　■■

■■■■（字がうすい，声も小さい，
わかりにくい）（薬学部・6 年）

・病態（薬治）に声が小さくて，レジュメ
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を見にくい先生がいるので90分間何やっ
ているのか分からない（薬学部・6 年）

・先生によって，やる気に差がある（先
生サイドの）（薬学部・6 年）

・演習講義について，教員によってレジュ
メの見やすさや内容にムラがありすぎ
る。全く意味を持たないような講義ま
であった。レジュメの文字がほぼ全て
ツブれて読めないなど，事務も対応し
ないのか？（薬学部・6 年）

・先生が学生を覚えていてくれる（薬学
部・6 年）

・ほとんど必修かつ一方的な授業ばかり
で，専門性以外の育つ訳がない。（薬学
部・6 年）

・テストだけ出て単位をもらって進級し
ている人を見ると腹が立った。（薬学部・
6 年）

・病態，薬物治療に関する授業がわかり
にくい。特にレジュメなどが見にくく
てたまらない。（薬学部・6 年）

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・悪い点・・・1 限の授業が突然，休講に

なってしまうことがある。（お知らせ情
報を確認してはいるが・・・）（薬学部・
1 年）

・数学のレベルが普通なのに上級よりも
やっている内容が難しい（薬学部・1年）

【２年生】
・授業のレジュメに関してのアンケート

もしてほしい。あきらかに，レジュメ
を読むだけしかない先生がいる。（薬学
部・2 年）

獣医学部獣医学科
【１年生】
・■■■■■■■先生の英語を聞き取れ

ず，“idiot「ばか，まぬけ」”という言
葉を投げ掛けられたことがある。この
言動は講師が行うこととして適切なも
のであるのか。言語のニュアンス等あ
るだろうが，文化の差異（言語の伝わ
り方等）を理解せずに“idiot”といっ
た発言をされるのは不愉快極まりない
ものである。（獣医学部・1 年）

・履修登録時の抽選が第 3 希望まですべ
て外れてしまったことは悲しくなりま
した。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・一般教養の講師の先生方の誠実な授業

により幅広い世界への関心が湧き，ま
た知識を深めることができた。（獣医学
部・2 年）

・レジメと授業が分かりにくいやつがあ
る。（獣医学部・2 年）

・あまり意味のない授業がそこそこある
ため，その授業時間をけずり，もっと
役に立つ授業や専門科目に時間をふっ
てほしい。（獣医学部・2 年）

・出席を重視するなら，授業日程もきち
んとしてほしいし先生にも時間を守っ
てほしい。（獣医学部・2 年）

・○高校で選択していなかった分野の授
業を受けることができた。×出席点を
課す授業があった。（獣医学部・2 年）

・授業は良いが，とにかく隣がうるさい。
ずっと前髪をいじっていて気持ちが悪
い（獣医学部・2 年）

【３年生】
・左隣のやつがうるさいです。201 教室を

使うものとして切実です。（獣医学部・
3 年）

・テスト多い。授業も実習も出席がきび
しい。（獣医学部・3 年）

・教室が 1 年間変わらないのは，変化が
無くて大学生活にあきる。実習で 16 時
半以降まで時間のかかる内容なら事前
に報告するべき。ブラック企業に入社
するための予行演習ですか？（獣医学
部・3 年）

・必修講義なのに出席を取らないのはど
うかと思う。そのせいもあり，講義に
来ない人が多すぎる。（獣医学部・3 年）

・レジュメが分かりやすい科目が多いの
で良い。（テスト勉強等に役立つ）（獣医
学部・3 年）

・研究室に気軽に相談に行ける。（獣医学
部・3 年）

・授業にもよるが，講議として非常にわ
かりにくいものがいくつかあり，どの
ように学習してよいかわかりにくい
（獣医学部・3 年）

・教え方が上手い先生（安達先生，工藤
先生，佐々木先生，高井先生）の授業
を他の先生も学んでほしい。下手な授
業（レジュメが見づらい，ダラダラ）
だと学生はその教科に対して苦手意識
をもつと思う。（獣医学部・3 年）

・専門課目の選択授業は，低学年でもと
れるようにして欲しい。授業で用いた
スライドをwebや学内サイトからダウン
ロード出来るようにして欲しい（獣医
学部・3 年）

・授業のレジュメにかいてないことや，
教科書にないことから問題をだす（獣
医学部・3 年）

【４年生】
・左隣のやつが常にイニム語録を使う。

右隣のやつが講義中に突然奇声を上げ
る。講義に全く集中できない。（獣医学
部・4 年）

・勉強の仕方に工夫が必要。（範囲がとて
も広い為）（獣医学部・4 年）

・ 2 年〜 4 年まで英語がないのに，4 年後
期で研究室でのゼミで内容が難しい論
文を英語でよまされるので，授業とま
では言わないが 2 － 4 年の間に英語に
ふれる機会を作ってほしい。（獣医学部・
4 年）

・学年が上がるほど教員が不親切で試験
が理不尽になる（獣医学部・4 年）

・役員やスタッフに対して自由に意見を
述べられる目安箱を設置してくれ。（獣
医学部・4 年）

【５年生】
・熱意のある先生が多いとやる気がでる

（獣医学部・5 年）
・ 1 年生に専門科目が少い。小テストが

多い。（獣医学部・5 年）
・出席を取りに来てくれる人がいるのだ

けれど，集中が切れる。また，遅刻し
た人もいる時，更に集中が切れる。例
えばカベかけ式のカードリーダーにし
て，授業開始前にカードをかざし，遅
刻した人は遅刻出席という形にしてほ
しい。出席をとる人がくる時間を見計
らって遅刻されるのが嫌です。（獣医学
部・5 年）

・テストとれてれば，出席は，どちらで
も良いと思う。授業は，あくまで理解
のための手段であり，その手段に固執
する必要性はない（獣医学部・5 年）

・専門授業は 1 コマ 60 分間だが，内容を
それだけの時間でまかなえているのか疑
問。授業がはやすぎる（獣医学部・5 年）

・教養科目が充実していてよかった。授
業中にマイクの電池切れで授業が中断
されたりして困ることがあったから，
予備をおくなど対策をしてほしい。（獣
医学部・5 年）

【６年生】
・外部講師の方をまねくのは良いが，専

門的すぎてわからない授業をしないで
ほしい。（獣医学部・6 年）

獣医学部動物資源科学科
【１年生】
・先生のやる気が感じられる授業が少な

かった。（獣医学部・1 年）
・出席を全て取ってほしかった。また，

出席カードの代筆が無い様，なにか工
夫してほしいと思った。真面目に行っ
てる人が来ない人と同じな扱いは嫌

薬学部／獣医学部
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だった。（獣医学部・1 年）
・情報の授業は，レポートを書く上でと

ても役に立った。（獣医学部・1 年）
・最初のオリエンテーションとイメージ

が大分ちがった授業があったりして嫌
だった。（獣医学部・1 年）

・moodleを使うのであれば，どの授業で
も共通して使ってほしいし，もっと実
家暮らしの生徒に優しく，休講・夜学
からのおしらせは“早く”してほしい。
（獣医学部・1 年）

・授業を受けることで，新たな考え方に
会うことができ，視野が広がった気が
します。（獣医学部・1 年）

・毎回小レポートを書くこにより内容理
解しやすくなるため良かったです（獣
医学部・1 年）

【２年生】
・2 年時の英語の講義が受けていて不快

（獣医学部・2 年）
・教科書が高い（値段的に）（獣医学部・2

年）
・興味のわかない分野は知識をつけると

いうよりも，ただの作業でレポートや
テストを受けているかんじがする。（獣
医学部・2 年）

・代理出席が可能なこと。（獣医学部・2年）
・2 年次後期の実習において，担当教員の

要領不足，準備不足によってムダな時
間をすごしたり，イライラすることが
ありました。（獣医学部・2 年）

・一コマあたりの時間が長く 90 分集中を
保つことが大変である。（獣医学部・2年）

・無駄が多いし，つまらない，意味がない。
（獣医学部・2 年）

・プレゼンの機会ほしい（獣医学部・2年）
・1 年の時のように，面談の時に，成積そ

して順位，細かい点数が知りたい。（獣
医学部・2 年）

・面談時に 1 年時は自分の成積や学年で
の順位について教えていただけたが，
今年は教えていただけなかった。（獣医
学部・2 年）

【３年生】
・テストがカンペ持ち込みありの授業は，

あまり真面目に授業をきいていなかっ
た気がする。（獣医学部・3 年）

・興味がない授業を卒業の為に受けて，
学ぶことを余儀なくされることはいい
ことではないと思う。三年にもなれば
やりたいことはそこそこ決まっている
ので，研究室からの課題などで対応で
きたらいいと思う。（獣医学部・3 年）

・専門の内容が学べて良かった。（獣医学
部・3 年）

【４年生】
・異なる先生の講義で，同じ内容を扱っ

ている事があったので，別の内容をす
れば，もっと多くのことを学べたのか
なと感じた（獣医学部・4 年）

・幅広い分野で学習できるのはいいが，
もう少し資格取得に向けた授業を増や
してほしい。（獣医学部・4 年）

・つまらない授業はほんとにつまらない。
（獣医学部・4 年）

・もう少し，実習で，器具の扱い方，操
作の意味（何のために，この操作を行っ
ているのか），試薬の調製方法，などを
深くやりたい。4 年でいざ卒論研究で
様々な器具や方法を行う上で，できる
人，できない人の差が激しく，ミスに
よる実験期間の延長などが，目に余る。
テストも，直前の暗記で乗り越えられ
るようなものでは，しっかりやってい
る人が意味を失う。（獣医学部・4 年）

・授業をもう少しわかりやすく，興味深
い工夫をしてしかったです。（獣医学部・
4 年）

・大学での授業でスクリーンを使っての
講義があると思われますが，時々文字
がとても小さくて見にくいことがある
ので，もう少し大きい字で表記しても
らえれば幸いです。（獣医学部・4 年）

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・授業中にうるさい人をもう少し注意し

てほしい。グループワークやディスカッ
ションでしゃべらない人を注意してほ
しい。（獣医学部・1 年）

・理系大学であるが一般教養に憲法や芸
術を取り入れていることは良いと思っ
た。（幅広い分野のことが学べて知識に
偏りがなくなるから。）（獣医学部・1年）

・どうせ学生が理解できないと教授自身
が考えている分野（範囲）はとばして
欲しい（獣医学部・1 年）

【２年生】
・教え方が下手。言葉がおかしい。つた

わりづらい結果よく理解できない。（獣
医学部・2 年）

・教科書を読んでいるだけの先生がいる。
（獣医学部・2 年）

・授業内容がつまらない。何を教えたい
のか分からない。自分の中で理解して
いることを分からない人に話している
から，分かる訳がない。（獣医学部・2 年）

・シラバス通りの授業でなかった（進め
方とか）板書がとりにくい（大切なこ
とがわかりにくい）（獣医学部・2 年）

・急に授業が休校になる。黒板の字が小

さくて見えない（獣医学部・2 年）
・出席を厳しくするのではなく，中間や

最後のテストで決めて頂きたい。（獣医
学部・2 年）

・添付してあるレポート用紙に書いてあ
ります。（獣医学部・2 年）

【３年生】
・踊（獣医学部・3 年）
・ワンパターンな授業が多い。（獣医学部・

3 年）

【４年生】
・教員が丁寧に教えてくれるが，自分で

考えなくてはいけないところが多く，
自分の能力で進みぐあいが変わるとこ
ろが良い点でもあり，悪い点でもある。
（獣医学部・4 年）

医学部
【１年生】
・倫理などの授業は見識を広げるのにと

ても役に立った。（医学部・1 年）
・レポートが多すぎる。（医学部・1 年）
・「全部重要なこと」すぎて頭がパンクし

そうです。医学部→ドイツorフランス
語は選択肢が少なすぎる。他言語に興
味があったのに・・・。（医学部・1 年）

・提出物が手書きなのは面倒。ワードを
使わせてほしい。（医学部・1 年）

・内容がわかりにくい授業が多いように
感じる。また，履修に意味を感じない
ものも多い（医学部・1 年）

【２年生】
・明確に不要な科目が複数存在する。そ

の上，その科目の■■が非常に大きく，
他の必要科目についての勉強時間を圧
迫している（医学部・2 年）

・休みを増やしてほしい！！（医学部・2 年）
・芸術分野の議義が少ないです。あと宗

教とか学んでみたかったです。（医学部・
2 年）

【３年生】
・レジュメは配布して下さい・アンケー

トに答えても改善されているかわから
ない。（医学部・3 年）

・声が聞こえづらい先生が多すぎます。
マイクは口に近づけて話してほしいで
す。（医学部・3 年）

【４年生】
・テキストが意味を成さない授業が多す

ぎる。（ 3，4 年）・授業の進め方，行
い方があまりうまくない先生方が半数
（差がはっきりわかります。）（医学部・

獣医学部／医学部
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4 年）
・生徒に興味をもってもらえる工夫はし

ているのでしょうか？少なくとも，ppt
のスライドは配るべきです。スライド
の写真をとる時間がもったいないです。
（医学部・4 年）

・レジュメが用意されていなくて授業うけ
る気がうせる。こちらも好きで写真とっ
ているわけではない。（医学部・4 年）

・出席きびしすぎ，電車などのおくれ，
リーダーのとりわすれにも対応すべき。
（医学部・4 年）

・先生の授業が下手（医学部・4 年）
・講義のスライドを配ってほしいです。

（医学部・4 年）
・レジュメが準備されていない授業が多

くこまっている。患者さんの写真をと
りたいわけではない。メモをとれるよ
うに待ってくれる先生もいるが全員で
はない。（医学部・4 年）

・授業におけるレジュメをきちんと配布
して欲しい。何年も同じ資料，新しく
改変されていないものを使い回してい
るのはやめて欲しい。（医学部・4 年）

・講師により内容のレベルに差がある。
理解しにくい先生がいる。学生目線に
立ってほしい。英語レベルが低すぎる。
不要な実習が多い。テストを毎回返却
してほしい。ブロック試験はやる意味
がないと思います。（医学部・4 年）

・レジュメなど紙媒体のものがなく，ス
ライドをただすごい勢いで流すだけの
先生は授業を聞く気になれない。（医学
部・4 年）

・レジュメの印刷おそいです。（医学部・
4 年）

・分かりやすい先生だけにしてほしいで
す。（医学部・4 年）

・スライドだけでなく，配れるものであ
るならばレジュメを配布してもらいた
い。（医学部・4 年）

・その講師の専門分野に深入りし，主に
国家試験の役に立たないことが多い。
出席システムの形骸化，ただカードリー
ダーを通すだけの人間が一定数いる。
（医学部・4 年）

・悪い点：レジュメを配らない（医学部・
4 年）

【５年生】
・医学図書館が空いていない時間が多く，

勉強できる環境ではない（医学部・5
年）

・チーム医療はほんとにいらなかったで
す。まじでまわりの好感度上げに付き
合っていられないです。（医学部・5 年）

・チーム医療演習は興味深く，良い。（医

学部・5 年）
・出席ばかり気にしている・チュートリ

アルなど必要のない授業が多かった。
（医学部・5 年）

【６年生】
・テストの結果を返してほしい。（医学部・

6 年）
・後期の授業は一部を除く必要なかった。

全てなくして授業料さげたほうがよい。
（医学部・6 年）

・国試に関することをやってほしい。（医
学部・6 年）

海洋生命科学部
【１年生】
・もっとレベルを上げて無能はふるい落

として北里大学を最強にしたいです
（海洋生命科学部・1 年）

・授業中，うるさい人への注意が足りな
いです。（海洋生命科学部・1 年）

・たまに腹立つ話し方の教員がいる（海
洋生命科学部・1 年）

・進級させて欲しい（せめて 2 年までは）
（海洋生命科学部・1 年）

・レベルが低い授業が多かった。（海洋生
命科学部・1 年）

・数学，英語がテストによってクラス分
けされました。しかし，そのクラスに
よって試験の難易度が違い，結果クラ
スによって平均成績の差がでていると
思います。（海洋生命科学部・1 年）

・もっといろいろ資格がとりたい。危険
物とか，毒物とか。（海洋生命科学部・
1 年）

・専門分野が少なすぎて学校に来る意味
がよくわからない。物理をやめたい。
いらない。（海洋生命科学部・1 年）

【２年生】
・出席を重視し過ぎていること。教員間の

情報共有がなく同一の内容を何度も聞
くことがあることの 2 点は改善して欲
しいと感じた。（海洋生命科学部・2 年）

・必修がほとんどで選択制がない点がわ
るい（海洋生命科学部・2 年）

・出席を重視した方が良い。授業終了後
も出欠調書を教卓前に置いている　意
味がわからない。初めから受けていた
学生に失礼。（海洋生命科学部・2 年）

・高校時，物理履修者だった人のことを
考えた授業，教え方をしていない。（海
洋生命科学部・2 年）

・第二外国語は自分を知るきっかけと
なった。（海洋生命科学部・2 年）

・出席を重視するわりには甘い。（海洋生
命科学部・2 年）

・出席のとり方をもっと厳しくしてほし
い。（海洋生命科学部・2 年）

・代筆に対する処罰が軽い。出欠調書は
講議開始直後に周し始め，周り終え次
第早急に回収すべき。50 分程遅刻した
者が出席扱いになるのは不公平である。
（海洋生命科学部・2 年）

・先生のスライド（黒板）を消すのがは
やい（海洋生命科学部・2 年）

【３年生】
・休講の連絡がおそい。（海洋生命科学部・

3 年）
・出席重視すぎである。ex）スクールバ

スが雨で遅刻→問答無用で欠席（1 年生
時）。欠席減点は有りだが，テストは受
けられるようにする。小テスト多めに
して復習に役立てるetc出席しやすい状
況にする。（海洋生命科学部・3 年）

・良かった点は，テストの範囲やレポー
トの内容について教えてくれる点。授
業に遅れるのはやめてほしい（海洋生
命科学部・3 年）

・先輩方から聞く三陸キャンパス時代には
もっと海と触れあって学びとしていたの
に今はほとんどない。正直もっと海に触
れられると思って進学してきたからがっ
かりです。（海洋生命科学部・3 年）

・ある先生が上から物事を言ってくるの
でムカつく。間違っててもあやまらな
い→出席する意欲がなくなる（海洋生
命科学部・3 年）

・英語　1 時間のためだけに学校に来させ
ないでほしい（海洋生命科学部・3 年）

・スライドの文字やプリントの文字が見
えにくく，困ったことが多くあった。（海
洋生命科学部・3 年）

・授業が半分以上終わってから遅刻して
きても名前を調書に記入すれば出席扱
いになるのか腹立たしい。（海洋生命科
学部・3 年）

・板書が読み辛い。スライドを用意しき
れていない等がある。（海洋生命科学部・
3 年）

・出席の用紙（名前を記入）が聴講のさ
またげになっております（多少）（海洋
生命科学部・3 年）

・授業中のディスカッション以外の私語
（海洋生命科学部・3 年）

・もう少しレードルを活用してほしい→
ほぼつかわない。先生が大学のしくみ
について理解していないところがあり
困ってしまう。（海洋生命科学部・3 年）

【４年生】
・出席が重視されすぎている（海洋生命

科学部・4 年）

医学部／海洋生命科学部
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海洋生命科学部／看護学部／理学部

・実験で，テキストを当日に配るのは少々
困った。自分の苦手分野だと，理解が
追いつかないから。3 年生後期で，研究
室における講義が用意されていたこと
は助かった。自分で全ての研究室を把
握するのは難しいから。（海洋生命科学
部・4 年）

・出欠席は学生証をスキャンする方式に
戻した方が良いと思う。（海洋生命科学
部・4 年）

・大学 1 年生の時に専門分野の授業をもっ
とやってほしかった。2，3 年生時につ
めこんでいる感じがした。（海洋生命科
学部・4 年）

・授業内で使用しない教科書類を必修と
して購入させる必要はないと思う。（海
洋生命科学部・4 年）

・ふとしたときにつかえる知識が身につ
いた（海洋生命科学部・4 年）

・一般教養で選択科目にたまにある，
「とってみたら，思ってたのとちがっ
た」はなくしたほうがいい（海洋生命
科学部・4 年）

・必修科目についてはなぜその科目が必
修なのかについて詳しく教えてほしい
です。（海洋生命科学部・4 年）

・違う授業で半分以上同じ内容だったも
のがあったので，基礎の部分を減らし
て専門部分を増やして欲しい（海洋生
命科学部・4 年）

【学年不明】
・成績の下位と上位で大学の治安が悪く

なりがちでいじめにつながりやすい
（海洋生命科学部・学年不明）

看護学部
【１年生】
・テストを返却してほしい。何がだめだっ

たのか分からないまま成績だけ返って
きても何も役に立っていない。あ，単
位取れて良かったという人が大事に
なってしまうのはそのせいなのではな
いだろうか。（看護学部・1 年）

・塩谷先生，英語の授業がとても興味が
わく内容でした。医療についてを違う
角度から知れた気がします。質問をし
た時もていねいに教えてくれました。
（看護学部・1 年）

・英語の塩谷先生は医療と英語を結びつ
けて教えてくれ，とても興味のわくわ
かりやすい授業でした。英文要約など
は大変だったがためになった。（看護学
部・1 年）

・一般教養科目で，出席の際，最初の方
は 2，3 分遅れた人にも遅刻をとってい
たのに，今は 30 分以上遅刻してもとく

に遅刻をとらないものがある。最初に
きちんと評価基準などは決めて教えて
ほしいし，最後までそれは守ってほし
い。でないと，最初に遅刻した人がか
わいそう。（看護学部・1 年）

・授業が出席重視で理解力や行動力や知識
で点数をつけてほしい。（看護学部・1年）

・専門科目が先生によって評価コメント
数が異なっていて統一していただきた
いと思った（看護学部・1 年）

【２年生】
・テストの解答開示をしてほしい→間違

えたところがどこかわからない　→ど
のくらいの正答率なのか　→覚え直し
をしたい（看護学部・2 年）

・授業の意義が見出せず何の為に行って
いるものか分からないものがあった。
持とうとはしてみたものの授業の内容
があまり分からず困惑した。友人達も
同じように感じており，授業の一体感
がなくその現境を悲しく思う。（看護学
部・2 年）

【３年生】
・1，2 年時のカリキュラムに余裕がある

反面，3 年時に詰め込んでいる感じに受
け取るため，調節できたら良いと思い
ます。（看護学部・3 年）

・1，2 年に余裕があって 3 年から忙しく
なるところが厳しい。（看護学部・3 年）

・出席が重視される授業が多いことが不
満である。実技科目，実習以外は出席よ
りも試験やレポートを重視してほしい。
自分は持病があり，出席したくてもで
きないことがある。出席はしているが，
話したりケータイをしている人は評価
され，病欠の場合減点になることが悲
しい。大学とは自主性を重視する場だ
と思うので，出席重視は，努力してい
ない人に単位を与えるために感じられ
てしまう。チーム医療演習について。
北里祭Ｌ 1 号館で受験生向けに放映さ
れていたチーム医療のビデオを，学内
でも学生向けに見せると良いと思った。
分かりやすかった。3，4 年生になって
もチーム医療の他職種への知識が乏し
い　学生がとても多く，そのままチー
ム医療演習を行っても無駄であるよう
に感じる。（看護学部・3 年）

【４年生】
・出席が成績にあまり反映されていない

と感じた。（看護学部・4 年）
・1 年の時から様々な分野のことを学ぶこ

とができました。（看護学部・4 年）

理学部物理学科
【１年生】
・物理を学ぶ上で，数学の科目が少なす

ぎるので，数学に関する科目を増やす
べき（理学部・1 年）

・授業に真面目に取り組んでいる馬鹿が
落ちるのは納得いかない。努力も評価
するべきだと思う。（理学部・1 年）

・ある程度の自学自習の精神をうながすの
は良いが，自分が思っていたより，授業
に対して適当がすぎる先生がいる。自分
の受けている英語Ｂに関していえば全く
意味がないとも感じる（理学部・1 年）

【２年生】
・専門文野の授業が少ない。（理学部・2年）
・教養をもっと学びたかった・・。1 コマ

のために通学するのは気が重いので，
よせて欲しい。（理学部・2 年）

・学ぶための授業ではなく，単位を取る
ための授業になっていることが悪い。
先生は，生徒のレベルを理解し，興味
を出させる必要がある。（理学部・2 年）

・私は，理学部物理学科に在籍していま
すが，生物や化学などの教科もあり幅
広い科学の知識を得ることができて良
かったと思いますが，数学や解析力学
の分野の教科も，あれば良いなと思い
ました。（理学部・2 年）

・出席点の制度を導入する授業が多過ぎ
（理学部・2 年）

・理学部数学科をつくって（理学部・2年）
・上の学年の授業にもぐりこみたかった

です。（理学部・2 年）

【４年生】
・教職関係の授業はとてもためになる。

（理学部・4 年）
・「欠席すると減点」がなされていない科

目があった。出席回数が足りていなく
ても，レポート（全員提出）を提出す
れば単位がもらえる，というのはおか
しいと思う。（理学部・4 年）

理学部化学科
【１年生】
・遅刻した生徒に対しては減点などの処

置があるのに，教師が遅刻，又は教師
の体調不良等の理由での休講となった
場合，教師から一言の謝罪もないケー
スが多い。一言謝罪があった方が良い
と思う。（理学部・1 年）

【２年生】
・大学にかようほど不安になる（理学部・

2 年）
・時に（理学部・2 年）
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【３年生】
・実験が沢山あるところが良いです。（理

学部・3 年）
・PCも用いて，レポートを書く機会が少

ない（理学部・3 年）
・より英語学習を深く多くやってほし

かった。（理学部・3 年）
・駅から遠い（理学部・3 年）

【４年生】
・北里は問 8 の項目 1 の右側に近く，個

人的に大学へ通う目的が明確にある場
合では過ごしやすいカリキュラム・課
題の難易度・環境であったように思い，
この大学を選択して良かったと感じて
いる。外国語（特に英語）の単位取得
の難易度（基準）は大学生としては低
すぎるよう感じる。（理学部・4 年）

・良かった点：講義資料や内容が充実して
いたため，自分の興味ある分野を深く学
べた。悪かった点：単位修得に向ける試
験が簡単すぎて，日頃の勉学を怠ってし
まったことがあった。（理学部・4 年）

・暴言，ウソ，が多い。言ってる事やっ
てる事が違いすぎる。誤字を減らして
ほしい。（理学部・4 年）

・教職をとっているのですが，講義中に
「教職目指しているやつなんて必ず失敗
するんや」とか全体の前で教職を批判す
る教授がいて辛いです。（理学部・4 年）

理学部生物科学科
【１年生】
・学部ごとにテスト期間や授業の終わる

日が違うと，モチベーションが下がる　
まだ授業があるのに学食やスクバが
やっていないのも困る（理学部・1 年）

・説明が下手。（理学部・1 年）
・教える気が無いような授業は生徒側もう

ける気が無くなります。（理学部・1 年）
・授業を受けている人数と教室の大きさ

が合っていないことがあった。暑いし，
ザワザワしていたためかなり集中がそ
がれた。改善してほしい。（理学部・1年）

・教養科目（通年等）の単位数が少ない。
授業をとって，かなり意味のあるもの
だと感じたから。単位数をふやしてほ
しい。（理学部・1 年）

・自由に受けたい授業が取れるので良
かった。（理学部・1 年）

・授業アンケートが全く生かされていな
い。全く理解させる気がない，あるいは
目的のはっきりしない授業もあった。学
費の見直しを希望する。（理学部・1 年）

【２年生】
・授業（特に実験）で全く参加意欲がな

い人への対応を考えてほしい。（理学部・
2 年）

【３年生】
・自分の考えを発信する機会が多くある

授業もあってそういう授業はとても役
に立った（理学部・4 年）

医療衛生学部健康科学科
【１年生】
・HSの健康科学演習で，もっと多くの具

体的な職業を教えてほしいです。（医療
衛生学部・1 年）

・スライドの速さがはやかった。（医療衛
生学部・1 年）

・テストを返してほしい。間違いの見直
しをしたい。点数を知りたい。（医療衛
生学部・1 年）

・映像などを使うことにより理解を深め
ることができた。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・政治や宗教など，様々な考えをもつ生

徒がいる中，自分の意見を押しつける
先生や，自分の意見を理不尽に押し付
ける先生がいると個人的に感じた。（医
療衛生学部・2 年）

【３年生】
・必修が多すぎる。学びたい事があまり

学べない。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・大学の授業で出席の代筆をする，ある

いはプリントを授業にこない人の分も
とっておくなど，そういうことは面倒
になってくるので，来ない人は来ない
自己責任をとれる形式を増やしてほし
い。（医療衛生学部・4 年）

・まじめに取り組んでいない学生に甘い
と感じた。（医療衛生学部・4 年）

・すばらしい授業をする先生がいる一方，
学生をおいてけぼりにした自己満足な
授業をする先生がいる。授業や先生を
えらべないのはとても不自由。やる気を
そがれてしまう。（医療衛生学部・4 年）

・3 年次で 4 つのコースに分けるのが意
味がわからない。コース分けするなら 2
年次にするべきだと思う。（医療衛生学
部・4 年）

・学費が高い。（医療衛生学部・4 年）
・声が小さいのにマイクを使わない先生

等がいた。（医療衛生学部・4 年）

【６年生】
・第二外国語は全員履修してもよいのでは

ないかと思います（医療衛生学部・6年）

医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・専門知識の習得（医療衛生学部・1 年）
・もう少しMLに関連した授業を受けたい

（医療衛生学部・1 年）
・ＡクラスＢクラスという理由だけで教

授がちがうのに，授業の難度があきら
かに違う科目があり，平均化してほし
い。あきらか（医療衛生学部・1 年）

・英語Ｂの授業を，英会話中心のものにし
てほしい。（スピーキング能力を高める
授業にしてほしい（医療衛生学部・1年）

・心理が良かった。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・トイレの便座を温かくしてほしい。木

のイスが固くてお尻が痛い（医療衛生
学部・2 年）

・体調が優れない日も実習があるため欠
席しにくい。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・テストの座席や，授業変更などはＡ 1

号館に貼り出しておいてほしい。（医療
衛生学部・3 年）

・先生の声が小さくて後ろまで届かない。
（医療衛生学部・3 年）

・第 2 学年から選択がほぼなく，忙しく
余裕のないカリキュラムと思う。1 年後
期はかなり時間があったと思うが，そこ
にもう少し講義を入れることは出来な
いのでしょうか。（医療衛生学部・3 年）

・スライドを見せる時にまっ暗にしない
でほしい。（医療衛生学部・3 年）

・学年，学部関係なく自由に受けられる
授業があったら出てみたい。専門分野
と関連がないものでもうけてみたい。
（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・ 4 年の授業のつめこみ方をもっと均等

にしてほしい（医療衛生学部・4 年）

医療衛生学部医療工学科
臨床工学専攻
【１年生】
・授業の難易度が高すぎる。他の学部と

授業のレベルが違いすぎる。（医療衛生
学部・1 年）

・授業がきついです。（医療衛生学部・1年）
・進級基準を下げてほしい（医療衛生学

部・1 年）
・英語を 2 つに分ける必要があまりない。

意味のない授業（医療衛生学部・1 年）
・授業に対して熱意のある先生が多く，

満足しています。（医療衛生学部・1 年）

理学部／医療衛生学部
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【２年生】
・なんかつまんない。（医療衛生学部・2年）
・たまに全く分からない授業があった

（医療衛生学部・2 年）
・レポート類は規定上，そのものの返却

が無理でも，評価，改善点等のコメン
トをフィードバックしてもらわないと
改善のしようがない。テストも，通年の
ものは，答案の返却や，正答の公表を
してほしい。過去問ができて困る。と
おっしゃる先生がいるが，それは仕方
ないことだし，わざわざとがめるほど
のことではない。・これまで，レポート
の手書き指定がいくつもあったが，何
の意義も見出せない。コピペした人の
評価を下げればよく，そのクラスまし
てや次の学年まで連帯責任を負うのは
おかしい。「伝統ある大学」が悪い意味
で出てしまっていると強く感じる。（国
試があるから，不正は認めない，は承
知しています）（医療衛生学部・2 年）

・Ａ号館のクーラー，暖房（医療衛生学
部・2 年）

【３年生】
・スライドや黒板の文字が小さすぎる先

生がいて困る。声が小さくて聞こえな
い。生徒によって態度を極端に変える
先生がいる（医療衛生学部・3 年）

医療衛生学部医療工学科
診療放射線技術科学専攻
【１年生】
・自身で考えて答え（正解，不正解関係

なく）を出す機会がないのはもったい
ない（医療衛生学部・1 年）

・説明が速い（医療衛生学部・1 年）
・年寄の方の授業がわかりづらい（医療

衛生学部・1 年）
・専門教育科目は楽しい（医療衛生学部・

1 年）

【２年生】
・楽しく授業を聞けているので満足。（医

療衛生学部・2 年）
・一年生の時の教養科目はつまらないも

のが多かった。放射線について学びに
きたのに，高校の復習をさせられて一
年間無駄なことが多かった。ある程度
は必要かもしれないが，一年からより
専門科目について学びたかった。（医療
衛生学部・2 年）

【３年生】
・長距離通学している人を考慮してほし

い。（電車遅延等）（医療衛生学部・3 年）
・講義変更の場合，シラバス自体をその都

度変えてほしい。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・パワポの文字が小さすぎるのに，それ

で講義を行う講師がいる。改善した方
が良い。（医療衛生学部・4 年）

医療衛生学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻
【１年生】
・うるさくても注意しない先生がたまに

います。（医療衛生学部・1 年）
・プレゼン・ディスカッション等，自分

の意見と話す機会が少なすぎる（医療
衛生学部・1 年）

【２年生】
・先生間のやりとりが足りない（医療衛

生学部・2 年）
・レジュメなどに重要なことを載せ重点

的に説明してくれる授業は非常に分か
りやすいが何を話しているか自分の
ペースで進めすぎていて分からない授
業もある。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・もっと自分をアピールできる場面がほ

しい！！（医療衛生学部・3 年）
・ 1 年次にも専門分野を少しやることで，

3 年次の量を少し減らしてほしかった。
（医療衛生学部・3 年）

・今年からネットで試験の結果を見るこ
とができてとても助かります。（医療衛
生学部・3 年）

【４年生】
・基礎的な部分（解剖・生理）は 1 年生

の時からやるべき。2，3 年になってか
らでは遅い。（医療衛生学部・4 年）

・実習系の授業でＴＡさんがいない授業
があったので，分からないときに困っ
てしまった（医療衛生学部・4 年）

・実習・実技が多くて学習意欲が沸いた
（医療衛生学部・4 年）

医療衛生学部リハビリテーション学科
作業療法学専攻
【２年生】
・話が長いです。（医療衛生学部・2 年）
・単位を 1 つでも落とすと留年なのは，

精神的に負担が大きい。（医療衛生学部・
2 年）

・レジュメの用意があるのとないのがある
ので等一してほしい　補講や休講は少
なくしてほしい（医療衛生学部・2 年）

・PowerPoint使用の講義で見えづらい
ス ラ イ ド が あ る。（ 黒 地 に 赤 な ど ）。

PowerPoint使用で，レジュメを配らな
い授業をなくしてほしい。PowerPoint
を見ても字が見えにくいスライドがあ
るため。（医療衛生学部・2 年）

・授業変更が多すぎて，自分の予定を作
ることができない。補講日は，なんの
ためにあるのか。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・レジュメに記載されていない内容ばか

り話す授業は，分かりづらい（医療衛
生学部・3 年）

・1 年生のときに，もう少し専門的な科目
の授業もあればいいのにと思う。一般
教養ばかりで空きコマも多く，時間が
もったいない。（医療衛生学部・3 年）

・具体的に，いつまでに学ぶべき内容が，
先生同士や学内で統一されていない
（医療衛生学部・3 年）

医療衛生学部リハビリテーション学科
言語聴覚療法学専攻
【１年生】
・特に 1 限目の授業開始時刻がいつも 2，

3 分遅れてする授業があった。（医療衛
生学部・1 年）

・人前の発表で緊張しなくなった（医療
衛生学部・1 年）

・教員の傲慢な態度。（医療衛生学部・1年）

【２年生】
・授業によってはレジュメに書いてある

ことを読んでいるだけの授業があり，
内容が薄く，興味をもつことが出来な
かった。（医療衛生学部・2 年）

・ 2ST言語学の■■■■先生がとても分
かりにくく，言語学を学ぶことができ
ていない。周囲の友人も不満を抱えて
いる人が多く，とても困っている。生
徒に「これってこういうこと？」とき
き，先生が理解できていないように思
う。（医療衛生学部・2 年）

【４年生】
・臨床実習Ⅰの学内実習で，友人ととも

に考え，悩む時間がたくさんあって良
かった。（医療衛生学部・4 年）

医療衛生学部リハビリテーション学科
視覚機能療法学専攻
【２年生】
・授業を通して，自分で更に深く考えた

り，より発展させることがあまりない
と思う。（医療衛生学部・2 年）

・授業変更した時は出席は全員したこと
にしてほしい。（医療衛生学部・2 年）

医療衛生学部
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【３年生】
・学科でまとめられて授業されても専攻

的には必要ないと感じた授業があった。
（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・内容的に仕方のないことかもしれない

が，2 年生の頃からもっと専門的分野の
知識を得たかった。（医療衛生学部・4年）

学部・学年不明
・就職に関する特別講議の内容が自己分

析に役立った。時間割を柔軟にするか，
選択科目をとりやすくしてほしい。（学
部不明・学年不明）

・出席しているのにしていない人と同じ扱
いなのが少し嫌（学部不明・学年不明）

・ア（学部不明・学年不明）
・ 6 年に上がってからのスケジュールが

少し厳しい。研究をもう少し早く終わ
らせてもう少し早い時期から授業があ
るとよかった。（学部不明・学年不明）

・スライドで授業をしていて，それのハ
ンドアウトがないので写真を撮ったら
怒られることが不思議で仕方ない。（学
部不明・学年不明）

・幅広い授業を受けることができたので，
知見が広がり，物の見方が変わった。（学
部不明・学年不明）

・よく分からない理由で勝手に怒って
帰ってしまう先生がいたのはちょっと
ないなと思いました。薮田先生は親身
になって相談にも乗ってくれる良い先
生だと思います。（学部不明・学年不明）

・教員ごとに授業の満足度にバラつきが
あり，その差が大きい。（学部不明・学
年不明）

・①先生方にオフィスアワーを設けてい
ただければと思いました。研究室に質
問に行ってお忙しい中，中断させてし
まうのは，申し訳ないので，週 1 回 1
時間だけでも，あると質問に行きやす
いです。②過去数年分の過去問を事務
室で公開していただければと思います。
授業前に公開してもらえれば日々の勉
強でどこに重点をおくか把握しつつ予
習，復習ができるので助かります。（学
部不明・学年不明）

・先生の遅刻はどうかと思う（学部不明・
学年不明）

・八雲はたのしかった（学部不明・学年
不明）

医療衛生学部／学部・学年不明
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薬学部薬学科
【１年生】
・PPの 1 年生も 1 年次から白金キャンパ

スへ行かせてほしかった。白金だけや
けにコンビニが少ない。（薬学部・1 年）

・3 限用のスクバと 3 限終わり人用の本数
が少なすぎる（薬学部・1 年）

・数学の閉まる時間が早い（薬学部・1年）
・特になし（薬学部・1 年）
・Callroom等，語学学習が一見充実して

いるように見えるが，実際そうでもな
く，留学のポスターもよく見るが，休
学中の金銭等のシステムがよくないの
で，語学教育へもう少しよい対応を求
める。（薬学部・1 年）

・スクールバスの充実　路線バスの混雑
解決目的のはずなのに，土日などに一
部学部に講義のある日にバスがないの
は悪影響，迷惑。（薬学部・1 年）

・事務室の人が少し感じ悪い。（相模原）
（薬学部・1 年）

・学費が高いのでもっと下げてほしい。
余計なことに金は使わなくていいので。
（薬学部・1 年）

・スクールバスを増やしてほしい・・・（12
時代，3 限後，4 限後のキャンパス→相
模）・ごみ箱を教室にも設置してほしい。
ケシカスを捨てる時大変に思う。（薬学
部・1 年）

・進路相談の対応の充実。（薬学部・1 年）
・PPに全休がほしい・・（薬学部・1 年）
・出席をとるのをカードリーダーでやる

ことを増やしてほしい。出席カードが
まわってこなかったり，代返などの行
為も減ると思う。（薬学部・1 年）

・特になし（薬学部・1 年）
・アンケートが長い・・・（薬学部・1 年）
・特になし。（薬学部・1 年）
・専門科目に期待してます。（薬学部・1年）
・はたらく細胞の新刊を教養図書館に入

れてほしい。SGDの内容を同じではな
く，それぞれちがうものにしてほしい。
（薬学部・1 年）

・ASCに大学の有機化学を教えてくれる
先生がほしい。（薬学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい。
収まりきらなかった学生が市バスに流
れるのは学外の人への迷惑につながる。
（薬学部・1 年）

・もう少し楽しい授業をうけたい　クラ
ブ・サークルを増やしてほしい（薬学

部の）（薬学部・1 年）
・チーム医療論で医療衛生学部が入ると

うるさくなるので，別教室で受けさせ
てほしい。彼女が欲しい。（薬学部・1年）

【２年生】
・テニスコートが欲しい。（薬学部・2 年）
・年末，年始全く楽しめないので，後期

試験の日程は非常識であると思う。も
う少し考えてほしい。（薬学部・2 年）

・単位ください（薬学部・2 年）
・単位欲しい（薬学部・2 年）
・教科書の選別をしっかりして欲しい。

学校で買った教科書のほとんどは，難
しすぎるか，簡単すぎる。お金の無駄
でしかなく，教科書必須の授業はやめ
るべき。（薬学部・2 年）

・授業内容分かりやすくまとめてほしい。
テストの負担が大きすぎる。（薬学部・
2 年）

・図書館毎日あけてください（薬学部・2
年）

・生徒の意見を大切にしてほしいです。
（薬学部・2 年）

・授業中の私語を止めさせてほしい（担
当教員からの注意など）（薬学部・2 年）

・スクールバス（白金）（薬学部・2 年）
・成人の日の翌日にテストを入れるのは

どうかと思う。（薬学部・2 年）
・成人式の次の日にテストをするのは本

当にどうかと思う。（薬学部・2 年）

【３年生】
・転学部，奨学金制度の改善・拡充（薬

学部・3 年）
・就職支援（3，4 年生）をもっと行って

欲しい。（薬学部・3 年）
・飲食スペースが白金にほしい。お弁当

勢の肩身がせますぎる。（薬学部・3 年）
・飲食スペース，勉強スペースがほしい。

（薬学部・3 年）
・ロッカーの通路が狭い。プリンターが

少ない。自習室が狭い　教室が狭い（薬
学部・3 年）

・空調設備がちゃんと動かない（薬学部・
3 年）

・一般教養をきちんと身に付けた恥ずか
しくない社会人になりたいので，その
ために必要な知識や体験を得る機会が
多いと嬉しいです。（薬学部・3 年）

・Wi-Fiが復活していないのでまた見直し

てください（薬学部・3 年）

【４年生】
・教室の席数を増やしてほしい。夏の冷

房が強すぎると思う。カゼを引きます。
（薬学部・4 年）

・学食が高い（白金），体育館が欲しい
（白金）（薬学部・4 年）

・スクールバスがほしい　授業内容が衛
星授業でもいいような内容なので行く
のがめんどくさい（薬学部・4 年）

・日程を出すのが遅い。変更などのお知
らせが遅い（薬学部・4 年）

・事務の連絡もれや，伝達の遅さ，研究
室の入る時期を早めて何の意味があっ
たのか，メリットやデメリットをよく，
考えてから実行すべき。（薬学部・4 年）

・学費が高いのに設備が整っていない，教
材費が高い。学生が自由に使えるコピー
機（コンピューター室のプリンターで
はなく）がほしい。実習書や模試の受
験費は学費に含めてほしい。新しい建
物はもっと計画的に建ててほしい。（研
究室の大きさを十分にとる。他の建物
との連絡通路をもっとしっかりきれい
に使るなど）学内のコンビニはファミ
リーマートが良い。（薬学部・4 年）

・判断や連絡が遅い。（薬学部・4 年）
・授業を静かにうけたい（薬学部・4 年）
・白金キャンパスにもパソコンとプリン

ターが自由に使えるコンピューター
ルームが欲しいです。ノートＰＣの持
ち運びは重くて満員電車ではつらいで
す。あと，白金キャンパスの自習室増
やして下さい。白金図書館の中の階段
も人が上り下りするとうるさいので段
差とカーペットにするとか何か工夫し
て下さい。（薬学部・4 年）

・白金の 2 号館について，スクリーンいっ
ぱいにうつすと，前の席（段の上じゃ
ない席）に座るとスクリーンの下の方
が全然見えません。どうにかしてほし
いです。（薬学部・4 年）

・事務連絡を速かにしてほしい（薬学部・
4 年）

・臨床医学概論っていう教科は授業の質
も低くく，テストも授業で教わったこ
とから 1 〜 2 割しかでないため，いら
ない科目だと思います。（薬学部・4 年）

問28　�「大学に望みたいことや期待すること，また，不満に思っていて改善してほしい点などを下記に自
由に書いてください。」　回答結果

薬学部



─ 18 ─

【５年生】
・薬学部の 1 号館にも掲示物を貼ってほ

しい。スライドを印刷して配るなら，
見える大きさの文字にしてほしい。（薬
学部・5 年）

・研究室配属の時期をもっと早めて欲し
い。（薬学部・5 年）

・事務の仕事が遅い（白金キャンパス）
（薬学部・5 年）

・事務の仕事が遅すぎる。掲示物を早く
出してください。（薬学部・5 年）

・一号館掲示板を無くさないで下さい。
（薬学部・5 年）

・イベントや提出物などの日程をもっと
早く出して欲しい。（薬学部・5 年）

・将来の視野がもう少し広がるように
遠々分野で活動してる卒業などの公演
会をしてほしい。（薬学部・5 年）

・自学ができるスペースをもっと拡大し
てほしい。3 期実習の影響でインターン
シップに参加できないことが多かった。
企業志望の人への考慮がほしい。他大
学の企業志望はみんな 3 期空きでした。
（薬学部・5 年）

・不満 ： 体育館建て替え工事により，部
活動を行う場所を失ったこと。代理の活
動場所の提供や，施設利用料の補助を
して頂きたかったです。（薬学部・5 年）

・北里さいこう！！（薬学部・5 年）
・大学の事務の仕事が・・・（薬学部・5 年）
・研究屋のデスクの数がもっと多かった

ら良かった。（薬学部・5 年）
・国試対策をもう少し早く始めてほしい。

学食をもう少し安くしてほしい。（薬学
部・5 年）

・指定校推薦での入学者が多すぎる気が
します。似たような生徒が集まりすぎ
で，大学としてあまり興味のある環境
でないと感じることが多い。高校でも
コツコツがんばってきた人の方が大学
の勉強も真面目に取り組み，国試合格
率に寄与するのは事実だが，そんな人
が多い環境はつまらないです。国試対
策の教育ではなく，まず大学として学
生に何を教育すべきか，考え直した方
がいいと思います。（薬学部・5 年）

・自己分析をする機会がなかったので，
インターシップに行くのに苦労した。
（薬学部・5 年）

・アンケートめんどうです。（薬学部・5年）
・特にありません（薬学部・5 年）
・講義中，おしゃべりをしている学生が

とても多いように思います。（薬学部・
5 年）

【６年生】
・環境整備に力を入れてほしい。学生の

意見を取り入れてほしい。（騒音やスク
リーンが見づらい，机の高さが大学生
には不適である。）（薬学部・6 年）

・給付奨学金制度をもう少し増やして頂
きたいです。（薬学部・6 年）

・勉強する環境が整ってなさすぎる。う
るさい，教室があつい，乾燥してる。（薬
学部・6 年）

・自習スペースをもっと快適にしてほしい。
（空調，土日の使用など）（薬学部・6 年）

・学費を払っているにもかかわらず，国試
対策講義にお金を払う意味がわからな
い。新棟に学費が使われて，薬ゼミ授
業も少なく，国試対策をもう少しするべ
き。あと，全体的に，事務はもう少ししっ
かりしてほしい。（薬学部・6 年）

・実習時の保険薬局学の対応が醜い。
・ 2 号館がくさい。まどがバキバキいっ

てうるさい。8 時になるとエアコンが切
れて寒い。カーテンのすきまから日が
入ってまぶしい。事務が遠い。連絡の
ミスが多くて混乱する。薬ゼミなどの
授業ふやしてほしい。（薬学部・6 年）

・自習室を増やしてほしいです。（薬学部・
6 年）

・工事の期間を考えてほしい。（薬学部・
6 年）

・満足です（薬学部・6 年）
・テスト期間にも関わらず，自習室が閉

室され，低学年時，非常に困った。こ
こまで勉学に時間を費やす学部はない
のに，自習できるスペースが少なすぎ
る。また講義室の台も狭い。工事の音
がうるさい。相模原のIPE図書館など，
土日 24ｈ開けてほしい。勉強に力を入
れる大学なので，もっと全体的に自習
スペース，図書館土日開館など力を入
れてもらいたい。（薬学部・6 年）

・特にありません。（薬学部・6 年）
・白金の教務が何したいのかわからない。

なんでコントロールできないのに全館
空調にするんですか？いい迷惑です。
（薬学部・6 年）

・配布のPCにノートパソコンとiPadが欲
しい。（薬学部・6 年）

・新校舎のエレベーターの待っている所
に，エレベーターが何階にいるのか表
示してほしい。（薬学部・6 年）

・工事の音がうるさい（白金キャンパス）
2301 で夕方まぶしい。事務の対応を見
直していただきたいです。（薬学部・6年）

・自習のスペース・教室の窓が少ない→
空気がすごい悪い（薬学部・6 年）

・教材・講座代が高い。（薬学部・6 年）
・空調システムを改善してほしいです。

（薬学部・6 年）
・学食の電子レンジの数を増やして下さ

い。（薬学部・6 年）
・事務の人のチェックが甘い。プリントミ

ス多すぎだと思います。（薬学部・6 年）
・なし（薬学部・6 年）
・Wi-Fiが弱いときがある。設備点検（停

電）のお知らせ等重要なものはもっと
強く連絡してほしい。講義室の椅子の
高さと固さがよくない。腰を痛めてい
る人をけっこう見かける気がする。3 号
館の南側が暑い。11 月でも冷房をつけ
ないといけないのはつらい。改善求め
ます。（薬学部・6 年）

・卒論発表は 4 月。4 月から国試に専念さ
せてください。（薬学部・6 年）

・講義室に加湿器又はナノイーをつけて
下さい。空気清浄器も可です。（薬学部・
6 年）

・PPの卒業研究が非常に負担で，国試の
勉強時間が取れない。卒研を必修から
外して欲しい。（薬学部・6 年）

・教室の空調が適温でないこと。事務の
プリントにミスが多いこと。ガイダン
スにムダな時間が多い（薬学部・6 年）
（薬学部・6 年）

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・教務課の人の対応が少し冷たいのが不

満なので親身になって話をきいてほし
い。（薬学部・1 年）

・スクバ増やしてください。（薬学部・1年）

【２年生】
・特になし。（薬学部・2 年）
・白金図書館に一般書をもう少し多くお

いてほしい。（薬学部・2 年）

【３年生】
・教室がせまい。（薬学部・3 年）

獣医学部獣医学科
【１年生】
・後期のテスト期間は 1 月 9 日からにし

て欲しいです。それよりも前にテスト
があると，成人式のために地元と大学
を往復することになるので，時間とお
金が無駄になってしまいます。

・昨年，一昨年で不評だった先生は替え
てほしい。（獣医学部・1 年）

・ばなな（獣医学部・1 年）
・休学費が高い（獣医学部・1 年）
・休学費が高すぎる。グローバル人材を

育てると国際交流の所にあるのに，留
学するために休学したい人にとって，
休学費が高いということは，逆に留学
をしにくい状況になる一つの原因であ
る。（獣医学部・1 年）

薬学部／獣医学部
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・授業は驚くほど分かりにくいのにテス
トが難しすぎて過去問を手に入れない
ととても単位をとれない授業がある。
そういう不公平さがなくなればと思う。
（獣医学部・1 年）

・スクールバスの本数をもっと増やして
ほ し い で す。11 月 20 日 か ら 15 時 30
分のバスがなくなったのはかなり不便。
（獣医学部・1 年）

・大きな図書館を作って欲しい。また，
留学制度をもっと積極的に導入して，
異文化交流をし，広い視野を身につけ
ることができる環境が整ったら，より
良いと思う。講演会などもジャンル問
わず，北里大学で行われて欲しい。「大
学」という看板をもっと利用していい
と思います（獣医学部・1 年）

【２年生】
・テストの結果をネットで（スマホで）

みられるようにしてほしい。（獣医学部・
2 年）

・出席をなくしてテストやレポートのみ
で点数をつけてほしい。・テスト期間が
長すぎて，授業日程が圧迫されていて
（土曜授業など）かえって学習意欲に
支障が出るので，従来のテスト期間に
戻してほしい。（獣医学部・2 年）

・各研究室に対しての理解が足りないの
で，それを知る機会がもっと欲しい。（獣
医学部・2 年）

・掲示板の電子化（ネットでも見れるよ
うに）（獣医学部・2 年）

・生活の中で困ったことや校内でやりた
いと思うこと（サークル活動やその他
自発的な企画）を相談できる場所（設
備）や人（職員，教員）がいません。
数学センターに問い合わせても，「それ
は対応できない」という態度。特に十
和田の学生は 9 割以上が一人暮らしで
すし，閉鎖的なコミュニティの中にい
るため，それらの支援が必要です。新
しい交舎を建てる余裕があるなら，もっ
と学生のサポートに力を入れて下さい。
お願いします。（獣医学部・2 年）

・テストの結果をネットでも見られるよ
うにしてほしいです。（獣医学部・2 年）

・学内にコンビニを置いて下さい。もし
くは移動販売の弁当屋をOKにして下さ
い。コンビニもどきの店は値段が足元
を見られていると感じざるをえません
（獣医学部・2 年）

・電子媒体で文を読むことが多いがそう
いう意をひろいあげる設問がない。設
定を見直すべき。（獣医学部・2 年）

・アンケートの回答数多すぎ。（獣医学部・
2 年）

・大学の裏側（南側）にも門を作ってほ
しい。（獣医学部・2 年）

・学食の充実化，コンビニなどの品ぞろ
え，大学内に参考書などを買える所が
欲しい。図書館の本が古いものが多く
て新しいものが少ない　相模のキャン
パスに比べがっかりする所が多すぎる。
（獣医学部・2 年）

・裏門をもう 1 つつくってほしい（獣医
学部・2 年）

・再試の合格結果を進級結果と同時に出
すのはやめてほしい。前期の再試など
は再試の採点が終わり次第出してほし
い。貼らないことによるメリットがなく
デメリットしなか感じないし，他大学と
比べても異常である。（獣医学部・2 年）

・教室が寒いのをどうにかしてほしい。
→学業に支障をきたしている。（獣医学
部・2 年）

・駐輪場に屋根をつけてほしい（獣医学
部・2 年）

・テスト結果の発表をインターネットで
も行ってほしい。（獣医学部・2 年）

・Ａ棟かＢ棟にセブンイレブンかファミ
マを入れて下さい。試験の結果をネッ
ト上でも出して下さい。床暖房を完備
して下さい。自習スペースがとても寒
いので何とかしてください。自習スペー
スが少ない。Ａ棟かＢ棟に自習室つくっ
て暖房完備して土日も開けてほしいで
す。（獣医学部・2 年）

・座学がつまらない。（獣医学部・2 年）
・暖房調節をきちんとしてください。寒

いです。（獣医学部・2 年）
・出席をとる必要はないと思う。（獣医学

部・2 年）
・となりのやつがウザい　汚い言動が多

い。（獣医学部・2 年）

【３年生】
・テスト結果をネット上でも開示してほ

しい。（獣医学部・3 年）
・学食のメニューが少なく，高い。もっ

とメニューを増やして，安くして欲し
い　相模原キャンパスと比べて絶望し
ている。あまりに十和田の学食はヒド
い。メニューの改善，値段の改善，そ
して，味の向上を望みます。学食に毎
日行っている者として切実です（獣医
学部・3 年）

・十和田キャンパス内のヤマザキショッ
プの店員を換えてほしい。購買意欲が
失われる。学食ももう少し安くしてほ
しい。（獣医学部・3 年）

・キャンパスが田舎にあること。食堂が
毎回混んでいるし，食堂で働いている
人でやる気がない人がいる。このよう

なアンケートをきちんと反映してほし
い。（獣医学部・3 年）

・講義中に入退室する人が多過ぎて集中
できない。また，出席確認の時だけ来
て，退室したりする人もいてもっと厳
しく取り締まってほしい。こういう人
達はほとんどが教室の後ろ側にいる人
達。土足厳禁の棟内を平気で土足で入
る人が多過ぎ。一度，先生から話があっ
たにも関わらず，全く守っていない。（獣
医学部・3 年）

・出欠に気をとられて授業の説明を聞き
逃しやすい。出欠をとるタイミングを
どうにかしてほしい。・実習説明中，生
徒のしゃべる声が大きくて聞きとれな
いことが多い。説明のタイミングの改
善かおしゃべりする生徒をどうにかし
てほしい（獣医学部・3 年）

・成績表に点数（できれば順位も）記載
してほしい（獣医学部・3 年）

・国試の合格率をあげたいのなら，周囲
に勉強できるスペースやカフェなどを
作るべきだと思う。他大と比べて環境
が閉鎖的すぎるので，社会を知るため
にも大学側は少し考えをあらためた方
がいい。（獣医学部・3 年）

・図書館の前の門を開けてほしい。（獣医
学部・3 年）

・特になし（獣医学部・3 年）
・大学のＢ棟，Ａ棟のラウンジでもっと

勉強したい。11 時は早い　24 時間勉強
可能な教室をつくってほしい（獣医学
部・3 年）

・きめの細かい指導と，教員同士の連携
のとれた授業を望みます。（獣医学部・
3 年）

・日曜日も図書館，Ａ号館を開放してほ
しい。（獣医学部・3 年）

・ウェブサイトの更新をきちんとしてほ
しい。（獣医学部・3 年）

・教室（Ｂ号館）の机の中には荷物を置
いてもいいようにしてほしい。白衣な
ど置いておきたい。・西門を日曜日や祝
日も開けてほしい。（獣医学部・3 年）

・試験期間中の日曜日，学生ホールを開
けてほしい。（獣医学部・3 年）

・自分の学年内での順位を教えてほしい。
他学部では教えてもらっている。順位
を教えないメリットはほとんどないと
思う。（獣医学部・3 年）

・図書館を靴をはきかえずに利用できる
ようにしてほしい。階段は冬あぶない
ので改築してほしい。図書館や自習室
の机や椅子の高さ，強度を勉強しやす
いもの，長時間座っていられるものに
してほしい。（獣医学部・3 年）

・Ｖ 1 号館から 6 号館に渡れるように 4

獣医学部
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号館を開放して欲しい。館内の掲示で
は 6 号館と 1 号館が 2 〜 4 階でつながっ
ているが，実際は 1 階，2 階まで下り
なければならず，不便。日曜日にも冷
暖房がついた自習室をつくって欲しい。
Ａ，Ｂ棟のラウンジが，平日も非常に
寒い。保健室や学生相談室を土曜日も
開けて欲しい。授業で行く事が出来な
い。（獣医学部・3 年）

・テスト期間がのびたことで緊張状態が
続いて眠れなかったり，精神的につら
いので，テスト期間は前の長さに戻し
てほしいです。土曜に授業が入ること
で復習する時間がとりづらいこともあ
ります。また，教室がさむいのでもう
少しあたたかくしてほしいです。（獣医
学部・3 年）

・夜間，18：00 〜 19：00 頃まで学食を
できるようにして欲しい！（獣医学部・
3 年）

【４年生】
・なし（獣医学部・4 年）
・ヤマザキショップの商品の値段が他の

コンビニに比べて高い。ヤマザキショッ
プのおばさんが話しかけてきて，うっ
とうしい。話しかけてこないでほしい。
食堂のご飯の値段が高い。大しておい
しくもないし，うどんなんて 3 品 100
円レベルのものなのに足元見すぎ。値
上がりしたりして調子乗りすぎ。（獣医
学部・4 年）

・テスト期間が長すぎる　土曜は休みた
い（獣医学部・4 年）

・相模原も十和田も，事務の人の態度が
悪過ぎ。偉そうな話し方を止めて欲し
い。（獣医学部・4 年）

・学食の改善・コンビニの改装，学食を
もう少し安くしてほしい。人の動きが
遅い。（獣医学部・4 年）

・同じ大学なのに十和田と相模キャン
ペーンで学食・自習室・学生課におい
て対応等が違いすぎる。少なくとも。
最近改善してほしいと思った事は，年
間スケジュールの変更（土曜授業の変
更）は学生メールで良いから連絡して
ほしかった。（獣医学部・4 年）

・事務がとても不親切なので改善してほ
しい。（特に学生課の女性の 1 人）テ
ストの時間割をもう少し考えてほしい。
（授業終了 2 日後にその科目のテスト
とかやめてほしい）学生ホールや 10 号
館などのトイレをもう少しきれいにし
てほしい。（獣医学部・4 年）

・試験の解答例の公開（獣医学部・4 年）
・持病を持っている学生への出席の配慮が

あるとありがたいです。（獣医学部・4年）

・構内全ての施設でWi-Fiを使えるように
してください！！！学食を改善してくだ
さい。（獣医学部・4 年）

・パワハラ野郎は即解雇で。そういう事
を上奏できる場所があってもいいよ
な？（獣医学部・4 年）

【５年生】
・教員によるパワハラ，アカハラを受け

ている生徒の声をちゃんと聞いてほし
い。またただ単に注意という形で済ま
すのはどうかと思う。違う学科だが，
何人もの生徒がハラスメントでうった
えているにもかかわらず，改善点が見
られない。（獣医学部・5 年）

・研究室の人数の見直し。（獣医学部・5年）
・青森キャンパスがある必要ない。（獣医

学部・5 年）
・このアンケートをしっかり反映してほ

しい。（獣医学部・5 年）
・つかれた（獣医学部・5 年）
・大手のコンビニが大学内にほしい。ト

イレに手の乾燥機がほしい。（獣医学部・
5 年）

・24ｈ使える，図書館orスペースが欲し
い。どうせ，冷暖つけっぱなしだし。（獣
医学部・5 年）

・特になし（獣医学部・5 年）
・出席にうるさい。（獣医学部・5 年）
・出欠を重視しないでほしい。コアカリ

キュラムに沿って試験をつくってほし
い。（獣医学部・5 年）

・この様なアンケートや授業アンケート
をしっかりと反映させてほしい。今の
ままでは何も変わっていないと感じる
（獣医学部・5 年）

・より匿名性の高い，学生からの意見箱
のようなものを常設してほしい。改善
してほしい点はたくさんあります。（獣
医学部・5 年）

・大学内にカフェやコンビニを作ってほ
しい（獣医学部・5 年）

・特に何も期待していない。（獣医学部・
5 年）

・大学内に，コンビニやファストフード
店ができれば学生のＱＯＬはもっと向
上すると思います。（獣医学部・5 年）

・なし（獣医学部・5 年）
・テスト前や期間中に，獣医学科が自習

する場所が少なく，学生ホールを指定
されているが音楽がとてもうるさい。
教室等を開放すると学生としてもあり
がたい。10 号館の冷暖房設備を改善し
てほしい。（獣医学部・5 年）

・エントリーシートを添削してくれる就
活支援室のような部屋が欲しい。緊急
で相談したい時等，誰に相談すれば良

いかわからない。エントリーシートを
相模原に毎回送ると，時間がかかり，
困る。（獣医学部・5 年）

【６年生】
・部室棟（学生会館）をもっと多くの部

活が使えるよう，整備してほしい。必
要なのに部室のない部活がある。（獣医
学部・6 年）

・自習室を整備していただきたいです。
もう少し夜遅くまで暖房をいれてほし
いです。（獣医学部・6 年）

・自習室を整備して欲しい（暑すぎる／
寒すぎる／休日に空いていない／使え
ない日がある／イスが座りにくい／
Wi-Fiが使えない。）・アンケート質問数
が多い割に意見を書く場がない。（獣医
学部・6 年）

・卒論発表がおわってから，すぐにテス
トを行うのは止めてほしい。精神的に
つかれているため，休みが必要だと思
う。（獣医学部・6 年）

・教務，学生課の対応がひどすぎる（面
倒くさそうに対応したり，説明が不足
していて，問違えていることがあるな
ど・・・）・不満を言っても大学は一切と
りあってくれず揉み消そうとする。本
当にひどいと思う。（獣医学部・6 年）

・就活しやすい研究室活動（獣医学部・6
年）

・事務課の入って左にいる女性の方にも
う少し優しくしてほしい。（獣医学部・
6 年）

・学生の生活にお金を還元してほしい　
高い学費を払っているので（獣医学部・
6 年）

・研究室ごとに設備がちがいすぎ，差が
あると感じる（エアコン，器具等）（獣
医学部・6 年）

獣医学部動物資源科学科
【１年生】
・補講の連絡をメールしてほしい（獣医

学部・1 年）
・特になし（獣医学部・1 年）
・スクールバスを減らさないでください。

（獣医学部・1 年）
・スクールバスの本数を増やして欲しい。

（獣医学部・1 年）
・大学のHPに載ってるニュースなど，

もっと知れ渡らせていいと思う。（獣医
学部・1 年）

・シラバスに書いてあることと授業内容
がちがうように思います。何をしてい
るのかも分かりにくいです。（獣医学部・
1 年）

・スクールバスが少ない。学生の自転車

獣医学部
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のマナーが悪すぎる。もっと指導して
ほしい。傘さし運転，無灯火運転（獣
医学部・1 年）

・特にないです。（獣医学部・1 年）
・もっと，教え方のうまい教員に授業を

担当してほしい。（獣医学部・1 年）
・パンとかの自販があるといい。・学費を

安くしてほしい。・学費の内訳が知りた
い。・何かの賞品として，お金を使って
ほしくない。（獣医学部・1 年）

・数学（基礎クラス）の先生の教え方が
不満である。全く基礎でなく難しい。
ついていけない。（獣医学部・1 年）

・バスの本数を増やしてほしい。特に，
12 時台。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・キャンパスごとで，設備等の格差を感じ

る。（実験器具が特に）（獣医学部・2 年）
・日曜日もコンピュータ室を使いたい

（獣医学部・2 年）
・選択科目を増やして欲しい　1 年の時く

らにして欲しい（獣医学部・2 年）
・英語の授業（VZ2 年）のペースが遅い

上に受ける意味をあまり感じない。先生
が複数人いるなら，1 年と同様にレベル
ごとに分けて欲しい。（獣医学部・2 年）

・定期試験の発表をPCで見れるようにし
てほしい。今年，受講している英語の
授業は，前半と後半組のそれぞれの先
生の採点基準が違うため，成績の付け
方に差があり不平等だと思った。（獣医
学部・2 年）

・1 階でもネットが使えるようにしてほし
い。大学のusbプリンターを無料化して
ほしい。（獣医学部・2 年）

【３年生】
・学食の充実。（獣医学部・3 年）
・教室を広くしてほしい（獣医学部・3

年）
・全校舎でWi-Fi使えるようにしてほしい

です！（獣医学部・3 年）
・図書館と学生会館を早く建て替えてく

ださい。マイクロソフトのアプリケー
ションの配布のやり方をもう少し楽に
してほしい。（獣医学部・3 年）

・一年次も専門の内容が学びたい。（獣医
学部・3 年）

・周囲のやる気のなさと進級規程の甘さ。
もっと留年させていいと思う。甘い。（獣
医学部・3 年）

・十和田にキャンパスがあることが就活
に不利であると感じています。（時間，
経済的な面で）（獣医学部・3 年）

【４年生】
・ 1号館のトイレが汚い。（獣医学部・4年）
・就職活動のアドバイスの機会がもっと

欲しい。（獣医学部・4 年）
・教室内でも，Wi-Fiが使えるなどといっ

た，ネット環境を，Ａ・Ｂ館だけでなく，
整えて欲しい（獣医学部・4 年）

・小テスト増やして欲しいです。（復習せ
ざるを得ないので，テスト前が楽にな
りそう）（獣医学部・4 年）

・都会に住みたいです　キャンパスを都
会に（獣医学部・4 年）

・もっと都会にあると思ってました。せめ
てもっとスノボのできる県にして！！
（獣医学部・4 年）

・特にないです。（獣医学部・4 年）
・就職に応じた，追加の勉強，その他必要

なことを練習する時間と機会が欲しい。
ある程度，大学での時間の使い方をハッ
キリさせ，アルバイト，サークルなど，
別のことに費す時間の予想が立つよう
にして欲しい。（獣医学部・4 年）

・ごく一部の指導者がその日の気分に
よって態度や発言を変えるのはいただ
けないと思う。気分が乗らなくても卒
論や研究に関することに対しては，最
低限の対応をしてほしいです。（獣医学
部・4 年）

・教授である前に人間であれっていう発
言をする教授がいた。教授は，教育者
ではなく，ただ研究した成果を伝えて
いるだけと悟りました。学生課に苦情
は，入れないけど，そういう教授もい
ること分かっててください。アサハカ
ですね。（獣医学部・4 年）

・一部，指導者としての自覚や能力が足
りず，学生に迷惑をかけている教員が
います。今後の後輩のためにも，この
ような人に対しての指導や対策がもっ
と充実していると，有り難いです。（獣
医学部・4 年）

・教員教育者として自覚してほしい。一
部。言い方に気をつけるとか。生徒に
差をつけないとか。対策おねがいしま
す。（獣医学部・4 年）

・研究室で，周りにしわ寄せがきている
のに，迷惑かけていることに気づいて
いないことに残念。改善してほしい。（獣
医学部・4 年）

・研究室の担当教員による指導が少ない。
計画を立てないで実験を始めるので，
うまくいかない。教員と一緒に計画し
ているが，備品不足などを教員が把握
しておらず機械の使用に無茶ができる。
土日にあたりまえのように学校に来て
作業するように言われる。（獣医学部・
4 年）

・栄養生理学研究室の教員が，計画性に
欠けているので困っています。（獣医学
部・4 年）

・研究室の先生のパワハラ（獣医学部・4
年）

・特にありません（獣医学部・4 年）
・特殊な就職先（動物園）に必要な知識

を習得できる選択科目がほしい（獣医
学部・4 年）

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・スクールバスの本数を増やして欲し

い！！（獣医学部・1 年）
・スクールバスの本数を増やして欲しい。

毎度あり得ない人数をつめこまれ，時
刻表さえ守られていないので，もう少
し改善して欲しい。（獣医学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やして欲しい
（獣医学部・1 年）

・スクールバスと一般のバスでは，大学
⇔相模大野の移動時間に大きな差があ
ると感じる。スクールバスでの移動時
間はもっと短くならないのだろうか。
（獣医学部・1 年）

・スライドだったり配布プリントだった
りバラバラなので，いっそのこと一般
教育科目に関してはスライドで統一し
て欲しい（問 10 かも）（獣医学部・1 年）

・パソコンを所持していない学生もいる
ため，課題提出などを強制的にパソコ
ンを使う作業にしてほしくない。（獣医
学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい。
（獣医学部・1 年）

・教学センターの人の対応の態度が「何
様だ？」と思うくらい上から。このア
ンケートを見て感じたであろう気持ち
こそ，私が教学センターに抱いている
気持ちに近いであろうと思う。あとバ
スがクソなのでお偉い方はしばらく学
生と同じ交通手段を使ってみるなどし
て自分で確めてほしい。「学問なき経験
は経験なき学問に勝る」ことを知れ（獣
医学部・1 年）

・望んでも期待しても決して改善しない
だろうと思わせる対応の悪さを改善し
てほしい。どうせ改善しないだろうけ
ど。学食が割と高いのにそんなにおい
しくない。安くするかおいしくして欲
しい。（獣医学部・1 年）

・学科でのイベントを行いたい。（獣医学
部・1 年）

・スクールバスの台数を増やしてほしい　
10 分ごとではなく 5 分ごとや 2，3 分
おきなど待ち時間を短くしてほしい（獣
医学部・1 年）

獣医学部



─ 22 ─

【２年生】
・学科がよく分からない。Ｖ．2 と大きく

何か違いすぎる。同じキャンパスなの
に。（獣医学部・2 年）

・アンケートが長い。（獣医学部・2 年）
・食堂にデザートがほしい　相模原みた

いに休講を教えてくれるサイトがほし
い（獣医学部・2 年）

・時間にルーズな先生や，教科書の販売
などでいい加減なことが多かった。（獣
医学部・2 年）

・■■教授を教授職から下ろすこと。キャ
ンパスを都会に作ってほしいこと。高い
授業料を払っているのだから，テストの
説明もっとていねいにしなさい。単位を
もっと楽に取らせなさい。無駄に過ごし
た 2 年間を返しなさい。■■教授の残
酷さを無くしなさい。具体的には再試で
も拾うこと。（獣医学部・2 年）

・宇宙の真理と一体化したいです。（獣医
学部・2 年）

・ワイファイが欲しいよ（獣医学部・2年）
・転学をもっとオープンにして欲しい。

（獣医学部・2 年）
・書ききれないのでレポート用紙に書き

ます。Ｈ 29 年 11 月 23 日　大学に対す
る私の不満　回答者　初めに私，回答
者のこのアンケートに対する大学の対
応に憤りを感じている。なぜなら，こ
のようにＡ 4 レポート用紙複数枚にも
上る不満がある中，大学はアンケート
最終頁の小さい枠で不満を書くのは十
分であり，従ってアンケートは数日中
に終了すると考えを持っていたからだ。
それほど，この大学は学生が抱いてい
る不満に対する処理や解決，又は調査
に無関心な事は明らかだ。せめて，レ
ポート用紙に鉛筆の芯，消しごむ，こ
の文章を書く為に必要な手の筋内の労
力，頭脳が無駄にならない対応を望む。
もし，この文章が何か教授あるいは重
役達の会議の資料レジュメとして使用
されたらお茶でも飲みながらこの私が
持っている不満を考察してもらえれば
幸いだ。Ｈ 29 年 11 月 23 日　回答者　
醜い田舎景色を横目に見ながら　私の
この大学に対する不満を例挙する。①
キャンパスの立地条件の最悪さ②ネー
ミングセンスがないと言わざるを得な
い学部名③他大学とは違う事をアピー
ルしているのか知らないが，不思議な
授業カリュキュラム又は進級規定④高
い学費の割に合致しない施設設備と企
画等⑤異常な程の過去の実績，記念日
に対するこだわり性　①について　
「若人よ若いうちに楽しめ」旧訳聖書
コヘレトの言葉にあるように，大学生

活は人の一生の内で一番輝いていると
言っても過言ではない。なぜなら，大
学を卒業して社会に出るともう二度と
輝かないからだ。しかし，この大学の
立地条件は劣悪さを極めている。大学
生は都会で生活し，都会のエネルギー
を身体一杯蓄積させて，社会へと出る
べきであるにも関らずである。田舎で
生活して自己利益に結びつく事は何か
あるのだろうか。いや，ほぼない。あ
るとしたら，きれいな空気と自然くら
いであろう。そのような物事はぜんそ
く患者か精神異常者か，あるいは都会
にあきた人らにとっては価値があるが
少なくともこの文章を書いている私，
回答者はこれには当てはまらない。一
年生では神奈川県で都会の満ちあふれ
た空気を肺に吸い込んで，精神衛生上
良い環境であったが，今の現状を確認
する為に外を見ていると酷い，酷い風
景，例えば田んぼや畑等の吐き気を催
す土地しか目に入ってこない。思わず，
目をそむけ見てはいけない情景を見て
しまった気持ちになり，正常な心を保
てなくなる。「自然でリフレッシュしよ
う」と言ういまいましい文句を見つけ
た事が以前あるが，回答者である私が
この場所の自然で何か体調が改善され
た気がしないし，余計，悪化している。
もうすぐこの場所に来て，一年が経過
するが全く都になっていない。全くと
んでもない所に左遷されたような気が
してならない。②について　受験をし
た時からうすうす気になっていたが，
この学部のネーミングセンスには呆れ
た。決して，私，回答者を含む学部の人
間は動物病院に勤務する訳でもないか
らだ。特に，回答者はＥ学科に所属し
ている為，せめて「農学部」や「生物
環境科学部」に改名して欲しいものだ。
学部名を付けた野郎の気がしれない。
③について　箇条書にした部分にも示
したが，この大学の授業体系や進級規
定は馬鹿げている。この事実は内部に
在する回答者しか感じていないだろう。
ある意味，不思議なカリキュラムも大
学希望者を集める目的で大きな宣伝に
なるのだろうが，そんな興味本意で入
学した可愛そうな人間は入学後初めて
この問題に直面する。回答者も他の大
学を合格していたにも関わらず，断っ
てしまい，この大学に入学後大きなこ
れらの問題に直面した。回答者は人生
の中で一番誤った決定を下してしまっ
たのだ。この大学ではなく，別の他大
学に入学していれば長々しい大学に対
する不満をＡ 4 レポート用紙に書いて

いないだろう。残念でならない。正に
「後悔先に立たず」。この言葉が一番今
の現状にぴったり当てはまる。④につ
いて　Ｈ 29 年 11 月 10 日金曜三時間目
にある水環境学系の講師が「この大学
の学費は他の私大よりも安い」と言う
要旨の発言をした。回答者である私は
異議を唱えた。「今払っている学費に対
しては大した施設設置もない，企画も
ない。いっそ，他の私大の方が高い学
費に対して素晴らしい施設設置もあり，
有意義な企画もされている。」と。せめ
て，両親あるいは家族が汗水垂らして
稼いだ金なのだから，古くなった設備
を修理する等の事に使用してもらいた
いものだ。⑤について　回答者がこの
大学に入学した時は大村智がノーベル
賞を受賞した頃だった。世間，この大
学は大村フィーバーが巻き起こったが，
それからもうすぐ二年が経過しようと
している。だが，未だにこの大学だけ
時が止まっているかの如く，大村フィー
バーが続いている。世間からは「イタ
イ」目で見られている事実に全く気付
かない大学の無能さに回答者は開いた
口が塞がらなかった。そして，このキャ
ンパスが設立されて 50 周年を迎える事
を謳う横断幕が 3 年もかけられたまま
だったのには在籍している者として赤
面だった。立地している土地からも「イ
タイ」目で見られていたとはとても片
腹痛い事だった。最後に私，回答者は
学生が抱くこの大学への不満を全員に
代替して，後ろの口となり，声となり，
レポート用紙に書いてきた。教授達は
学生が抱いている不満について，この
文章から良く理解出来るだろう。事実
上，このキャンパスが立地している土
地でのいまいましい生活にはもう既に
限界に近く，1 年でこのようであったな
らば 2 年，3 年と生活を続けたらどう
なる事かはよほど知能指数が低くなけ
ればお分かりだろう。北の将軍様が早
くこのドブに核ミサイルでも，何かし
らの被害を与えてもらいたいとも考え
ている。もちろん，ホワイトハウスに
「ドブのような土地なので，マイナス
とマイナスをかけて，プラスになった
為，どうか彼らに対する戦争を起こさ
ないで欲しい」と手紙を書くつもりだ。
この文章をどのように受け止めるかは
個人個人で異なると思うが，大学体制
についてもう一度考えてもらう機会に
でもなったら，文章を書くのに手が痛
くなってきた回答者も幸いだ。Ｈ 29 年
11 月 23 日回答者　窓から降る雪をみ
ながら（獣医学部・2 年）

獣医学部
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【３年生】
・十和田キャンパスにも就職センターを

つくってほしい。画面ごしではなく直
接相談したい事も多いし，空いている
時間に気軽に利用したい。（獣医学部・
3 年）

・特になし（獣医学部・3 年）
・馬術部の馬場柵を直してほしい。（獣医

学部・3 年）
・なし（獣医学部・3 年）

【４年生】
・Wi-Fiをつけてほしいです。（獣医学部・

4 年）
・転部などを 1 年の時にしたかったのに，

もう 1 度 1 年生からで，かつ，また入
学金のようなものがかかり，夢をあき
らめるしかなくなったので，金銭面を
考えてほしかった。（獣医学部・4 年）

・校舎をきれいに新しくしてほしい。学
食をおいしく，安く，営業時間をふや
してほしい。研究に集中するため，学
内である程度，生活をできるようにし
てほしい。（獣医学部・4 年）

・トイレが不衛生だと感じる。改善して
ほしい。（獣医学部・4 年）

・出席点をつけるのは，やめた方がいい
と思います。（獣医学部・4 年）

医学部
【１年生】
・もう少し興味がわく，分かりやすい授

業が聞きたい。レジュメにすべて書い
てあることを読み上げるのをやめてほ
しい。（医学部・1 年）

・医学部の言語選択だけは非常に不満で
す。（医学部・1 年）

・学費下げてほしい（医学部・1 年）
・教務課が仕事ができない。（医学部・1年）
・駅から近くにしてほしい　学費が高す

ぎる（医学部・1 年）
・もっと休みが欲しい。（医学部・1 年）
・学費を安くする努力をしてください。

（医学部・1 年）

【２年生】
・相対評価ではなく，絶対評価で，成績

をつけてほしいです。・医学原子論，医
療安全，医学研究等の副科目は，あっ
てもいいが，点数はなくしてほしいで
す。・解剖や組織などの授業は，分かり
やすく，楽しいです。・生徒証に電子マ
ネーを導入してもらいたいです。（医学
部・2 年）

・もう少し授業内容を理解しやすいよう
に説明できる先生が増えたら良いなと
思っています。（医学部・2 年）

・学費が高い　融通が効かない（医学部・
2 年）

・休講の発表がおそいこと（医学部・2年）
・一部の教授が強すぎて色々理不尽（医

学部・2 年）
・チュートリアル教育，早期体験実習，

医学研究入門の廃止を切に望む（医学
部・2 年）

・休みを増やしてほしい（医学部・2 年）
・このアンケートをもっと簡単なものに

してほしい。医学部棟を早くたてなお
してほしい。学費を 1000 万くらいに減
額してほしい。（医学部・2 年）

・IPEの食堂の質が低く，コンビニに頼る
しかない。（医学部・2 年）

・質の高い授業（医学部・2 年）
・食堂や大学内で一人で座ったり食事を

できる場所を増やして下さい。友達い
ないのでIPE棟の食堂は辛いです。他
の大学みたいにぼっち対策して下さい。
（医学部・2 年）

【３年生】
・IPE棟の食事を充実させてほしいです。

（医学部・3 年）
・IPE棟の学食のメニューを週がわりなど

にして欲しいです。（医学部・3 年）
・とくになし。授業も面白い。専門的だし。

（医学部・3 年）
・楽しく暮ごしたい。（医学部・3 年）
・雨天日の交通機関の整備，出席などを

見通してほしい（医学部・3 年）
・IPE食堂のメニューの定食のバランス

（野菜とかゴハンの質）を改善してほ
しい。IPEで勉強したあと荷物をおける
ように 12：30 まで学部棟に入れるよう
にしてほしい。（医学部・3 年）

・自習室を圧倒的に拡充すべきだと思い
ます。また，英語教育に力を入れるべ
きだと思います。（医学部・3 年）

【４年生】
・もっと学生にやさしい大学にして欲し

い（医学部・4 年）
・不満はない。ぜんぶ俺が悪い（医学部・

4 年）
・やせたいです。（医学部・4 年）
・アンケートは学部ごとに行ったらどう

ですか？（医学部・4 年）
・出席システムを止めて欲しいです。（医

学部・4 年）
・レジュメがどの授業もあるような授業

であってくれたらより勉強しやすい。
（医学部・4 年）

・Wi-Fi環境を良くしてほしいです。（医
学部・4 年）

・レジュメをください（医学部・4 年）

・問 10，に対する回答をしてほしいです。
また，臨床実習の服装規定を変えてほ
しい。灰色の実習着では見映えがよく
ないと思う。臨床実習（海外）におい
て欧米圏を増やしてほしいです。

・このアンケートではなく，テスト後の
アンケートの内容をきちんと反映して
ほしい（医学部・4 年）

・図書館を朝 8 時から開いてほしい。（医
学部・4 年）

・一部教員の理不尽なまでに難しい試験
の是正。出席システムの是正。ＢＳＬ
の終了時間の厳守，班割りで学生の規
制とり■■。（医学部・4 年）

・授業のレジュメを授業前に配ってほし
い。（医学部・4 年）

【５年生】
・空調設備の改善，医図書の 24 時間開放，

教務課の連絡が遅い（部屋を片付ける
などの連絡が前日の 18 時に来る）（医学
部・5 年）

・大学内寒いです。（医学部・5 年）
・空調を改善してほしい（夏は寒く冬は

暑い）医図書を前みたいに 24 時まで開
けてほしい　総合試験の解答解説を先
生方に作ってほしい（医学部・5 年）

・ジムを 4 時〜 10 時まで開いて欲しい。
切に願う。（医学部・5 年）

・なし（医学部・5 年）
・特になし（医学部・5 年）
・IPEがあるのに，Ｓ教室を使うのはお

かしい。IPEで入試や他の授業をして
ほしい。（医学部・5 年）

・勉強しなくてはいけないことが多いの
にチュートリアルなどムダな授業が多
い。・5 年生のＳ教室の空調設備が悪い。
（寒いのに 11 月に入らないと暖房が効
かない）（医学部・5 年）

【６年生】
・リハビリや地域の運動促進の目的で

プールを作ってほしい（医学部・6 年）
・二足のわらじはよくないと思います

（医学部・6 年）
・特になし（医学部・6 年）
・進級条件だけは他校と比較しても良い

ことから入学を決めたが，毎年のよう
に進級条件が変更され厳しくなり，入
学したことを後悔し続ける 6 年間でし
た。（医学部・6 年）

・出席システムの廃止・IPE棟に給水器
の設置（医学部・6 年）

・大学入試を都内でも受けられるように
する。大学前に電車の駅をつくる。（医
学部・6 年）

・食堂が高い，席数が少ない。IPE棟は

獣医学部／医学部
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店を変えて，学生寄りのものを入れて
ほしい。IPEのローソンは日曜も開いて
ほしい。（医学部・6 年）

・テストの解説を先生方に作っていただ
きたい。そうすれば復習にもなるし，み
んなの勉強もはかどる。（医学部・6 年）

・6 年後期のアリバイ作りのような授業
はなくした方がよい。卒業試験，■■
試験などは■■先生などがCheckしてブ
ラッシュアップしてから出してほしい。
（医学部・6 年）

・医学部入試の一次試験は都内で行った
方が受験者数増えると思います。（医学
部・6 年）

・IPE棟を利用している者にとって自動販
売機周囲のスペース（2 Ｆなど）の電気
を，土日も含めて夕方には消されるの
は非常に利用しづらく，節電するなら
もっとすべき所が多くあると思われま
す。暗くて自動販売機商品も見えなく
て，購入できないし，食事もとれない。
せめて夜 10 時まではつけて下さい。（医
学部・6 年）

・国試・卒試の対策，出るとこを教えて
ほしい（医学部・6 年）

海洋生命科学部
【１年生】
・もう少し生徒がついていけているか確

認してほしいです。（海洋生命科学部・
1 年）

・みなさん未成年飲酒はやめよう。あと，
単位が落ちそうなら勉強しろ無能共
（海洋生命科学部・1 年）

・単位をとれない人は仕様がないので切
りすてて北里を最強にしたい（海洋生
命科学部・1 年）

・IPE棟で寝てたら注意されるのが気にく
わない。（海洋生命科学部・1 年）

・授業中うるさい生徒は追い出して欲し
い。（海洋生命科学部・1 年）

・バス増やして。（海洋生命科学部・1 年）
・特にありません。（海洋生命科学部・1年）
・事務室をもっと長い時間開放してくだ

さい（海洋生命科学部・1 年）
・スクールバスを古淵からも出すこと　

バスが少ないのに自転車登校を否定的
に見てるのはおかしい。（海洋生命科学
部・1 年）

・授業中ほとんどのクラスがうるさい。
もう少し対策をしてほしい。（海洋生命
科学部・1 年）

・なし（海洋生命科学部・1 年）
・大学内を自転車で移動することを可能

にしてほしい。自転車移動禁止で駐輪
場が混む場所ができたので改善してほ
しい。（海洋生命科学部・1 年）

・1 年でも専門科目にもっとふれたい。・
都内がいい。（海洋生命科学部・1 年）

・進級させてください（海洋生命科学部・
1 年）

・相模原駅からもスクールバスを出して
ほしい。教室が寒い。屋根のついてる
自転車置き場を増やして欲しい。学校
の前がくさい。（看護のとこの前）（海洋
生命科学部・1 年）

・自転車通行（大学内）をありにしてほ
しい。体育館との移動がとても不便で
ある。（海洋生命科学部・1 年）

・特にない。（海洋生命科学部・1 年）
・スクールバス寒いから早く乗せてほし

いです。（海洋生命科学部・1 年）
・最寄り駅がほしい。（海洋生命科学部・

1 年）
・最寄り駅がほしい。（海洋生命科学部・

1 年）
・もっと私に資格をとらせて下さい（海

洋生命科学部・1 年）
・物理がキツい。（海洋生命科学部・1 年）
・スクバの本数増やしてほしい（海洋生

命科学部・1 年）

【２年生】
・自転車通学路を元に戻してほしい。今

のルートが安全だとは思えない。（海洋
生命科学部・2 年）

・もっと公務員講座を開いてほしい。平
日や土曜日に，教養試験対策講座を毎
週開いてほしい。MBの駐輪場に屋根が
ほしい。（海洋生命科学部・2 年）

・雨の日のスクールバスの増便（海洋生
命科学部・2 年）

・大学内を自由に自転車で通れるように
戻してほしい。（海洋生命科学部・2 年）

・Ｌ 1 の事務の対応態度の改善（海洋生
命科学部・2 年）

・チャリで自由に通れるようにしてほし
い。（海洋生命科学部・2 年）

・MB棟から，学食の販売が撤退したのは，
おかしい。需要をムシするのか？また，
レンジやポットを設置してほしい。学
費が高いのに，それに見合った環境で
はないと思う。Ｌ 1 の事務員の態度が
悪すぎる。人をバカにしすぎ。（海洋生
命科学部・2 年）

・出欠に厳しくしてほしい。代筆した人
にはもっとペナルティーを設けるべき。
（海洋生命科学部・2 年）

・語学にもっと力を入れて欲しい。（海洋
生命科学部・2 年）

・駅が近くに欲しい。I want station！！（海
洋生命科学部・2 年）

・スクールバスの増便を期待している。
（海洋生命科学部・2 年）

・出席重視というなら厳しくするべき。
途中に入ってきたり代筆が見立つ。（海
洋生命科学部・2 年）

・最寄り駅がほしいです。（海洋生命科学
部・2 年）

・自転車のルールどうしてあぁなったの
です。不便です　学校まわり車通り多
いので（海洋生命科学部・2 年）

・代筆の処罰をもっと重くすべき。（海洋
生命科学部・2 年）

・特にないです（海洋生命科学部・2 年）
・遠い。学費が高い　コンビニのアイス

が充実していない（海洋生命科学部・2
年）

・テストを受けてから返却までの時間が
かかりすぎです。合否だけでも早く掲
示してほしいです。（海洋生命科学部・
2 年）

・学内の自転車走行を可能してほしい　
学食が高い（海洋生命科学部・2 年）

【３年生】
・バイトがつらい（海洋生命科学部・3 年）
・教務課の対応が悪すぎる（海洋生命科

学部・3 年）
・バス停の位置の変更！！Ｌ 1 に要らな

い！構内で自軸車を走れるように！！！
（海洋生命科学部・3 年）

・学生のキケンがあるということで自転
車の通行をなしにするな。→嘘をつく
な。バス会社もこれ以上トラブリたく
ないだけだろ。MBの前に駐車場あるけ
ど，あぶないなあ。。。（海洋生命科学部・
3 年）

・大学がとおい（海洋生命科学部・3 年）
・私はつかわないけど学バス増やしてあ

げて。（海洋生命科学部・3 年）
・研究室への配属をもっと早くしてほし

い。（海洋生命科学部・3 年）
・大学を東京都においてほしい（海洋生

命科学部・3 年）
・（相模原駅）からスクールバスをだして

ほしい。（海洋生命科学部・3 年）
・駐輪場を増やして下さい。（海洋生命科

学部・3 年）
・座学だけじゃなく実習ももっとやれた

ら楽しい（海洋生命科学部・3 年）
・スクールバスを増やして下さい。減便

しないでほしいです。学芸員の授業は 2
年と別にしてください。意欲のない人
が多すぎです。（海洋生命科学部・3 年）

・交通規制により，MB棟の前の駐輪場が
いっぱいになってしまっています。ど
うにかして下さい。（海洋生命科学部・
3 年）

・スクールバスが足りない← 12 時台の便
を 1 つでもいいからお願いします。（海

医学部／海洋生命科学部
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洋生命科学部・3 年）
・相模原からのスクールバスが欲しいで

す。スクリーンの映りを改善してほし
いです。（海洋生命科学部・3 年）

・研究室を選ぶ際に，順位だけでなく，
行きたい研究室の教員との面談なども
取り入れてほしいです。（海洋生命科学
部・3 年）

・スクールバスの本数を減らさないでほ
しい。（海洋生命科学部・3 年）

・スクールバスを他の駅にも置いてほし
い（横浜線）（海洋生命科学部・3 年）

・アンケートで大学がよくなるよう思い
ます。（海洋生命科学部・3 年）

・スクールバスの減便は本当にやめてほ
しい。学芸の授業は 2 年生と合同にし
ないでほしい。とにかくうるさい。（海
洋生命科学部・3 年）

・駐輪場を増やして下さい。（海洋生命科
学部・3 年）

・帰りたい。つらい。死にたい（海洋生
命科学部・3 年）

・急に補講を入れないでください。休み
だと思っていれていた，インターンや
予定が崩れて困っています・・・。（海洋
生命科学部・3 年）

・ムードルを使うか使わないかはっきり
してほしい（海洋生命科学部・3 年）

・必修科目数をもう少し減らしてほしい
（海洋生命科学部・3 年）

・出席をきびしくしてほしい。授業の終
わりにきて出席をかく人がいる。（海洋
生命科学部・3 年）

【４年生】
・スクールバスを利用しやすくしてほし

い（海洋生命科学部・4 年）
・海岸線にキャンパスが欲しい（海洋生

命科学部・4 年）
・MB号館のPCに，カラー印刷ができる

プリンターをつけてほしい・クリスマ
スツリーや電光掲示板を排除して，学
費を安くしてほしい・Ｓ号館の駐輪場
を復活させて，MB号館の駐輪場の激混
みを低減してほしい・・・わがまますみ
ませんでした（海洋生命科学部・4 年）

・研究室配属がもう少し早いと良いと思
う。もっと長く研究したい。（海洋生命
科学部・4 年）

・三陸キャンパスで研究したい（海洋生
命科学部・4 年）

・自転車置き場の増設求む。（海洋生命科
学部・4 年）

・もう一度，自転車でキャンパス内を移
動したいです。（海洋生命科学部・4 年）

・質問とはちがいますが，海洋事務さん
にはお世話になりました。（海洋生命科

学部・4 年）
・自転車が学部棟の前にとめられない。

（海洋生命科学部・4 年）
・研究室に所属してから思ったことです。

研究室によって出席率が異なるのに，
成積表に反映されるのは学年で差がな
いことが不満です。（例 ： 毎日来ている
研究室と，1 年のうち半分しかいかない
研究室など）研究室はその教師のルー
ルがあるのかもしれませんが，出席に
関しては，各研究室で統一するべきだ
と感じます。（海洋生命科学部・4 年）

・自転車の通行禁止区間を見直してほし
い。もう少し，自転車が自由に通るこ
とのできる道を増やしてほしいです。
（海洋生命科学部・4 年）

・特になし（海洋生命科学部・4 年）
・2 年次以降の選択科目についても進級・

卒業基準を設けるのは止めていただき
たいと思いました。（海洋生命科学部・
4 年）

・自分は発達障がいを抱えています。そ
の障がいについてよく知っているキャ
リアカウンセラーがいてほしいです。
（海洋生命科学部・4 年）

・無駄に自転車のルートをしばるくらい
なら，もっと考えてルートをしぼった
方がいいと思う。体育館側を通せなく
する理由がわからない。（海洋生命科学
部・4 年）

・特になし（海洋生命科学部・4 年）
・MB非常勤の■■■講師の授業本当に早

くやめた方がいいと思います。正直に
全部出た所で得られるものが少なすぎ
る。（海洋生命科学部・4 年）

・駅から遠い（海洋生命科学部・4 年）
・駐輪場を増やしてほしい（海洋生命科

学部・4 年）
・（通常より安ければ）有料になっても

良いので雨の日のスクールバスを増や
して欲しいです。それから，途中から
でも教職課程で学べるようにして欲し
かったです。全ての単位とは言わない
ので。（海洋生命科学部・4 年）

・学生食堂の改善（海洋生命科学部・4年）

【学年不明】
・仮進級制度をなくしてください。再試

をなくしてください　成績下位の人達
への人間性の教育を徹底してくださ
い　いじめにつながっています。（海洋
生命科学部・学年不明）

看護学部
【１年生】
・テストの返却・成績に関する質問の自

由化（自分自身のことなのに数学セン

ターを通し許可をもらわないといけな
いのは理解できない。）・スクールバス
の本数を増やしてほしい。授業終了後
に混み合うのは分かりきっているのだ
から対応してほしい。（看護学部・1 年）

・学費がとても高いので，たとえ奨学金
を借りれるとしても，入学に迷いを感
じました。

・ 1 年生は暇すぎるし，2 年生後期以降忙
しくなるので，全休を 2 日も作れるな
ら 1 年の今のうちにもう少し看護科目
を増やした方がいいと思う。他大学の
看護の人は 1 年から病理や薬理など進
んだ勉強をしている。（看護学部・1 年）

・交通の便の改善，学生寮を作ってほし
い。テスト結果をネットで公表（掲示
板で待つのが面倒）Ｎ号館を新しくし
てほしい（看護学部・1 年）

・通学をもっと楽にしてほしい　学校内
の自転車利用をまた許可してほしい
（看護学部・1 年）

・相模原駅へのスクールバスを，2 時間に
1 本でも良いので出してほしいです。バ
スの定期代だけで 1 ヶ月に 1 万円以上
かかるのは厳しいです。もしスクール
バスが出たら，その分浮いたお金で指
定の参考書を買ったり，友人との交流
に参加できます。どうかよろしくお願
い致します。（看護学部・1 年）

・校内の自転車通行を許可してほしい。
（看護学部・1 年）

・学費が高い。（看護学部・1 年）
・校内の自転車通行許してほしい。（看護

学部・1 年）
・スクールバスの増便。（市バスの利用を

無料にしてほしい）（看護学部・1 年）
・パソコン配布（看護学部・1 年）
・食堂の窓側にブラインドをつけてほし

い。天気が良いとまぶしすぎるから。（看
護学部・1 年）

・IPE棟親切は嬉しいが，本棟（Ｌ 1，
Ｌ 2，看護学部棟）もきれいにして欲
しい。大学に残って勉強しようかなと
感じられるスペース（個別学習スペー
ス，テラス，日当たりの良い学習スペー
スなど）あればもう少し残って勉強し
ようかなと思える。まあ，あくまでも
勉強は個人のやる気次第ではあります
が・・・。加えて，学費が他の大学より
も高いなと思う。大学病院やＩＰＥ棟
の新設や各地にあるキャンパスの維持・
管理にかなりの費用は必要であるのは
分かるが，学費が高い割には，その学
費が大学に反映されているのが見えな
いので，何に使っているのだろうと思
うことも多い。ただ，これから学部棟
などきれいになるのなら，学費が高い

海洋生命科学部／看護学部
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看護学部／理学部

のは我慢しなければならないなと思う。
（看護学部・1 年）

・Ｎ号館の周辺の臭いをどうにかしてほ
しい。（看護学部・1 年）

・自転車置き場に屋根をつけて欲しい。
（看護学部・1 年）

・ ス ク ー ル バ ス を 増 や し て 下 さ
い！！！！！！（看護学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい。
海外研修（語学）や留学制度（海外ボ
ランティア）をもっと増やしてほしい
な　学校内を自転車で通れるように戻
してほしい。ボランティア活動をもっ
と（北里でできるのを）増やしてほし
い。（看護学部・1 年）

・交通の便が悪い。冷暖房の調整が適切
でない。（看護学部・1 年）

・通学の便が悪い。（看護学部・1 年）
・学費が高いです。（看護学部・1 年）
・とりたい科目があっても時間割で重複

してとれないものがあるので改善して
ほしい。（看護学部・1 年）

・臓器の解剖実習があった方が，解剖生
理の内容が頭に入ってくると思う。（看
護学部・1 年）

・駅からのモノレールや電車などを作り，
通学の問題点を改善して下さい（看護
学部・1 年）

・モノレール作ってほしいです。（看護学
部・1 年）

・特にありません。（看護学部・1 年）

【２年生】
・定期試験の結果をネット上で確認でき

るようにしてほしい。授業変更がある
時は全てメールで送ってほしい。（大き
く掲示されている時と，そうでない時
があるから）（看護学部・2 年）

・ラウンジの学習環境を整えてほしいで
す。（看護学部・2 年）

・心療内科の良い先生を紹介してくださ
い。（看護学部・2 年）

・給水所をつくってほしいです。（看護学
部・2 年）

・語学に力を入れてほしい。留学がしや
すいように，休学する時の学費をもっ
と安くして欲しい。試験結果の発表を
受験の時のようにインターネットで確
認できるようにしてほしい。（看護学部・
2 年）

・空調を適切な温度にしてほしい（看護
学部・2 年）

・体育館までの道を学内を通れない。駐
輪場がバラバラになり，部員の学年間
の交流が減った。守衛室の前にＰＭ 9
時過ぎにたまる人がたくさんいる。（看
護学部・2 年）

・30 分以上遅刻しているのにも関らず，
リアクションペーパーなどを書いて出
席になるのはおかしいと思う。（看護学
部・2 年）

・Ｌ 2 の空調設備を改善してほしい・授
業変更や補講の前日にメールがほしい
（看護学部・2 年）

【３年生】
・クーラーが冷えすぎて寒かったり，秋

で寒いのについて，風邪を引かないよ
うにという割には風邪を引きやすい環
境を作っている。どれだけコートを持っ
てこようと，限度があるので改善して
ほしい。また，実習時にヒートテック
を着用してはいけないのは良いが，学
部から病院へは距離があり，コートも
着用不可だと寒い。体調に気をつけて
いても風邪を引く，コートを置ける場
を作るか，病院内で着替えられるよう
にするか，どうにかしてほしい。（看護
学部・3 年）

・特にありません。（看護学部・3 年）
・就職ガイダンスや説明会が，当たり前

の内容でためにならなかった。とくに
看護は早期（2 〜 3 年前期）にすでに病
院説明会，インターンシップ等に参加
している。就職ガイダンスは 3 年後期
であり看護学部生のニーズに合ってい
ない。学部学科ごとに有益になるよう
改善をお願いしたい。（看護学部・3 年）

【４年生】
・看護学部棟にもコンビニが欲しいです

（看護学部・4 年）
・屋根付きの駐輪場を増やしてほしい。

（看護学部・4 年）

理学部物理学科
【１年生】
・スクールバスの本数を増やしてほしい。

（理学部・1 年）
・履修したくもない選択授業を履修しな

ければ進学できない点（理学部・1 年）
・大学のスクールバスの本数をもっと増

やしてほしい。混みすぎていて死にそ
うです。特に雨の日は混むことがわかっ
ているので，さらに増やしてほしい。（理
学部・1 年）

・スクバをもう少し増やしてほしい。（理
学部・1 年）

・生命科学で重要となる数学をもっと深
く学べるようなカリキュラムにしてほ
しい。（するべき）（理学部・1 年）

・医療系の大学だからか知りませんが，
生物系の受業が多すぎる。「物理学」と
いうものがどのようなものか理解して

いますか？生物やる暇あったら数学や
数学物理学演習をやらせるべき。いつ
まで経っても「ｆラン」と言われます
よ。（理学部・1 年）

・駅からの距離が遠い。バスの本数をもっ
と増やしてほしい！！（理学部・1 年）

・スクールバスが快適でない。また本数
を増やしてほしい。（理学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい
です。給湯室または給湯器を増設して
下さい。（理学部・1 年）

・教職科目を平日に分散させて土曜を休
みにしてほしいです。時間割を自分で
組みたいです。（理学部・1 年）

・全体的にもっと学生のことを考えてほ
しい（と言わざるを得ない）。休日なら
ともかく，授業のある日にスクールバ
スが無い。授業のとばし方がある程度
ではなく「やればいいや」というのが
伝わってくる。もう少し学内のベンチ
などをふやしてほしい。（理学部・1 年）

・将来の就職（理学部・1 年）
・Ｓ号館のエレベーター（理学部・1 年）

【２年生】
・実験で 21：00 〜まで残されたのはつら

かった。（理学部・2 年）
・バスの本数を増やしてほしい。学食の

値段が高すぎる。春休み中もジムを開
けてほしい。（理学部・2 年）

・アンケートがわかりにくい（理学部・2年）
・教室の窓際の座が寒くて授業に集中で

きないです。一般教育の人の生徒に対
する態度がおかしいです。見直すべき
です。（理学部・2 年）

・アンケート項目が多い・・・。（理学部・
2 年）

・ない（理学部・2 年）
・無い（理学部・2 年）
・とりあえず理学部数学科を。（理学部・

2 年）
・大学で自習をしたくても，余計な交通

費が出るのが辛いです。（理学部・2 年）

【３年生】
・進路が決まらない（理学部・3 年）
・教職を月〜金に入れこんで欲しい（理

学部・3 年）

【４年生】
・教学センターの職員の方々はフレンド

リーと失礼な態度を履き違えていると
思う。（理学部・4 年）

・選択科目といってもラインナップが化
学，生物系のものに偏っていて選びよ
うがないのでどうしようもない　数物
系の科目も増やしてほしいし，もっと
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早い段階から選ばせてほしい（1 群で数
学がすくないのが残念だった）理学部
を名乗っておきながら数学をないがし
ろにしているのはいかがなものかと思
う（理学部・4 年）

・学部の専門科目の講義はもっと充実さ
せた方が良いような気がします。最近
「解析力学」が増えたらしいですけ
ど・・・。（理学部・4 年）

・特に無し。（理学部・4 年）
・Ｓ館の駐輪場の使用再開・役立つ施設

の工事（理学部・4 年）
・学費を安くしてください。（理学部・4年）
・最近入学した物理学科の人たちのカリ

キュラムは，数学が手厚くなっていて，
良いと思った。（理学部・4 年）

・自転車で通行できる範囲を広げてほし
いです。（理学部・4 年）

・娯楽施設がほしい（理学部・4 年）

理学部化学科
【１年生】
・スクールバスの便数を増やしてほしい。

テストの予定を 1 ヶ月以上前から出し
てほしい。数学との連携がうすい気が
する（理学部・1 年）

・単位をください。お願いします。（理学
部・1 年）

・大学の立地が悪すぎる（理学部・1 年）
・Ｓ号館のエレベーターが，1 つしか動い

ていないので，乗るのが大変。4 階にい
る先生に質問に行くのに一苦労。だか
ら自然と足が重くなる。節電？かもし
れないが，せめて事務室があいている
時間くらいは 2 つ動かして欲しい。（理
学部・1 年）

・北里大学の卒業生として将来稼ぐよう
になったとしても，恐らく，望ましいよ
うなお給料をもらえないかもしれませ
ん。その点について，今，学費のために
借金を作って大学に通うか持っている
モノを売ったりアルバイトで稼ぎなが
ら通うか悩み，将来が心配に思います。
大学病院にお金をかけるなとまではい
いませんが，もう少し生徒のことも考え
てほしいものです。（理学部・1 年）

・このアンケートはMoodleIでやることを
オススメします！！（理学部・1 年）

【２年生】
・大学に通うほど不安になる（理学部・2

年）
・演習の講義で担当教授が複数名いる場

合，解答などを統一して欲しい。（理学
部・2 年）

【３年生】
・スクールバスを，これ以上減らさないで

ほしい。また，雨天時に，一本でよい
ので臨時バスがほしい。（理学部・3 年）

・あまり覚えていない（理学部・3 年）
・自転車に乗って登下校しているが，ま

わりがカサ差し，イヤホン，無灯火，
並走がいて怖いです。なぜ注意しない
のか。（理学部・3 年）

・食堂のメニューをもっと増やして！（理
学部・3 年）

・駅から遠い（理学部・3 年）
・屋根つき駐輪場を増やしてほしい。（理

学部・3 年）

【４年生】
・クリスマスに学費を光らせるのをやめ

ろ（理学部・4 年）
・それなりの名門大学になるポテンシャ

ルはあると思うので，もっと良い所を
宣伝して高校生（大学受験生）に人気
が出れば卒業生としては誇りに思いま
す。（理学部・4 年）

・連絡等がいつも遅すぎる。（理学部・4年）
・問10に書いちゃいました。（理学部・4年）

理学部生物科学科
【１年生】
・決して安くはない学費を払っているわ

けなので，教員の授業内容向上に力を
入れてほしいです。ほぼ全ての授業に
おいて，内容を復習するのではなく 1
から自分で学習するという形を取って
います。（理学部・1 年）

・スクールバスを全体的に改善してほし
い。①時間帯→生徒の多い時間にバス
が少ない②運行日→必修科目で学校に
行くのにバスがない　理学部は今年度
中にこのようなことが 2 回ありました。
（理学部・1 年）

・相模大野からのスクバしかないのがと
ても不便。相模原駅からのも出してほ
しい。気軽に相談にのってくれるよう
な先生がいなくて，そういう環境がほ
しい。（理学部・1 年）

・スクールバスの本数がありえないくら
い少ないです。学費払ってるのだから
もう少し改善してほしいです。授業は
あるのにスクールバスがない，コンビ
ニがやっていない，学食がやってない
など，不親切だと思います。スクール
バスについては本当に考え直してほし
いです。（理学部・1 年）

・学食をもっと安く・・・（理学部・1 年）
・自宅から大学を近くしてほしい（理学

部・1 年）
・就職のことについてもっと教えて欲し

い（理学部・1 年）
・校内を自転車で移動できないのは狂っ

てるとしか思えない。（理学部・1 年）
・授業の質（理学部・1 年）
・学費が高すぎる（理学部・1 年）

【２年生】
・理科大並の留学率を目指して下さい

（理学部・2 年）
・理学部棟 3 Ｆの印刷機がかなり詰まり

やすいので，どうにかなりませんか？
（理学部・2 年）

・休みが欲しいです（理学部・2 年）
・自転車通行禁止などルールが多すぎる。

（理学部・2 年）
・数学センターが恐い。イライラしてそ

う。（理学部・2 年）
・交通の便の改善　室温調整の簡易化

（理学部・2 年）
・学費援助がもう少し何かあればいいなぁ

と思う。私立だけれど（理学部・2 年）
・特に行きのスクールバスの時間が微妙

なので改善してほしい（理学部・2 年）
・学費の使い道の明瞭化　12 時台にス

クールバスを追加してほしい（理学部・
2 年）

【３年生】
・Ｓ・Ｌ 1・Ｌ 2 の事務員の仕事を回（理

学部・3 年）
・事務員，（Ｌ 1，Ｌ 2，Ｓ）の態度（理

学部・3 年）
・近くに，マックやミスド，ケンタッキー

などが大学内に欲しい。（理学部・3 年）
・立地が悪い（理学部・3 年）

【４年生】
・教学の態度（理学部・4 年）
・スクールバス少なすぎる　学費高すぎ

る（理学部・4 年）
・日程などの通知をはやくしてほしい。

（理学部・4 年）
・学部卒の人は 4 年での研究時間をへらし

てほしい　4 年が一番自由な時間がない
（社会人前の大事な時期）（理学部・4年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい。
部活動の書類が多く，たいへんだった
ので減らしてほしい。（理学部・4 年）

医療衛生学部健康科学科
【１年生】
・駅から大学行き，大学から駅行きのバ

スの本数を増やしてほしい。（医療衛生
学部・1 年）

・相模原からスクバを出してほしい。（医
療衛生学部・1 年）

・Wi-Fiをもう少し安定させてほしい。事

理学部／医療衛生学部
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務の人の中に全然親切じゃない人がい
る。転科させてほしい。海外留学とか
の情報をもっと出してほしい。英語の
授業が一方的すぎる。→アウトプット
がテストしかなく，結局使える英語じゃ
ない。（医療衛生学部・1 年）

・高校までと全くちがうので教員との距
離感がつかめないです。（医療衛生学部・
1 年）

・図書館の増書（医療衛生学部・1 年）
・Ａ 1 にWi-Fiを通るようにして欲しい。

（医療衛生学部・1 年）
・Ａ 1 号館にWi-Fiをつけてほしい・IPE

のフードコートのメニューをもう少し
考えてほしい・雨の日にカサをさして
自転車に乗っている人を取り締まって
欲しい　道を歩いていると何人もの人
がぶつかってきて本当に危ない（医療
衛生学部・1 年）

・教科書代を学費に含めてほしいです。
（医療衛生学部・1 年）

・フードコートを改善して欲しい（店を
変えて欲しい）〈例〉はなまるうどんな
ど・・・（医療衛生学部・1 年）

・興味の湧く授業を受けたい。（医療衛生
学部・1 年）

・転科制度をもっとみんな気軽にできるよ
うにしてほしい。（医療衛生学部・1 年）

・HSの進級に必要な単位数が多くてキビ
しい（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスが少ないので増やしてほ
しい。授業が下手な先生が多すぎる。（医
療衛生学部・1 年）

・学校に通いにくい。Ａ号館，部室棟に
Wi-Fiをつけてほしい。（医療衛生学部・
1 年）

・特にないです。TOEICの講義を一年生
から受けられるようにしてほしい。（医
療衛生学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やして欲しい。
（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やす。スクバ
推奨なのに減らすのはおかしい。今ま
ででさえ少ないくらい。学祭実行委員
会は 1 人 1 人がルールを把握してほし
い。人によって言うことが違いすぎる
（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・21 時以降にスクールバスがあれば自転

車利用車減ると思います。自転車を校
内で使えないのはよくわかりません。
（医療衛生学部・2 年）

・座って話を聞くだけの授業だと，どう
しても退屈で眼くなってしまうことが
多いので映像を取り入れたり，面白い
授業になるような工夫があればさらに

良いと思う。（医療衛生学部・2 年）
・大学内を自転車で通りたい。Ａ 1 号館

をきれいにしてほしい。（医療衛生学部・
2 年）

・学費が高い　スクバが混んでいること
がある（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・廊下がさむい。（医療衛生学部・3 年）
・昨年までは温かかったＡ 1 号館のトイ

レが冷たいので元に戻ると嬉しいです。
（医療衛生学部・3 年）

・バスの運行時間を少し変更してほしい
です。お昼，12：20 のバスがほしいです。
（医療衛生学部・3 年）

・スクールバスが 2 限終りの時間にない
こと。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・9：15 発のスクールバスが欲しいです。

（医療衛生学部・4 年）
・特になし。1 つあげるとすれば，科目が

多く，テスト期間に効率を重視した勉
強をすることになり，しっかりと身に
付いていないと思う。単位を取ること
に重きをおいて，知識を深める時間が
とれない。（医療衛生学部・4 年）

・HSで 3 年次に，4 つのコースに分ける
のが本当に意味がわからない。コース
分けするなら，2 年次にするべきで，興
味がない科目に時間を費やすのが無駄
に感じる。（医療衛生学部・4 年）

・ほとんどが病院就職とはいえ一般企業
就職の人たちへの放置感すごいです。確
かに色々イベントはありますが，OB　
OG訪門など他大学と比べると手薄いで
す。特に 2，3，4 月不安な時期で放置
されるとツラいものがあります。（医療
衛生学部・4 年）

・施設が古くなっているため，改装して
ほしい。（医療衛生学部・4 年）

・モノレールを作った方が通いやすい。・
板書の工夫をしてほしい。字が汚く読
みづらい時がある・極力皆マイクを
使ってほしい。（医療衛生学部・4 年）

・特になし。（医療衛生学部・4 年）

【６年生】
・白金キャンパスの学食がおいしいで

す！・授業のスライドを，タブレット
などでみられるようにしてほしいです。
（医療衛生学部・6 年）

医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・自転車使わせて下さい。キャンパス内

で（医療衛生学部・1 年）

・第 2 グラウンドに照明を建てて下さい。
暗くて危ないです。ちっぽけな一票で
すがよろしくお願いします。（医療衛生
学部・1 年）

・交通の便が悪い！（医療衛生学部・1 年）
・第二グラウンドに照明をつけてくださ

い（医療衛生学部・1 年）
・学費が高い。ムダに使われている気が

する。（医療衛生学部・1 年）
・大学内の自転車の通行を可能にしてほ

しい。（医療衛生学部・1 年）
・特にないです。（医療衛生学部・1 年）
・教養図書館に，江戸川乱歩の本を充実さ

せてほしいです（医療衛生学部・1 年）
・スクールバス増便（医療衛生学部・1年）
・私は左右で目の視力差が 1．1 もありま

す。そのため顕微鏡をうまくつかうこ
とが出来ません。こんな私でも使える
ように改善してほしいです。とてもつ
らいです。（医療衛生学部・1 年）

・雨の日はスクールバスが混むので本数
を増やす対応をしてほしいです。Ａ号
館の廊下から見える中庭が汚くて，お
どろいてしまいました。改善してほし
い。（医療衛生学部・1 年）

・もっとアクセスを良くしてほしい。最
寄り駅が遠すぎる。（相模原キャンパス）
（医療衛生学部・1 年）

・駅が遠い　試験日程の公表が遅い（医
療衛生学部・1 年）

・Ｌ号館のラウンジの暖房をつけてほし
いです。（医療衛生学部・1 年）

・試験の日程など，帰省やアルバイトの
予定を立てたいので早くおしえてほし
い。（医療衛生学部・1 年）

・自販機でスイカが使えないこと。（医療
衛生学部・1 年）

・駅から大学までの距離が遠いことが不
満です。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・Ａ 1 号館のWi-Fi環境を良くして下さ

い。（医療衛生学部・2 年）
・自転車の通行を，押して歩くぐらいは

許可してほしい。公道よりも厳しく，
毎日Ａ 1 号館まで行くのが不便。せめ
てＬ 1 から先を通行許可にしてほしい。
Ａ 1 号館の机がせまくて不便。（医療衛
生学部・2 年）

・自転車の通行禁止緩和してほしい。Ａ
学部の人のみが被害を受けるのはおか
しいと思う。（医療衛生学部・2 年）

・スクールバスの本数を減らして欲しい。
（医療衛生学部・2 年）

・事務の対応（医療衛生学部・2 年）
・喫煙所を設置した方が，周囲環境的に

良いと思います。（医療衛生学部・2 年）

医療衛生学部
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・精神的に追いこむようなカリキュラム
や試験制度をやめてほしい。本当に大
学を辞めたい。（医療衛生学部・2 年）

・アルバイトや帰省などにあてる時間が
できればほしいです。平日の実習や，
後期テストの時期など（医療衛生学部・
2 年）

・夕方らへんになると，看護学部周辺か
ら異臭がすることがあるので，それを
改善してほしい。（医療衛生学部・2 年）

・大学が駅から遠すぎる。12 時台の大学
→駅のスクバがほしい。（医療衛生学部・
2 年）

【３年生】
・スクールバスのルート改変による駅－

大学間に要する時間の短縮。（医療衛生
学部・3 年）

・Ａ 1 号館寒い（医療衛生学部・3 年）
・Ａ 1 号館のトイレをきれいにしてほし

い。（全体を）（医療衛生学部・3 年）
・MB号館横の道の整備をお願いしたいで

す。（水はけの改善，舗装等）（医療衛生
学部・3 年）

・フードコートに牛丼がほしい。（医療衛
生学部・3 年）

【４年生】
・敷地内で自転車に乗れないことが不満

です。（医療衛生学部・4 年）
・大学校内への自転車での立ち入りがで

きず不便です。（医療衛生学部・4 年）
・自転車の通れる箇所が限られていて不

便。（医療衛生学部・4 年）
・看護学部付近の悪臭の対策をしてほし

い　自転車の違反は厳しく取り締まっ
てほしい（医療衛生学部・4 年）

・女子更衣室にだけエアコンがあって男
子にないのが困る。暑すぎるし，寒す
ぎる。（Ａ 1）（医療衛生学部・4 年）

・駅から遠い（医療衛生学部・4 年）
・連絡（掲示）を早めにお願いします（医

療衛生学部・4 年）
・Wi-Fi（医療衛生学部・4 年）
・Ａ 1 号室の 2 階より上にWi-Fiをつけて

ほしいです。（医療衛生学部・4 年）

医療衛生学部医療工学科
臨床工学専攻
【３年生】
・学費が高いです。（医療衛生学部・1 年）
・進級要件が厳しすぎる！！！（医療衛生

学部・1 年）
・進級条件をもう少し緩くしてほしい。

（医療衛生学部・1 年）
・しっかり 4 年で卒業したい。（医療衛生

学部・1 年）

・Ａ 3 館のWi-FiをＬ 1 号館くらい快適に
使えるようにしてほしい。Ｌ 1 号館の
Wi-Fiも時々弱くて困る。パソコンを充
電しながら使いたいから，コンセント
を自由に使えるようにしてほしい。（医
療衛生学部・1 年）

・校内でサークルが活動できるようにし
てほしい（医療衛生学部・1 年）

・英語のレベルが高校より低くてやる意
味がない。（医療衛生学部・1 年）

・単位を取りやすくしてほしい。先生か
ら助けがあってほしい。（医療衛生学部・
1 年）

・事務の人の態度があまり良くない。・北
里マートの復活・学食を安くしてほし
い・Wi-FiがＡ 3 にもほしい（医療衛生
学部・1 年）

・Ａ 3 号館にWi-Fiをください！！！（医療
衛生学部・1 年）

・ドミトリー食堂の復活（医療衛生学部・
1 年）

・ない（医療衛生学部・1 年）
・進級条件が厳しすぎる。（医療衛生学部・

1 年）
・特になし（医療衛生学部・1 年）
・講議室の机にコンセントとLANケーブ

ルの端子口を設置してほしい。・Ａ 3 号
館 2 階の自販機にお金を入れても何も
買えない不具合があるのでメーカーに
修理してもらいたい。（医療衛生学部・
1 年）

【２年生】
・特になし（医療衛生学部・2 年）
・自転車禁止区間をなくしてほしい。第 2

グラウンドに照明をつけてほしい。（医
療衛生学部・2 年）

・今まで通りお願いします。（医療衛生学
部・2 年）

・キャンパス内に入る直前直後が本当に
臭い。（医療衛生学部・2 年）

・学費が厳しい。もう少し条件の緩い奨
学金制度をもうけてほしい。（医療衛生
学部・2 年）

・Wi-Fiを全館で利用できるようにしてほ
しい。学生が使いまくるなど問題はあ
ると思うが，教員が講義中に使えず，
動画が見れないことが何回もあった。
現代のましてや私立大であるので時代
錯誤もはなはだしいと思う。ＩＰＥの
せいでお金がないのは重々承知してい
るが，設備があまりよくない。全体的
に学生側の意見が軽視されがちな印象
がある。あと，周辺道路の改善を，市
や県にかけ合ってほしいです！（医療
衛生学部・2 年）

・教室が適温にならない（医療衛生学部・

2 年）
・Ａ号館のWi-Fiがつながりにくい。（医

療衛生学部・2 年）

【３年生】
・スクールバスの雨の日の本数（帰り）を

増やしてほしい。（医療衛生学部・3 年）
・スクールバスの本数が少なすぎる。ス

クールバスの運行時間が授業終わりの
時間とあってなく乗れないことが多い
ので時間を変更してほしい。スクール
バスの待つ所を秋〜冬はＬ 1 の 1 階に
してほしい。（医療衛生学部・3 年）

・特になし（医療衛生学部・3 年）
・スクールバスの本数を増やしてほしいで

す。冬は寒いので中で待たせてほしいで
す。雨の日は 1 便から，麻溝ルートにし
てほしいです。（医療衛生学部・3 年）

・スクールバスの本数が乗車人数に対し
て少なすぎる。・スクールバスの待って
いる場所が寒い。・スクールバスがいる
のに，乗車させてもらえない。（医療衛
生学部・3 年）

【４年生】
・バスの本数を増やしてほしい（医療衛

生学部・4 年）

医療衛生学部医療工学科
診療放射線技術科学専攻
【１年生】
・Ａ号館のトイレをＬ号館ほどキレイに

してほしい（医療衛生学部・1 年）
・部室棟に未だWi-Fiがついていない点，

部室に時々暖房がつかない。学費の割
に合わない　一般教育の授業が多い。
英語科のやる気が全くない点。（医療衛
生学部・1 年）

・中間試験を行えば，追試 2 回もいらな
いのでは？（医療衛生学部・1 年）

・通学が大変！（医療衛生学部・1 年）
・ないです。（医療衛生学部・1 年）
・特にない。後は自分の頑張り次第だと

思う。（医療衛生学部・1 年）
・なし（医療衛生学部・1 年）
・学祭がしょぼい。相模原からもスクバ

出してほしい。学費のムダ使いはやめ
てほしい。（医療衛生学部・1 年）

・やりたいことがわからなくてこまって
います。（医療衛生学部・1 年）

・学費が高いです。しょうがないですけ
ど（医療衛生学部・1 年）

・近くに駅をつくるなどして，交通の便
をもっと良くしてほしい。（医療衛生学
部・1 年）

・教学センターの人々が冷たい。（医療衛
生学部・1 年）

医療衛生学部
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・特にない。（医療衛生学部・1 年）
・スクールバスを増やして下さい。（医療

衛生学部・1 年）
・1 年の教養科目の必要性がわからない

（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・Ａ号館にWi-Fiをつけてほしい。（Ａ号

館内で，調べものをする機会が多いか
ら。）（医療衛生学部・2 年）

・特になし（医療衛生学部・2 年）
・学費が高い（医療衛生学部・2 年）
・スクバの本数を増やしてほしいです。3

限積のバスが足りてないと感じます。
（医療衛生学部・2 年）

・毎回の授業で出席簿に名前を書くのが
面倒。学生証を，専用機器にかざして
読み取るような，出席確認にしてほし
い。（医療衛生学部・2 年）

・3 限終わりのスクールバスが足りていな
い。時間通りに終わって直行しても定
員で（Ｌ 1，Ｌ 2 の方が近いので間に
合わない），しかも次は 1 時間後の 15：
45 の 1 本のみ。（医療衛生学部・2 年）

・医療衛生学部の教室にWi-Fiを通してほ
しい。（医療衛生学部・2 年）

・Ａ 3 教室の暖房がさむすぎるので温か
くしてください。逆に，夏期は冷房が
さむすぎます。（医療衛生学部・2 年）

・特になし（医療衛生学部・2 年）
・テストの返却をしてほしい。習熟度を

みるためのテストなのに間違えたとこ
ろがわからず，復習ができないことが
つらい。解答用紙をそのまま返却する
のが難しいなら，せめて間違えた問題
を教えてほしい。（医療衛生学部・2 年）

・学費が高いわりに，学食も高いし教室
もボロイしなんだかなと思います。（医
療衛生学部・2 年）

・IPE棟などの図書館のコピー機を無料開
放してほしい。プリントは無料なのだ
からコピーもそうしてほしい。（医療衛
生学部・2 年）

【３年生】
・授業を工夫してほしい　学費を少しで

も安く・・・大雪・台風の休講にするか
の連絡をもう少し早目に・・・テストの
日は遠い人のことも考え休みにしてほ
しい（医療衛生学部・3 年）

・特にない（医療衛生学部・3 年）
・学生寮が欲しい。家庭の経済的問題で 1

人暮らしができないので。（医療衛生学
部・3 年）

・遠い（医療衛生学部・3 年）
・何もない（医療衛生学部・3 年）
・特になし。（医療衛生学部・3 年）

・実習の大切さは十分に理解できるが，ア
ルバイトが出来ないため経済的に本当
につらい。借金をしてしまおうかと良く
考えてしまう程。（医療衛生学部・3 年）

・IPE食堂のメニューを変えてほしい（医
療衛生学部・3 年）

・ 1 年の時と，2・3 年の授業の重さが全
く異なり，急に専門的になってしまう
ので，1 年でも少しは専門内容をやった
方がうれしい。1 年と 2 年の差に驚き
しかなかった。2 年時にも，興味や幅広
い事が学べる授業を少しやりたかった。
（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・大学事務の現状（医療衛生学部・4 年）
・特に無し。（医療衛生学部・4 年）
・一般教養科目をなくしてほしい（医療

衛生学部・4 年）
・個人の成績や試験の合否は個人だけに

確認できるようにするべきだと思いま
す。（医療衛生学部・4 年）

・教員が就活に対して親身になって相談
に乗るべきだと思う。（医療衛生学部・
4 年）

医療衛生学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻
【１年生】
・必要のないことに学費を使わないで。

もう少し値段下げてほしい。（医療衛生
学部・1 年）

・学費を下げてほしい（医療衛生学部・1
年）

・テストの内容はもう少し早目におしえ
てほしい。（医療衛生学部・1 年）

・特になし。（医療衛生学部・1 年）
・特になし。（医療衛生学部・1 年）
・金の無駄使いはやめてほしい。学費高

いので。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・南門から麻溝台高校に向かう道路の匂い

を直してほしい。（医療衛生学部・2 年）
・みんなの意見を改善しない点（医療衛

生学部・2 年）
・1 限前にトイレ清掃はなるべく入れない

で欲しい。（医療衛生学部・2 年）
・Wi-Fiが使いものにならない。トレ室の

利用時間が圧倒的に短い（医療衛生学
部・2 年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい。
（医療衛生学部・2 年）

・ Ａ 3 号 館 の 3 階 に もAHSwirelessを
（Wi-Fiを）届けて下さい。（医療衛生
学部・2 年）

・特に何も期待や改善はいりません。（医

療衛生学部・2 年）
・車での通学を認めてほしいなぁ。（医療

衛生学部・2 年）
・実習がこわい（医療衛生学部・2 年）
・学内を自転車で通行するのは禁止でも

よいが，守衛さんが乗っているのは理
解しがたい。（医療衛生学部・2 年）

・どこでもウォーターサーバが欲しいな。
みつを。（医療衛生学部・2 年）

・Ａ 1 情報室の蛍光灯つけて下さい。暗
いです。（医療衛生学部・2 年）

・IPEの食堂の回転率を上げてほしい。ト
レーニングルームの開室時間を早くし
てほしい。（医療衛生学部・2 年）

・Ａ 3 に冷水機つけてください。ＩＰ塔に
ごはんの量を増やしてほしい。（ex）ス
パゲッティーなど（医療衛生学部・2年）

【３年生】
・自転車で動ける場所を制限するなら，

駐輪場を増やしてほしい。IPEの食堂は，
食券を買ってから食べられるまでの時
間が長く，平日の昼には実質使えない。
メニュー少なすぎ。味や量の割に高価。
（医療衛生学部・3 年）

・Ａ号館の近くに駐輪場がほしいです。
（医療衛生学部・3 年）

・ありません（医療衛生学部・3 年）
・大学のバイク置き場の一部でも良いか

ら，屋根がついていれば良いと思いま
した。（医療衛生学部・3 年）

・ポータブルでの合否発表がおそい。掲
示などもポータブルでもっと活用して
ほしい。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・もうどうでもいいです。（医療衛生学部・

4 年）
・学生の意見を傾聴して下さい。（医療衛

生学部・4 年）
・特になし（医療衛生学部・4 年）
・101 を自由に使わせてほしい。OB・OG

も医図書で印刷できるようにさせてほ
しい。（医療衛生学部・4 年）

・学祭準備期間中，学ホの床で作業して
いてコンビニに行く通路が防がれて通
れない。（医療衛生学部・4 年）

・駐輪場が少ない。IPEの食堂の改変。◎
ドミトリー食道の再開・2 Ｆ医学部ラウ
ンジの医学部生の使い方がひどい（ゴ
ミを片付けない。テレビゲームをして
るなど）（医療衛生学部・4 年）

・ 駐 輪 場 が 少 な い（ Ｓ 号 館 の 横 を 再
び！！）・IPEの食堂にすき家があれば
良い。・1 〜 3 年生のほとんどの学部生
は誰かが代筆している。（医療衛生学部・
4 年）
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・床屋を使ってほしい（医療衛生学部・4
年）

医療衛生学部リハビリテーション学科
作業療法学専攻
【１年生】
・特になし（医療衛生学部・1 年）
・特になし（医療衛生学部・1 年）
・とても良い大学だと思います。立地が

良ければいいと思うことは多々ありま
すが，それはどうしようもないので，
これからもスクールバスの運行を続け
てほしいなと思います。また，Ａ号館
がもう少しきれいになればと思います。
（医療衛生学部・1 年）

・特にありません（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・学食の量が少ない。（医療衛生学部・2年）
・学校の校舎をキレイにして下さい。暖

房施設がちゃんとしたものが欲しいで
す。（医療衛生学部・2 年）

・ワイファイ環境をよくしてほしい　Ａ
号館　自転車置き場をＡ号館の近につ
くってほしい。通行止めのところを押
して通れるようにしてほしい。単位を
とりやすくしてほしい。（医療衛生学部・
2 年）

・授業変更を直前にしないで欲しい。・学
食をもう 20 円安くしてほしい。・冷房・
暖房の設定が専務でしか設定できない
のをなんとかして欲しい。（医療衛生学
部・2 年）

・学費がすごく高いのに，学生のために
使ってる感じがしない。何に使ってる
か明確にしてほしい。（医療衛生学部・
2 年）

・無駄なこと，（クリスマスツリーやコ
ンビニの数）にお金を使いすぎ。医学
部図書館でのパソコンからの印刷でカ
ラーができるようになってほしい。教
室のマイクがぶちぶち切れて，聞きと
りづらい。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・バスの利用について，本数を減らすな

らば，自転車の貸し出しを開始してバ
スは廃止にすれば良い。スクールバス
代，費用がもったいない。無理にバス
にする必要ない。というより。9：00 や
10：30 にしっかり着くことも少ない。
雨の日はおくれる。デメリットが多い
（医療衛生学部・3 年）

・特になし（医療衛生学部・3 年）
・授業評価アンケート記入時に学籍番号

を記入しなくてはならない点　成績に
は関係ないと言われても不安がある

（医療衛生学部・3 年）
・Ａ 3 号館を 12 時（夜の）くらいまであ

けていてほしい　土日夜の図書館の利
用時間をもう少しのばしてほしい　教
員が研究するための大学になっている
気がする。学費が高い分もっとすごし
やすい大学にしてほしい（医療衛生学
部・3 年）

・Ｌ 1 前の自転車通行禁止は迷惑なので
やめてほしい。・フードコートのコスパ
が悪い。メニュー少ない（医療衛生学
部・3 年）

・駅に近くしてほしい（医療衛生学部・3
年）

【４年生】
・スクールバスを増やしてほしい。（医療

衛生学部・4 年）
・Ａ 3 号館にWi-Fiをつけて下さい。（医

療衛生学部・4 年）

医療衛生学部リハビリテーション学科
言語聴覚療法学専攻
【１年生】
・ないです　このまま良い環境を提供し

ていって下さい（医療衛生学部・1 年）
・安く住めるところが欲しい。（医療衛生

学部・1 年）
・スクールバスの本数を増やして欲しい

です。専攻以外の授業内容が難しすぎ
ます。（医療衛生学部・1 年）

・学費が高ぎる。（医療衛生学部・1 年）
・事務の方たちの態度が冷たいです。「話

しかけるな」オーラがでていて，困っ
たことがあるから話しかけているのに
話をさえぎったり，突き放すようなも
のの言い方をされて不快でした。改善
していただけると嬉しいです。（医療衛
生学部・1 年）

・答案は返却されるべきだと思う。評価
方法が極めて不透明。（医療衛生学部・
1 年）

【２年生】
・学祭準備日（毎年大学構内のコンビニ

が閉まっているので開けておいて欲し
いです）や片付け日にもスクバを走ら
せて欲しいです。（医療衛生学部・2 年）

・暖房つける時期が遅すぎる。凍え死に
そうでした（医療衛生学部・2 年）

・4 限終わりのスクールバスの本数を増や
してほしいです。2 限終わり用の 12 時
台のバスもほしいです。（医療衛生学部・
2 年）

・第二グラウンドの照明を増やしてほし
い。（夜の練習の際，接触などの事故の
可能性）（医療衛生学部・2 年）

・Ａ 3 にWi-Fiが欲しい。3 Ｆのトイレに
手をかわかすブァーってやつが欲しい。
（医療衛生学部・2 年）

・生徒の意見にもっと耳をかたむけてほ
しい。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・学内の自転車移動をしたい。体育館の

ろうかの電気をつけてほしい　21：30
まで更衣室の利用をさせてほしい（医
療衛生学部・3 年）

・休日にもスクールバスが欲しい（医療
衛生学部・3 年）

・Ａ 3 号館の電波が悪いところ　Ａ 3 号
館にWi-Fiが設置されていないところ
（医療衛生学部・3 年）

・冷暖法を集中管理じゃなくしてほしい。
（医療衛生学部・3 年）

・自転車の規制を減らして欲しい。（医療
衛生学部・3 年）

医療衛生学部リハビリテーション学科
視覚機能療法学専攻
【１年生】
・部室棟，Ａ号館にもWi-Fiを設置してほ

しい。（医療衛生学部・1 年）
・バスの数を増やしてほしい（医療衛生

学部・1 年）
・出席を共通で学生証でピッするだけに

してほしい。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・薬学部のみではなく医療衛生学部もPC

の配付をしてほしい。学校のコンピュー
ターは不具合が多かったり立ち上がり
に時間がかかりやりたいことができな
いことがある。また，いつでも使える
わけではないので使い勝手がとても悪
い。PCが難しいならばせめてUSBの配
付をしてほしい（医療衛生学部・2 年）

・事務の職員が学生にタメ口つかうこと。
（医療衛生学部・2 年）

・とくにありません（医療衛生学部・2年）
・12 時 30 分ぐらいに大学→駅のバスが 1

台ほしい（医療衛生学部・2 年）
・単位が非常に取りづらい。（医療衛生学

部・2 年）

【３年生】
・もっと自由度の高い大学へ。大学が遠

い。（医療衛生学部・3 年）
・アンケートが多くてめんどくさい。シ

ラバスの組み方があまりよくないと感
じる。（医療衛生学部・3 年）

・テスト期間は長いのに 2 〜 3 日に全て
をつめこむのはやめてほしい。ばらけ
させた方が学生も，もっといっぱい勉
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強することができる。（医療衛生学部・
3 年）

【４年生】
・スクールバスの数が少ない　雨の日は特

に増やしてほしい（医療衛生学部・4年）
・ミニストップか，スシローをつくって

欲しい。IPEの食堂の人にマスクをして
欲しい。（医療衛生学部・4 年）

・テストの答案を返却してほしい。答え
あわせ，復習をしたい（医療衛生学部・
4 年）

・IPEのフードコートの人にマスクをして
ほしい。（医療衛生学部・4 年）

・IPEの食堂で働く人達にマスクをしてほ
しい。（医療衛生学部・4 年）

・駅から遠いのに，スクバが少ない。（医
療衛生学部・4 年）

【６年生】
・アンケートの項目が多すぎます。聞き

たいことが沢山あるのは分かりますが，
この分量を 5 分程度で実施させるのは
明らかにおかしいと思います。（医療衛
生学部・6 年）

学部不明
・数学の■■さんを変えてほしい（学部

不明・1 年生）
・特にありません。（学部不明・1 年生）
・学祭とテスト期間をもっと開けてほし

い（学部不明・2 年生）
・やめたい（学部不明・6 年生）

学部・学年不明
・スクールバスもっと増やしてほしい。

食事環境が悪い，これだけ敷地が広い
のに，食堂が 2 つしかない。（学部不明・
学年不明）

・出席表が全員に回っているかきちんと
確認できる制度が欲しいです。（学部不
明・学年不明）

・アンケート長い。プリンターが少ない　
部室が少ない，牛丼食べたい（学部不
明・学年不明）

・新 2・3 号館，温度調節，換気が難しい
のがとても困ります。特に秋の 2 号館
の午後は暑すぎてどうにかなりそうで
す　改善して下さい（学部不明・学年
不明）

・ファミリーマートにあきました。セブ
ンイレブンを呼んでください。（お昼だ
けの）（学部不明・学年不明）

医療衛生学部／学部不明／学部・学年不明


