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薬学部薬学科
【１年生】
・出席点は必要ないと思う。
・意識の低い人ばかりで残念だった。自

分が将来医療に関わる職につくかもし
れないという自覚が足りない。これは
学生の問題だけでなく，学校のプログ
ラムにも足りない所がある。一年の内
から実際のリアルな現場を見るという
ことで，適切な監督の下ピッキングの
一つでもさせた方がいい。

・何が重要なのか全く分からない。プリ
ントが見にくい先生が多い。（教科書丸
うつしなど）物理や数学の問題解説が
無い。同じことを良く言う。意義が感
じられない授業が多い。

・基礎科目が必要なのはわかるが，専門
教育科目が，こんなにも少ないとモチ
ベーションが下がる。しかも，ちょろ
ちょろある専門教育科目より一般教育
の方が難しいため，なおモチベーショ
ンが下がる。

・レジュメが見づらい時が多々ある。先
生の声が小さくて何も見えないときが
ある。先生方の雰囲気はいい。やさし
い人が多い。

・授業で使用したスライドはmoodleで見
れるようにしてほしい。

・資料が見にくい授業があった。
・チーム医療論を履習している人は基本

医療従事者になるのに，全部の講義に
でなきゃいけない学部とでなくていい
学部があるのはおかしいと思う。

【２年生】
・自分で考える実習が少ない。失敗する

実習がない。あったほうが計画力や調
査力が身につくと思う。

・ちゃんと出席している人が得をする授
業になればいいかなと感じる。

・授業のスピードが遅いから私語が多い
のでは？（ある程度のスピードで，評
価も厳しくすれば，学生は真面目に授
業を受けます）

【３年生】
・レジュメの文字が読めないときや，レ

ジュメとスライドが全く別物のときな

どは，やるきがなくなるのでやめてほ
しい。はっきり話してほしい。

・I wanna be a pharmacist !!
・実習がすごい自分のためになる。
・評価の悪い先生への対応が悪い。改善

されているのかが学生たちには伝わっ
てこない。

【４年生】
・ある程度自分の実力に自信のある分野

については，大学の授業から新たに学
ぶことが難しいと感じているように見
え，反省しています。もっと謙虚に学
びたいです。

・教授は細かいところばかり教えている
ので，大枠から話してほしかった。

【５年生】
・レジュメの文字がつぶれていた。声が

小さくて聞き取れない。授業開始時に
レジュメが配布されず，途中で配布さ
れる。

・専門分野を学ぶ機会が多く，勉強にな
りました。

【６年生】
・薬剤師国家試験に合格することを目的

に通っている。もっと他大学のように
薬ゼミと協力してほしい。模試を受け
るのがおそすぎる。全国のライバルの
中で自分の立ち位置がわからない。

・パワーポイントの設定がWindowsの先
生とMacの先生で異なっていて，天井で
見切れてしまっている先生がいた。ス
ライドの大きさの設定は統一してほし
いと思った。個人的な感想として色の
識別がしにくいので，スライドの色分
けが見づらいことが多かった。手持ち
資料をカラーにするか，スライドの色
分けをはっきりとしたものにしてほし
いと思った。

・臨床検査技師課程の授業や実習のコマ
数が少なく，資格を存分に活かすのが
難しいと感じたため，卒論の時間をも
う少し臨検の授業や実習に回していた
だきたかったです。

・クリッカー形式が良かった。
・プラチナタワーの設備がよくて気に

入っています
・設備で，空調の調節が部屋でできない

ため，辛いことがよくある。部屋毎に
できるようにするか，要望にすぐ応え
るようにしていただけるとありがたい。

・レジュメをネット上でも配信してほしい。
・教室の温度が極端だと思います。
・スライドの文字，配布されるプリント

の文字が読めないことがあり，そのよ
うな講義はやめてほしいと思いました。

・部屋の環境などはもっと繊細に管理し
てほしい。あまり生徒に干渉しすぎな
いスタイルで良かった（他の薬学部に
比べて）。

・指導熱心な先生方が多かった。

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・生徒の理解度に応じた説明・演習およ

び解説をしてほしいです。

【３年生】
・PLに必要ない授業が多かった。

【４年生】
・人数が多すぎて，あつくるしい。（はじ

めのころ）宿題や練習問題がついてい
る科目，よかった。

獣医学部獣医学科
【１年生】
・授業の出席について，出席をまったく

考慮しない授業がある。また，他の人
に代わりに出席カードを書いてもらっ
てわざと休んでいる人もいる。成績評
価の時にこのような人と毎回授業に出
ている人を差別して考えてほしい。

・もう少し出席したことを評価してもよ
いのではないかと思います。

【２年生】
・時間が不足して，充分な予習，復習に

割けない。
・ 1 年の時のような取りたい授業を取れ

るのは良かった。他の学科の授業も履
習できるようにしてほしい。（学費の面
もある気がするが・・・）

2018年度北里大学での学修等に関するアンケート（自由記述）

問10　�「大学での授業・学修について良かった点や悪かった点等，上記以外に感じていることがあれば，
自由に書いてください。」　回答結果

薬学部／獣医学部
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【３年生】
・前期の再試の結果は獣医学科も後期が

始まる前に出してほしい。他学科は結
果をはりだしているのに獣医学科は出
さないというのは納得いかない。

・たまに教授の教え方がすごい分かりに
くい所がある。

・グループワークがない。自主学習につ
いて不安がある

・●●●●●の授業（●●●●学）はくそ。
・レジュメの文字が見にくい。小さすぎる。
・スピーチを聴講してるだけなので脳が

働かずきつい，ディスカッション形式
をもっとふやしてほしい。

【４年生】
・教科書，スライドをただ読んでいるだ

けの授業が多々あるので，つまらない。
伝える努力をしてほしい。

・パワポで教室暗くする授業ばっかりだ
から目が疲れますね。

・学費が高い。カリキュラムを組み換え
て週 3 回を 5 週とか不規則な授業を組
まないでほしい。

・課題活動や，専門科目以外の教養の充
実に関してのフォローが著しく少ない。

・画質が必要なレジュメで画質が悪いと
困る。

【６年生】
・卒試にうかりたい
・授業以外の学生生活について，ほぼほ

ぼ学生まかせなため，コントロールが
効かず，トラブルがたえない。（キャン
パスの場所的にも）。

・アンケートをなくしてほしい。

獣医学部動物資源科学科
【１年生】
・数学の数Ⅲを初級や基礎でとりあつか

わないでほしいです。
・教職課程での授業や，体験学習といっ

たものは人として成長するきっかけに
なっている。

・ 1 年のうちにもう少しでいいから専門
学問を学びたい。正直この 1 年は無駄
な気しかしていない。

・今のところ広く浅くいろいろなことが
学べて面白い。

・動物資源科学概論の必要性。テストあ
りにして，落単する危険性はいらない。

・必修科目の講義がつまらなすぎる。（と
くに生物・概論）

・自由科目をなくしてほしかった。（履習
した科目は単位をとれる工夫をしてほ
しい。）

・単位を下さい。

・大学の授業で定員オーバーが発生した
場合，少なくとも先着順というのはや
めてほしいです。事務の方も大変イラ
イラしていましたが，先着だとあおら
れた学生は勉強したいからと長い時間
しっかり並んで待っていました。にも
かかわらず，列をリセットし，押し合
いをした人が授業を受けることができ，
事務の方が押すなといったのを素直に
聞きいれた，1 ～ 2 時間以上待っていた
学生が落とされるというのはどうなの
でしょうか。本当に納得いきません。

【２年生】
・実習をいきなり集中講義にするのなら

理由を明確にしてほしい。
・試験結果の発表がバラつきすぎるため，

帰る予定が立てられない
・実習のサポートで入っているＴＡと先

生の情報の共有がしっかりできていな
い時があった。実習で使う器具が足り
なくて待ち時間が長いときがある。

・レポートが多いんですけど・・・
・電卓持ち込み可に一票！！評価の付け

方，出席の扱いその他諸々がよく分か
らない講義が多くある。

・ただ教科書に書いてある文をスライド
にし，読むだけの授業ではなく，どこ
が重要であるのかが分かる授業にして
ほしい。

・何のためにその授業があるのか，意義
を見出だせないような授業が少なくな
かった。

・●●●●先生がプリントやテストなど
を配る時指を舐めてから配るのが本当
に嫌。

・レジュメをダウンロード出来るように
してほしい。

【３年生】
・実習が多い。
・教えることが苦手な教員がいる。
・良くなかった点 ： 時々見にくいスライ

ド，配布プリントがあり，見せる／配
る理由がそもそもあるのかと疑問に思
うものがある。

・TAさんが少ないことがある。グループ
当たりの人数が多すぎてグループワー
クにならない。

・再試験への対応が悪い。

【４年生】
・必修が多く，自分の興味ある授業も浅

く広いと思った。内容がこくなるなら
選択にすべき所が多くあると感じた。

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・法律や日本国憲法など一般教養でとっ

た科目がすごく良かった。教養演習や
北里の世界などは必修になっている意
味が分からない。今までの先輩からも
タメになったときかないし，自分でも
他に生かせることがなかった。また，
この大学は英語教育が非常に力が入っ
ていないと思う。

・教養科目が多く面白かった。先生によっ
ては，つまらない。とった意味がない
と感じるものがあった。

・E 概論は二年生の準備だから少し基礎
的といっていたが，もう少し先生方の
研究のこと（今やっている）を話して
ほしかった。パワポの使い方が下手で，
少しがっかりした。何を伝えたいのか
がまったくわからない授業となってい
て残念だった。専門科目ではない授業
の方が環境についてよく学べたし，身
についていた。E倫理においては必要性
がわからない。自分でその先を勉強し
ようとしても，何をすれば良いのかわ
からなかった。

・専門分野をもっと分かりやすく伝えて
ほしい

【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。
・野生動物について学べることを推して

いる割に，ほとんどそのことについて学
べないのは変な感じです。物理系に力
を入れていることをアピールするべき。

・●●●の授業が分かり辛い上に教科書
をそのままノートに写す授業で意義を
感じられない。

・実験の説明や意義をしっかり教えてく
れないような授業は改善するべきだと
思う。

・理解しにくい授業，課題，レポートが
多すぎて試験勉強が追いつかない。レ
ポートや中間テストを設ける場合，教
員同士でいつするのかや量を話し合い，
調節してほしい。計画性がない。

・高校より，いつ何をするのかをあらか
じめ教えてくれるので勉強しやすい。

・自分の将来について改めて考えられる
ことができた点がよかったです。

・必要と感じられる授業が少ない。
・黒板を上手く活用して欲しい。
・授業内容や課題に無理がある点がいく

つかある。
・様々な学問が学べて良い経験になった。
・幅広く学ぶため，収拾がつかず，自分

の実力不足を感じる。

獣医学部



─ 11 ─

・公務員試験を受けたい人にとってＥ科
の授業で 2 年時のときのものは半分く
らい必修でなくていいと思った。クラ
ス分けすればいいと思った。公務員ク
ラスと就活クラスで。あとこういうア
ンケートをとっても改善しようとして
いると思えない。

・時間割の配分や必修科目，課題の多さ
はどうにかならんのか。周りの人間の
ほとんどは一度は過労で体調を崩して
いるがどう思うか。

・細かい所や社会に役立つことを教えて
くれるのは良かった点。細かすぎてた
まに理解できなかったり，授業中に話
が脱線し過ぎているのは悪かった点。

【３年生】
・書いてもあまり改善されることは少ない。
・もう少し，フィードバックが欲しかった。
・●●●●学は教員を変えた方がいい。

あれで授業として学費を取るのか？
・実際にフィールドに出ての実習や，学

科で学ばない分野での実習（Zの科目の
実習は楽しかった）。

【４年生】
・内容がひどかった。大学とよべるのか

が疑問である。
・出席点をなくしてほしい。
・実習などで教員側の準備が不十分で

あったこと。

医学部
【１年生】
・出席をきちんととってほしい。
・専門的な授業が1年次から受けられる点。
・てきとうな授業がある。
・頭の悪い先生はいなくなってほしい。
・前期の●●先生の倫理はとても考えさ

せられたし，得るものも多かった。●
●●論は●●先生以外の人で学びた
かった。得るものが著しく少ない。

・語学が良かった。

【２年生】
・家に帰って自分で調べやすい資料。

【３年生】
・出席 1 ／ 3 がダルイ。
・講義室が寒い。イスが硬い。パワポの

ために前の電気を落とさないでほしい
（教卓のとこだけおとすのはいい）。

【４年生】
・写真をとらないかわりにスライドを

配ってくれるようにする，と言ってい
たのに配ってくれない所，あとでスラ

イド配るよと言っておきながら配って
くれない所，わかりやすい人は授業が
とてもわかりやすい所。

【５年生】
・テストやレポート等のフィードバック

が不十分である。間違った知識を覚え
てしまっている学生が多い。

・ポリクリがつらい。
・希に良くある事ですが先生の字が汚な

くて板書が読めない。何を言っている
のか（発音的に）分からないことがあ
ります。又，教務科のミスプリ，仕事
を忘れていたために授業が遅れること
も多々ありました。

【６年生】
・教える気のない先生は授業しないべき。
・レジュメを配らないくせにスライドの

撮影を禁止するなど怠慢な点が見受け
られる。

・授業やテストと国家試験が乖離してい
ると感じた。

・インプットが多く，アウトプットが苦
手な人ほど成績の伸びが悪いように思
います。

・もっと国試やCBTに沿うべき。
・もしが多すぎる。こくしのごーかく率

下がると思う。
・いがくぶのそつしはくそ。
・各試験において，問題作成者からの一

言解説集を作成してほしい。
・医学部の進級がきつすぎて，メンタル

やられてます。

海洋生命科学部
【１年生】
・海洋生命において第 2 言語が単位にな

らない点。なぜでしょうか？
・高校では触れられない学習が出来て良

かった。
・ハキハキと話してほしい人が多すぎる。
・ハンドアウトを分かりやすくしてほしい。
・一般教養が多すぎる。
・数学の授業が嫌い。上から物事を言っ

てきて嫌い。成績はテストと課題のみ
でつけると最初は言っていたのに最近
になって出席や授業態度も成績に含め
ると最初に言っていたことと違うこと
を言っている。出来ないことを小馬鹿
にする言い方をする。カチンときてい
るのは私だけではない。

・ 3 日前に授業変更の連絡をするのは絶
対にやめてほしい。その他はおおむね
満足です。

・英語AⅠ，AⅡの上級クラスの授業内容
があまりにもひどかった。英語の授業

だということをわすれていたほど。
・おもしろいと感じる授業が何 1 つなく，

毎日授業に出ることが苦痛です。
・●●●●学でゲームを音出しでしてる

人がいてうるさかった。
・授業は受動的なものが多かったので，

もっと生徒が能動的に活動できる工夫
を設けてほしい。

・教科書の内容を行わず，先生の趣味や，
研究学問についての質問ばかりで，授業
後に関連知識がほとんど学べず，理解
の深まらない授業を受けたことがある。

・数学（基本）の教師の教え方の態度が
悪く少々肌に合わない。

【２年生】
・●●●●だけは許さないからな。物理

と数学は，2 年以降も大切だから，積極
的にやるべきだぞ。

・教室の横幅が広くて，板書が見れない
事がある

・生生によって授業の形態が違うのはあ
たりまえだが，正直授業が分かりにく
い先生もいらっしゃった。

・過去問の有無で試験の有利・不利が決
まるのはおかしい。

・自分が興味のある学問を選んで進学し
たのに結局単位のために勉強している
気がする。

・生徒の授業態度によって，テストの難
易度を変えるのはいかがなものか。

・授業が目に余るほど下手な先生がいる。
研究などで優秀なのかもしれないが，
授業を受ける身としては・・・

【３年生】
・文章を書くという機会が少なかったた

め，今エントリーシートなどを書くの
に苦戦しています。もう少し文章を書
くような授業があってもいいと思いま
した。

・興味のあること，ないことによって勉
学に差が出た。

・Moodleをもっと活用してほしい。
・乗船実習で河川にされたこと。
・授業がつまらない，先生が一方的に話

しているだけ。
・メディアリテラシーを学べた。研究室

決定を 3 年の中ごろまでにしてほしい。
・出席管理が甘い。

【４年生】
・予習する内容をあらかじめ伝えてもら

えるものとないものだと，理解度に差
が出る。

・テストがテストしていない。（例：ノー
ト持ち込み可で全てスライドの事しか

獣医学部／医学部／海洋生命科学部
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出ない（暗記系の）→ノート取ってれ
ば 100 点，アホかよ）

・テストが過去問通りで先生によってや
る気を感じられない時がある。

・座学と 4 年生から始める研究がさほど
繋がっていない。研究室の決定を前倒
しにすることで，自身の研究分野の知
識を蓄える時間ができ，興味も深くな
り，意識が高まるのではないかと考え
る。また，学生（3 年生以下）と研究室
の距離を近づけていくと良いのではな
いかと考える。

・授業たのしかったです。
・出欠があまり重視されないのは，出席

をちゃんとしている身としては不満。
授業の始めの方で喋った内容を試験に
出すなど，出席している人が馬鹿を見
ないようにしてほしい。

・プロジェクターの調子が悪い。
・やむをえない事があれどもほぼ配慮さ

れない。
・課された問題に対してグループワーク

をして，相手に伝わるよう工夫して発表
する授業は将来役に立つので専門分野
の授業でとり入れてよいと感じている。

・同じ講義を 2 コ以上連続させるときが
ある。

看護学部
【１年生】
・知識や興味の幅が広がった。
・出席の取り扱いを一律にしてほしいです。
・バスの遅延と遅刻
・看護の専門科目で，1 回授業ごとの小テ

ストがあると良い。授業終わりなど　
・他学部ともっと関わりたい。
・一般教養で取っている意味があるか分

からないものもあった。
・教養演習の競争率が高かったこと。
・45 分以上の遅刻を欠席にする。1 回，9：

45 に寝坊して遅刻してしまったが欠席
にされて，腹立った。

【２年生】
・レポートを一気にたくさん出される。

前もって言われていないと時間がない。
急に補講が入る。→予定変更になるの
で・・・

・成績のつけ方が不透明。成績開示がな
くただ結果の「優・良・可・不可」の
み出されても裏でどのような思惑が
あって成績がつけられているか分から
ないため勉強する意義を見出せないし，
成績によりお金をもらえる人がいるの
は解せない。

・実際に臨床で働いている方が講義をし
て下さる。

・どうして自分のテストの結果が分から
ないのか。申請すれば教えてもらえる
が，そもそもなぜ自分のテストの結果
を知るのに申請が必要であるのか。

【３年生】
・テストの点数や順位を教えてもらえな

いところ。せめて間違っているところ
だけでもフィードバックしてもらわな
いと，自分の勉強にならないし，間違
えたままで終わってしまうのでテスト
の意味がないと思う。復習したいのに
出来ない。

・定期テストを返却してほしい。
・遅刻をしっかりととってほしい。

【４年生】
・助産のカリキュラムはやっぱりきつい

かと・・・。もう少し，演習できる期間
を作ってあげても良いと思う。

・ポワーポイントだけでなく動画などの
映像資料もあるとより授業が楽しくな
ると思う。

理学部物理学科
【１年生】
・一般論しか展開しない事が多く，例を

使って説明することが少ない。

【２年生】
・将来やりたいことを考えるきっかけと

なった。
・少なくとも教職や，文化人類学の授業

しか役に立っていないです。
・教授が，生徒の好き嫌いで態度や成績

を変えている気がした。
・理学部の物理の科目でも，講義におい

て，ALの視点を入れた授業があるとよ
り良い学びに向う力がつくと思う。

【３年生】
・学期の最後に行う授業評価アンケート

が，反映されているのかどうか分から
ない授業がある。

・面白い授業がいくつかあった。もっと
先生が多いとよかったと思う。

・私が理学部物理学科に在籍して感じた
ことは，物理学の理解を深めるために，
数学等の講義が履修できるとよいとい
うことです。

・上記の項目は文系が培うもので，理系
にいる限り期待できないものばかりで
ある。悲しい。

・授業アンケートを行わない先生がいた
のは，おかしいと思う。ある程度，先
生から生徒にハラスメントが有ります。

【４年生】
・物理学科には，もう少し専門科目（特

に理論系）が多くあっても良いように
思いました。英語の授業に関して言え
ば，全学年通して内容が中学生レベル
なのでもう少しきちんとした内容のも
のを望みます。

・教授のレベルがとても低い。

理学部化学科
【１年生】
・英語の授業レベルが低すぎる。高校の

ときの方が絶対英語ができた。上級に
いるのに，あんなにレベルが低いと
は・・・。英語能力が落ちました。

・教授が，自分 1 人で講義をしているの
が強い。

・キャンパスまでのアクセスがとても悪
いのにも関わらず（主にバス）遅刻で
減点されるのが精神的にかなりくる。

・実験の時に提出したレポートにほとん
ど何もコメント等がなかったので自分
の書き方がこれで，良いのかわからな
いので良し悪しをはっきりとし評価し
てほしい。

・わかりやすく教えようとする意欲が感
じられない授業がある。学生の理解度
を確認しない授業がある。

・授業の構成が下手。字が汚い。日本話
が変。説明がわかりづらい。教えよう
とする気が感じられない。講師が学生
の理解を促さず一人歩きし過ぎ。

【３年生】
・パワポを高速で連ねるだけの授業はや

めた方が良いと思う。

【４年生】
・専門的な知識を学べたのは良かった。

プレゼンの機会を増やしてほしい。
・再試でお金を取るのは良くないと思う！
・必修の授業が多すぎて，自分の学びたい

分野を選択する余裕があまりないです。

理学部生物科学科
【１年生】
・授業の質の差が大きい。わかりにくい

講義はとことんわかりにくかった。
・祝日がない。クソ。
・それぞれの学問に意味を感じられなく

なってしまった。
・台風が近づいている日は休講にしてほ

しい。また，スクールバスが運行して
いないのに理学部だけ授業をするのは
やめてほしい。

・「自分から学習すべき」という言葉を盾
にして積極的にわかりやすい講義をす

海洋生命科学部／看護学部／理学部
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理学部／医療衛生学部

ることを放棄しているように思われる
講師がいるような気がしてならない。

・将来，やりたいことが決まっていない
ので，授業にやりがいを感じない。

【３年生】
・ディスカッションなどで理解を深めて

くれる授業があったのが良かった。一
方で質問しにくいような威圧的な態度
をとる講師もいたのが残念。

・個人的に突発的に先生から意見を求め
られると上手く言葉に出せないのでそ
ういう講義は選択できるようにして欲
しかった。

・基礎をしっかり学べる所が良い。
・先生が全体的に分かりやすく，包容力

がある。

【４年生】
・楽しい。
・生態レベルの生物の授業など，分子生

物以外の生物の授業をききたかった。
・出席が厳しい。
・席が決まってないところ。
・悪かった点・・・ドミトリー食堂が無く

なったこと。
・自由な時間（授業がない）が多いので，

それは良かった。

医療衛生学部健康科学科
【１年生】
・授業の目的がわからないときがある。

スライドの早さがはやかった。

【３年生】
・必修が多すぎる。学びたい事があまり

学べない。

【４年生】
・実習はきつかったけど楽しかった。友

達が増えた。
・授業でレジュメがないのは分かりにく

い。先生のやる気が感じられない。
・問 9 の質問事項が不適切だと思います。

善悪の判断～とか，授業経験で養われ
るような授業なかったです。

医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・もっと専門的なことを1年から学びたい。
・前期と後期，1 年と 2 年以降授業のバラ

ンスが悪いと思う。1 年の後期は結構暇
で 2 年以降に授業詰めるより前倒しで
効率よくしてほしい。

・ 5 限まで授業があるのは嫌だった。も
うちょっと授業の構成を考えてほしい。

・興味も無いし楽しくもない分からせよ

うという意思も工夫もない教授のせい
で留年とか最悪

・数学をやる意味が全くわからなかった。
・英語Bでアンケート（希望の授業）を

取ったのに誰 1 人希望の先生の授業を
受けられていない。やる気が削がれる。

・教養科目がつまらない。学ぶ意味が分
からない。

・専門科目を学ぶのが遅すぎる。早めか
ら勉強したい。

・ 2 年の授業を 1 年に回してほしい。1 年
と 2 年の忙しさの差が大きい。

・授業中，まわりがうるさい。

【２年生】
・●●先生が変わってから全くやってい

る意味を感じなかった。ただの時間の
ムダ。時間とお金を返してほしい。

・ 1 年でも専門科目をやってもいいと思
う。2 年が重すぎる。

・パワーポイントがムダにカラフルで見
づらい。強調すべきところなのに何もさ
れていない。どの先生もレジュメの読
み上げ（そうでない先生がごく少数）。

・特に経験を役立てる場がなかった。出
席で遅延を考慮してほしい。

【３年生】
・良い点は知識の向上。

【４年生】
・総論のテストの点の貼り出しの有意性

が見出せない。せめてポータル上だけ
か，貼り出すとしても点数だけとか平
均点のみ，問題ごとの正答率で良いの
では？

・病院就職を希望しない学生に病院就職
を希望する学生同様に病院実習するの
はおかしいと思う。病院の都合もわか
るが，せめて 3 ヶ月にしてほしい。

医療衛生学部医療工学科
臨床工学専攻
【２年生】
・カリキュラムがきつい。他の学部・学

科と差がありすぎる。
・実習多い。

【３年生】
・実習などが充実している。

【４年生】
・問 9 のようなことは授業ではほとんど

学ばなかったが部活で身に付いた。
・授業スピードが速い授業があったので，

生徒の理解度に合ったスピードで教え
ていただけると授業も理解出来，楽し

いと思えると感じました。

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】
・シラバスの通りに授業が進んでいて，

よかった。
・専門教科は受け身な●●が多い。
・出席のとり方，来てない人いるのに・・・。
・黒板の字が読みづらい。

【２年生】
・板書がきたない。早い。まとまってない。
・再々試がある方がテスト勉強をする上

で，精神的な安定が得られると思います。
・板書の文字が小さく見づらい教授がい

らっしゃった。
・やる気がない。生きていたくない。
・ペンでノートをとるよりも，ＰＣのタ

イピングの方が速いので，ノートパソ
コンで授業のノートをとることを公認
されたい。中には良く思っていない先
生もいると思うので・・・。実際にノー
トパソコンの方が先生の話をカバーし
やすいと思った。

・字が読みにくかったり，小さい先生が
稀にいたこと。

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】
・L1 号館のイスが座りやすいのが多いと

ころがいい。

【３年生】
・一年が楽すぎて二，三年につめこむのは

やめてほしい
・グループワークばかりで，グループワー

クにするとやる人とやらない人の差が大
きいのに全員同じ評価しかされないので
納得いかない。人間関係が悪化する。

・●●●●●●●で，自分たちのグルー
プがしらべたことを聞いてもらえない。
教授の力が強すぎて，過信していると
感じた。

・全授業でレジメが欲しい。
・ 1 つの授業に多数先生がいる授業にお

いて先生内で考え方に差が生じていて
困る。

・専門的な知識を持っている教員が多く，
自分の専門分野を見つけやすい環境で
ある。

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】
・先生によって当たりハズレがあるのは
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つらすぎる。
・出席しなければ留年する点が好ましく

ない。
・●●先生の●学のプリントを自分達で

印刷してこなければならないところに
不満を感じています。

【２年生】
・こちらには遅刻欠席を厳しく注意して

くるのに，教員が遅刻をして一言もな
く授業を始めるのはちょっと気になる。

・良い先生はとても良いが，良い先生と
悪い先生の差が激しい。

・成人式とテストを考慮してほしい。
・実習の授業で先生が思っている以上に

皆が理解できていないことを知ってほ
しい。常識というスタンスで授業が進
み，皆困惑している。

・プリントが分かりづらい。（分かりやす
い）説明が明確でない。（明確）

・ねむくなる授業とならない授業の差が
大きい。

【４年生】
・良い授業が多く，ためになる。

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●●●●学と●学（●●先生）の

授業は素晴らしく，様々な分野を学ぶ
ことで一分野を更に究める多面的なも
のの見方ができること，客観的な考え
方を学べた。こうした授業を増やし，2
年時にも受けられるようにしてほしい。

・レジュメは基本的に用意してほしい。

【２年生】
・重なりすぎている。（内容）

【３年生】
・シラバス・年間予定表に書いていない

空欄の部分に授業準備などの予定が
入ったこと，もしその時間にやってほ
しいことがあれば時間に書いてもらい
たかったです。

・マークとはいえ，テストの問題数が多
すぎるのは悪い点。テストの時間と問
題数のバランスを考えて欲しい。

【４年生】
・実践を多く学べたため，将来に役立つこ

とができ，臨床をより近く感じられた。
・学校内がきれい。ゴミ箱は教室にも欲

しい。

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】
・演習点を取る方法が，じゃんけんで勝っ

た人が黒板で問題を解けて 1 点もらう
ような方式で一回もじゃんけんに勝て
なくて演習点をかせげなかった。問題
がわかる人の中でまだ 1 回も黒板でやっ
たことがない人を優先しないと不平等
だと感じた。

・それぞれの科目で復習しやすいプリン
トなどの工夫があったので試験の前に
役立った。自分の興味のあるものだけ
でなく，興味があまりないものにも前
向きに取り組むことができました。

・様々な専門の先生方が，熱心に指導し
てくれるので，非常にスムーズに学習
できる。

【２年生】
・試験の点数も知りたい。
・再々試がなくなった。
・テストの点数を教えてほしい。
・レジュメが用意されていない授業は良

くないと思う。

学部・学年不明
・教養演習の数学系科目の授業が素晴ら

しかった。
・テストが難しいんじゃ。
・研究室での授業や，研究活動を通じて

学びはあったと思う。研究室以外の場
で特に得られたものはない。特に通常
講義は何の役にも立たなかったし興味
も湧かなかった。

・あらかじめ，ある程度理解していると
分かる，という授業が多く，授業中に
理解することが大変だった。

・ 2 号館の教室が授業中暑い。
・●●●－●●●●は，人間として“ク

ズ”である。●●●●特有のクズは他
にもいるが，●●はNo.1 である。

・テスト解説を作ってください。
・週 1 時間でよいので，先生達のオフィ

スアワーを設けて欲しい。
・ 1 年生のうちに専門分野について深く

学習できるようカリキュラムが組まれ
ていればよかった。

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】
・周りの知能幼稚園児共をどうにかして

ほしい。動物園呼ばわりされても何に
も言えない。恥晒し。北里でこれなら
ここより下はもっと酷いのかと思うと
ゾッとする。

・インフルエンザの予防接種を無料で受
けたかったです。

・ASCの利用を午前中からOKにしてほし
い。

・スクールバスを増やしてあげて欲しいで
す。（自分はもう関係ないけど。）問 10
で書いたのを見て頂けると嬉しいです。

・北里の世界の授業やチーム医療論の授
業で同じことばかり話すのをやめてほ
しい。

・トイレに便座クリーナーを設置してい
ただきたいです。

・授業中に学生が関係のないことを話し
ていることがあって，先生の話がよく
聞こえないことがあって嫌です。

・テストをもっとかんたんにしてほしい。
・実験班を固定メンバーにしないで欲しい。
・授業が多すぎること。
・授業中に話している生徒にもっと注意

してほしい。
・オリンピックボランティアの特典がほ

しい。
・バスのシステムを見直してほしい
・白金のトイレットペーパー“フジラブ

リー”が硬すぎる
・必修が 1 日に 1 コマだけあったり，3，

5 限にあって 4 限が空きコマだったり
した。詰めて全休をつくることはでき
ないか。

・白金の同好会にも部室が欲しい。
・先生はもう少し生徒の不平不満に耳を

傾けるべきだとおもいます。
・この忙しい時期にアンケートを配る教

務課を変えてほしい。頭でっかちの学
年主任を変えてほしい。

【２年生】
・確かに自分の意思で大学に来ているが，

もう少し授業を面白くしてほしいです。
・もう少し 1 科目あたりのコマ数が多く

ても良いと思います。
・白金キャンパスに休憩スペース（椅子

とテーブル）を増やしてほしいです。
後はテストの時に各学年の待期場所の

ようなものを作ってほしいです。昼食
をとれるとこが少なくて困ってしまっ
たので・・・

・1501 講義室は広いため，前の方と後ろ
の方で冷暖房の効きが違うことがあり
ます。

・もっと小説コーナーを図書館につくっ
てほしいです。

・スケートリンクをつくってほしい。
・机がせまい。
・電子レンジや給湯ポットを各フロアに

設置してほしいです　お手洗いに全身
鏡がほしいです。（1 号館）

【３年生】
・海外留学プログラムを充実させてほしい。
・忙しすぎる。
・生徒 1 人 1 人の意見を大切にしてほし

いです。

【４年生】
・大学のチューター制度の実効性を上げ

ていただけたらうれしいです。チュー
ターの先生，あるいはクラス担任の先
生が親身になってくれていると感じた
面談が少なく，結局こちらからは何も
申し上げられないということが多々あ
りました。

・シエスタ用のベッドがほしい。はやく 2
号館の工事が終ってほしい。

・講議室の温度管理が極端なのでもう少
し丁寧に調節してほしい。

・ 4 年の事前実習が昨年度に比べつめ
こみすぎではないかと思う。もう少し
CBTの勉強を腰をすえて行いたかった。

【５年生】
・大学の研究をビジネスに利用し，産学

連携をすすめてほしい。
・ 1 号館，2 号館，タワーをつなげてほし

い
・食堂が冬寒い。2 号館とプラチナタワー

はつながりますか？
・薬学部が就職できる（している）職種

について早くからアナウンスが欲しい。
・就職活動のサポートを，もっと積極的

に行ってほしいと思います。運動や，
筋トレ等する場所が大学内に欲しいと
思います。

・大学生活が楽しくありません。恋人と
も不仲です。大学生活での楽しい事，

明るい事やイベントなども欲しいです。
・自由科目として，経営等の科目があっ

たらと思います・・・

【６年生】
・空調のことなど，もっと学生のことを

考えてほしいです・・・。
・2号館の空調管理が悪い。教員に伝えて，

事務に連絡しても改善されない。
・学生が授業に参加したくなるような授

業をして欲しいです。正直薬ゼミの授
業の方が何十倍も楽しいです。

・空調管理をもう少ししてほしい。暑す
ぎる。（教室）

・パソコン室をおいてほしい。海外留学
生の受け入れ。

・6 年になると学習教材が増えるため，
ロッカーを増やしてほしい！

・地方から入学してきた 1 年生はとても
精神的に不安定な時期があると思いま
す。もう少し大学側からのサポートが
あったら良いと思います。

・講義室の環境が粗悪すぎると考える。
空調の温度調節も不適切で，窓もなく
換気もしてくれないので，空気がとて
も悪く，全く授業に集中できない時も
ある。2 号館の講義室環境は最悪である
と思う。もっと学生のことを真摯に考
え，適切な温度管理，換気を行ってほ
しい。

・教室に空気清浄機がほしいです。2201
教室の空気が悪いです。

・2201 講義室の空調の調節が教室で行え
るようにしてください

・シャワー室をつけて欲しいです。
・空調が悪くて授業に集中できないです。
・講義室があつい時が多いです。
・空調設備の改善。
・2201 教室がとても暑く，集中できない。
・もっと勉強の相談がしやすい環境つ

くってほしいです。
・空調が調子悪い。
・授業を受けている教室が毎日毎日暑い。

空調をしっかり効かせてほしい。暑く
て授業に集中できない。

・講義の空調の加減が極端。部屋ごとに
空調調節できるようにしてほしい。図
書館が工事の影響でうるさかったりゆ
れるので自習室を別につくってほしい。

・教室が暑すぎて，勉強できる環境では
ない。毎回色々な先生が言っているは

問29　�「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
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ずなのになぜ改善されないのか疑問。
・実習書などちょこちょこお金をとられる

ことがあった。一括にしてほしかった。
・教室がせまい，空調が悪い。薬ゼミの

講義代くらい出してほしい。
・空調。
・教える気があるのかと思うほど授業の分

かりにくい先生をどうにかしてほしい。
・教室が暑くて集中できないので改善お

ねがいします。
・白金 2 号館の空調をもう少し効かせて

ほしいです。寒すぎたり暑すぎたりし
て，集中力が落ちることがあります。

・空調が悪すぎて（特に午後），暑すぎた
り，寒すぎたりとても辛いです。（2201
教室）

・空調をどうにかしてほしい。暑すぎ・
寒すぎで集中できないことが多すぎる。

・空調をどうにかして欲しい。空気が悪い。
・講義室が毎日暑くて勉強に集中できない。
・グローバル化が本格的に進んでいくな

か，英語を話す機会がほとんどなく今後
の社会人生活に影響が出ないか不安だ。

・教室が暑い。
・講義室（2201）が暑すぎる，寒すぎる

（夏）ため授業に集中できないことが
かなりある。

・教室の換気の問題などで，3，4 限にも
なってくると頭が痛くなってくる。

・事務の対応。
・空調がやばい，特に 4 限マジやばい。
・空調を教室で設定できるようにしてほ

しいです。暑すぎる，寒すぎることが
多く勉強に集中できません。

・空調の管理ができてない。

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・相模の方の交通面が不満。
・1 浪して期待を胸に入学したが，失望し

た。何もかもつまらない。通学してい
る意味を感じられない。大学の授業が
こんなにもつまらないと思わなかった。
予備校や高校の方が何倍も楽しく勉学
に励むことができた。

【３年生】
・もう少し学科によって必要・不必要の

科目をわけてほしい。PLでこれ必要
か？と思う教科がたまにある。

・空調管理をどうにかして下さい（夏は
さむすぎ）。うしろの席の人うるさすぎ
て集中できない。

【４年生】
・先生と仲良くなりたい。

【学年不明】
・空調が効きすぎたり効かなすぎたりす

るので，なんとかしてほしいです。

獣医学部獣医学科
【１年生】
・夏休みを長くしてほしい。
・台風のときは休みにしてほしい。
・図書館の本（一般・文芸作品）が少な

い・借りられる期間が短い。
・一般教養の単位（取得すべき）量が多

い。夏休みが少ない。
・バスの定員が多い。定員一杯に乗ると

身動きができなくて辛い。定員を減ら
して本数を増やしてほしい。また，最
終便をもう少し遅くしてほしい。（20 時
半くらいまで）

・トイレの様々な音（ex.流す音）を小さ
くしてほしい。

【２年生】
・土日開館している，深夜まで空いて

いる自習室，パソコンルームの設置。
Moodleを使用した授業。生協。

・自習できる場所や教室を開放してほしい。
・実習のレポートあるなら筆記試験やめ

てほしい。
・図書館の充実性。
・大学生が住むにはキャンパスが田舎す

ぎる。交通の便も悪すぎる。せめて何
か補助的な交通手段があっても良いの
ではないか。

・授業時間と授業内容，復習時間がつり
合っていない。

・休日にB棟を開放してほしいです。西門
も開放してほしいです。

・試験期間，その前の期間の土日に教室
を自習室として開放してほしい。

・学食を近くにつくってほしい。メニュー
を充実させてほしい。美味しくしてほ
しい。

・教員同士の授業の進み具合がわかって
いないため改善してもらいたい。

・十和田キャンパスについて，A棟およ
びB棟の講義室は飲食禁止となっている
が，学生ホールやラウンジには全学生
が座れるほどの収容力はないようであ
る。実際，講義室内で飲食をとってい
る学生も多い（黙認されている）。この
ような状況は好ましくないから，実情
に合わせてルールを変える（飲食可と
する）べきだと思う。

【３年生】
・本来欠席による減点はしてはいけない

という規則があるが，守っていらっしゃ
る先生と 1 回の欠席で 5 点減点する先

生など守っていらっしゃらない先生が
いらっしゃいます。出席回数で減点を
する先生は規則違反ではないのでしょ
うか。

・学校が寒すぎる，Wi-Fiが弱すぎて使え
ない時がある。

・自分の時間がもっと欲しい。
・興味のもてるような授業をしてほしい。

たのしくない。
・大学生が主体性を持って行う活動や企

画に対してもっと協力的であってほし
い。専門領域に関するものでも学外と
の交流でも現在の大学側の姿勢は非協
力的を越えて抑圧的にすら感じます。
十和田キャンパスの扱いがおざなり過
ぎです。図書館の蔵書の古さ，バラエ
ティのなさ。きれいなだけで不便な建
物。もう少し現地を見て下さい。

・インターネットの授業支援システムと
提示板の連動。

・テスト合否のプライバシーがないので
個別で見れるようにしてほしい。

・レポート提出のペーパーレス化。
・ヤマザキショップを廃止しろ！！！！
・さむい。
・日曜なども，もっと大学を使わせてほ

しい。温度管理がよくない。さむい。
・やはり東京には美術館，博物館が多い

ので関東近辺（相模原キャンパス）に
戻りたい。無料バスなど（土日に）前・
後期に 3，4 回してほしいです。

【４年生】
・頻繁に小テストを行って欲しい
・受け身の授業ばかりで授業をうける意

味があるのかわからないことがある。
英語が必須というわりに大学で英語を
学ぶ機会がほとんどない。相模原ばか
り便利にしたり改築するのではなく，
十和田にも学生がいることをわかって
ほしい。土日で図書館や学生ホールを
閉めないでほしい。A棟のラウンジも
10 時で退出は短いと思う。テスト期間
はずっと開放してほしい。

・学生課や教務課で若い女性の人で態度
（対応）が悪い人がいる。また，提出
書類への返答が遅い。

・試験日程についての意見・感想のアン
ケートも学生に行ってほしい（この教
科とこの教科が一緒はきつい，など）

・学生がすごしやすいよう，そこに投資
してほしい。

・学費がどのように使われているのか，
詳しく知りたい。

・古い建物（食堂，図書館）のトイレが
くさいので早く建て変えてほしい。食
堂の栄養バランスを良くしてほしい。

薬学部／獣医学部
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教務の仕事が遅いし学生への態度が他
の大学と比べて悪い。学生課は親身。

・4 号館の 3 ～ 4 階が通れるようにして
欲しい。登校時に車と人が行き交い，
とても危険なため，車の進入を動物病
院側に統一して欲しい。

・教室のWi-Fiがつながらないことが多
い。改善してほしい。食堂のWi-Fiも
ほぼつながらないです。自習室に冷暖
房がないところがある。つけてほしい。
テスト期間中に限って自習室を工事す
るのは配慮が足りない。長期休みの間
にやっておいて。

・V1　2Fのパソコンがネットにつながら
ないのは何故？調べ物をしながら勉強
がしたいのに事務の対応が悪い（人に
よる），事務に提出したい物があったの
に，ただ「分からない」とだけ答えら
れて出せなかった　担当じゃないから
分からないのか，まだ事務に話がなかっ
たからなのか何が分からないのかはっ
きりしてください。

・日曜もA号館を開けてほしい。図書館に
専門書以外の本も入れてほしい。

・研究室がきつすぎる。
・学生課の事務員の態度が悪い。学生ホー

ル内のコンビニが糞，大学生協を導入
して下さい。毎年毎年毎年同じこと書
いているのに全く，不思議な程反映さ
れない。国立の大学ではすぐ反映され
たのに，私立の金の意味・・・

・出席取る時だけ来て，取ったら出てい
く学生が多い。講義中にドアの開閉音
がうるさいし，ラウンジでゲームして
いる学生もいる。実習は他の班員に作
業をまかせて遊びに行ったりする人も
いる。何故，こういう人達が出席にな
るのか疑問。まじめにやっている人の
邪魔するような環境をどうにかしてほ
しい。

・教務課の方や，学生課の方，清掃をし
てくださる方々のおかげで，快適な学
生生活を過ごすことができています。
ありがとうございます。

・図書館前の門を開けてほしい。夜でも
どこかしらで食べ物が買えるようにし
てほしい（自販機のパンなど）。

・学食，売店が早い時間に閉ってしまう
ので，10 号館などにHotスナック自販機
やパン，お菓子の自販機をおいてほし
いです。また，学食に自由にえらぶ方
式を取り入れてほしいです。（おかずな
どをいくつかえらぶ）

【５年生】
・近隣に楽しいものがない。
・もっと都市部に移転してほしい。

・教務課の人の態度を良くして欲しい。
無愛想なのもあるが，受け答えの仕方
が少し鼻につく時がある。

・ 十 和 田 キ ャ ン パ ス は 立 地 が よ く な
い・・・・・

・授業料とは別に，ずいじ授業に使用す
る物（ガウン等　CBT受験料など）の
分のお金が求められるのはやめてほし
い。突然 2 万円とか出ない。学生なので。
そういったものは全て学費に含んでほ
しい。

・学費を下げて欲しい！！図書館の蔵書
を増やして欲しい。

・教務課について，相模原から優秀な方
をつれてきて頂けないでしょうか。例
年，手続きをする度，思います。必要
な書類提出等のやりとり。

・学校に勉強を快適にできるスペースを
増やしてほしい。場所だけふやしても，
冷・暖房が使えないのでは意味がない
です。

・医学部にばかりお金を使わないでほしい。
・出席きびしすぎます。

【６年生】
・早く卒業したい。
・総合獣医の日程を去年のものに戻した

方がいいと思う。
・獣医キャンパスではなかなか自習室の

確保が難しいです（2 ～ 5 年が特に）
・喫煙所の設置。
・卒論発表時のお茶代は学費から出すべ

き。ファイルも　総合獣医を見直すべ
き。（教科ごとの問題数の比率，内容）

・門の所でタバコを吸われると煙が臭い
ので分煙所（？）を造ってほしい。

・卒試に合格したい，本試で。
・卒試に合格させてほしい，学食Yショッ

プの他にお店を誘致してほしい。
・卒業論文をまともにみてもらえず，学

生に丸投げする先生がいる。右も左も
わからない中での研究はうまくいくわ
けがないので，そのような先生がいな
くなるように規制すると良いと思う。

・このアンケートが学校生活に反映され
ていると感じたことが 1 度もない！

・卒試に受かりたい。
・特に何も期待していない。
・事務をもう少し改善してほしいです。
・最高になってほしい。
・キャンパス移動したらどうですか。在

学中に 4 ～ 5 人（学生含め）キャンパ
ス周囲で亡くなったのはほんとうに怖
いです。

・アンケートをなくしてほしい。
・国試に強くなりたいと大学は願ってい

るのに，図書館をはじめ自習室の設備

が悪い。
・24hの自習室の設置は，今の大学では，

主流な気がする。
・十和田キャンパスの事務（学生課）と

教員との連絡ミスが多く，生徒がふり
まわされる。事務の人たちを替えてほ
しい。対応が悪い。

獣医学部動物資源科学科
【1年生】
・授業中の私語が気になる。スクールバ

スを定刻前に発車させたことを分かる
ように示してほしい。留学にかかるお
金が高い。

・こういったアンケートをとるならアン
ケートの結果を反映してほしい。

・学生のマナーが悪い（交通ルールな
ど）。授業が分かりにくい，自分たちの
レベルに合っていない授業をする，意
義が見出せない授業をする先生が多い。
（特にこちらに選択権のない必須科目
がそのような状況なので困る）

・獣医学部が 2 年生に進級したときのキャ
ンパスが遠いので，近くにしてほしかっ
た。

・学生証にはもっといろいろな用途が
あってもいいと思う。出席の確認とか
スクールバスの乗車とか，不満といえ
ば，大学から駅が遠いこと。それなの
にときおりスクールバスが休むことが
ある。

・アンケートが長くて疲れました。あと
TA って何ですか？

・1 年次からもう少し専門的なことを学
びたい。

・医学の発展に貢献した大学であること
は分かるが，獣医学部に親切になって
ほしい。

・性別の所は 2 択にすべきではない。
・4 年まで自動進級制にしてほしい。
・学費が高い。馬鹿ばっか。人間性がよ

ろしくない人たちの集まり。話が合わ
ない。高校の友達に会いたいと思うく
らい本当にいろいろ合わない。

・一般教育部HPの補講・休講・教室変更
などの掲載について，補講などの日程
が決定次第，早めに掲載してほしい。

・問 10 で書かせていただいたことと，も
う少しこまめな授業アンケートです。
また自由選択だけど，ほぼ強制の授業
こそ，本人の意志にまかせるべきだと
思いました。私個人としては「農医連
携論」を取るなら，他の科目をとりた
かったです。周りも内職していたり，
うるさかったり，このような環境で受
ける意味があるのかと思いました。

・学部事務室の開室時間を長くしてほし

獣医学部
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い。お昼休みに行くことができない。
授業（1 限）前や 5 限後に行くことが
できない。

【２年生】
・分析化学と食品科学実習の教員の改善
・分析化学は小数同士の計算を電卓使用

禁止でやらせておいて学生のみに非が
あるように言うのはどうかと思える

・食品科学実習は教員の“え～”や“えっ
と”の回数があまりにも多く（52 分で
687 回）あまりにも分かりにくい。

・トイレにかばんをかけるフックをつけ
てほしいです。

・大学内で勉強できる環境が少ない。A棟
ラウンジなどに冷暖房を入れてほしい。
寒くて集中できない。学生ホールは勉
強する環境ではない。図書館を新しく
してほしい。懇話会の効果が少ない。

・教員のやる気の無さ加減。
・新しく着任した人の授業がひどい。
・Wi-Fi環境をよくしてほしい。
・先生方から一方的にする授業だけでな

く，生徒からも何か先生に対しアウト
プットできるような環境がほしい（テ
スト以外で，ディスカッションなど）。

・ポケストップが少ない。ジムも欲しい
・V学部だけ十和田はつらいです。もう少

し，南がよかったです。
・部室棟や体育館のシャワーを使えるよ

うにしてほしいです。
・●●●●先生がプリントを配るとき，

指をなめてから配るので，プリントに
唾液が付いています。本当に嫌です。

・必修科目以外の授業のテストをもう少
し楽にしてほしい。主に教職。生徒指
導論や教育心理学はテストで生徒を大
量に落とすので授業を受けたところで
という気分になる。

・部活の大会で公欠がきくようにしてほ
しい。

・大学全体で，部活動に対してもっと力
を入れてほしい。

・連絡が遅かったり，もう終わっているの
に掲示板に貼られていることがあるの
で，もう少しきっちりしてほしいです。

・実習レポートが多すぎる。
・学費を安くしてほしい。もっと北里賞

で奨学金がほしい。

【３年生】
・Zで動物看護師の資格を取れるようにし

てほしかったです。
・大学内にコンビニ。
・学費を安くしてほしい。
・校舎を建てなおしてほしいです。

【４年生】
・Vにサークル活動がまともにできる環境

を。まるで，そのうち，学校移すつも
りなのかってくらい建物にお金つかい
ませんよね。Vは。

・英語を学べる機会を増やしてほしい。
外国人の教師にしたほうがいい。

・もう少しZやE科の設備を新しくしてほ
しいです。みんな不満に思ってて，学
費もしっかり払っているので，よろし
くお願いします。

・学生課が管理しているバドミントンラ
ケットの本数を増やして欲しい。多人
数で借りられない。

・製氷器，冷水機を体育館に設置して欲し
い。熱中症やケガの手あてに必要です。

・体育館の床暖をつけて欲しい。
・土，日，祝も東門があいていてほしい

なとたまに思います。
・ヒーターの設定をやりやすくしてほし

いです。
・西門周辺のタバコのゴミ（灰皿を設置

するなど対策をしてほしい）。
・学内の道路を舗装してほしい。
・相模原→十和田だけでなく卒業時の十

和田からの引越のサポートもしてほし
いです。

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・色々ありますが，この大学が好きです。

頑張って進級したいです。
・最初から授業にちゃんと出ているのに，

授業終わりに出欠を取られると，最初
から出ている人が損をしたような気分
になります・・・。

・学食の値段をもう少し下げて頂くか，
もう少し味を改善して頂きたい。

・授業中にずっとしゃべっている人がいる。
・授業のある土曜日には，スクールバス

を運行してほしいです。
・資格を取れるようにしてほしい。

【２年生】
・英語の授業をしてほしい。
・休日も自習室を解放してほしい。（西門も）
・V-E学科長の授業を改善して欲しい
・建物が古く，暗い。モチベーションに

もつながるため，できるだけ早く改装
して欲しい。

・E棟を直して欲しい。
・E棟をきれいにしてください。
・E棟とV棟では，かなり状態がちがうの

にもかかわらずZと同じ学費なのは腑に
落ちないので早急に改善して欲しい。

・校舎を他学科と同程度のものに建てか
えてほしい。授業をわかりやすいもの，

生徒の望むものになるようにしてほし
い。教員の都合ばかり優先せず，生徒
のことも考えてほしい。

・板書のスピード，パワーポイントの活
用が分かりづらかったり，見えない時
があるため，改善してほしい。授業時
間内に授業を終えてほしい。質問をも
う少ししやすい環境にしてほしい。

・ 2 年生にあがって十和田にきてから
少し授業の評価がゆるい（日程がまち
がってたり，など）ので少し学習意欲
がそがれてしまう。もう少しきっちり
やってほしい。また，授業をスマホを
皆がもっていることを前提としてする
のもやめてほしい。（授業に必要なら必
要物にスマホを記載するべきだ。）←
けっこう困っています。（例としてスラ
イドを流しながらおこない生徒にスマ
ホで写真をとらせるなど）

・学びたくないものが必修科目として多
い。もう少し，選択科目として扱って
もいいと思う。

・設備をもう少しよくして欲しい。
・設備を改善してほしい。
・実験機器を増やしてほしい。E学科が使

用している 7・8 号館がとても古いので
建て直してほしい。

・獣医学部の試験日程が遅すぎる（ 1 月
の授業はいらない）再試期間遅い。相
模原と日程合わせて欲しい。

・Wi-Fi 環境が不安定なことが多く，学
校にノートパソコンを持ってきても使
えない。

・教員がただ話すだけなど，まれに出席
する意義を見出せない授業がある（板
書もあまりしない）せめてプリントを
配布するなどしてほしいと思う。

・目的がはっきりとしない授業が 2 年次
より多くなった。

・●●●の●●先生の●●●●学の黒板
の字が小さい，興味がわかない，先生
によってやる気に差がありすぎる。

・大学内にセブンイレブンがほしい。E学
科の教室をキレイな所にしてほしい。

・●●先生の授業の進め方が全てわかり
づらい。

・是非関東に獣医学部キャンパスを。北
関東で構わないので。

・VE棟の室内が極端に暑い時がある。
・トイレ汚ない（古い）。
・レポートの手書き規制やめてほしい。
・荷物を置く場所を教室内にほしい。座

る場所が狭い。
・エレベーターがあるとラク。
・普段まともに授業を受けていない者が

テスト前になって，自分に質問し，そ
れで合格するといったような理不尽を

獣医学部
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どうにかしてほしい。
・ネット環境を改善してほしい。
・補講が出ないように授業日程を組んで

ほしい
・前ページに書いてあるクラス分けして

ほしい。
・学校行事をもっとふやしてほしい！！
・教室の換気システムなんとかしろ。
・自分の現在の成績や将来についての相

談に乗ってほしいので，希望性で面談
を行ってほしいです。

・校舎の建てかえ。せめてトイレだけでも。
・教員採用試験対策を充実させてほしい。
・相模原キャンパスのように日替わりソ

フトクリームなどのスイーツを学食に
入れてほしい。

・就職ガイドなどのコーナーや部屋をも
う少しみんなの目の届く位置に置いて
ほしい。そうすれば，就職について考
える機会が増えると思う。

・E学科の棟の設備どうにかしてほしい。
エアコンあつすぎてみんな死にそうな
のに止められないし，パソコンで課題や
りたくてもなぜかWi-Fiが入らない。

・暖房の調整をもっとうまくやってほし
い（暑すぎたり，寒すぎたりする）

【3年生】
・もっと分かり易く興味が持てるような

授業にして欲しい。学生の出席率が悪
いのは自分たちの授業にも非があるこ
とを認め，改善して欲しい。

・掲示板の場所が入り口に近すぎたり，
地元にいると見ることができないので
moodleや獣医学部のサイトで確認でき
ると助かります。前期中間の結果をより
早い時点で開示していただきたいです。

・出席は自由に。
・授業の選択をある程度自由にしてほしい。
・（日曜日，祝日）にも自習室を開けてほ

しい。

【４年生】
・まず，カリキュラムの改善が要。
・トイレどうにかして下さい。
・研究室の全ての部屋に冷暖房を設置し

てほしい。
・文化部が活動する場所が学内に無いの

で北里大学外での活動がメインになって
いる。大学内で活動できる場がほしい。

医学部
【１年生】
・医学部のヒエラルキーを上げてほしい。
・プールが学内にほしいです。
・勉強に時間がさかれすぎ。
・試験問題の作成はもっと試験範囲から

幅広く出題するようにして欲しい。
・学費が高く　立地が悪い。
・事務の態度が横柄すぎる。
・カリキュラムつめすぎてす。ムリ，も

う少しこうりょして。
・●●●論は本当にいらない。別の先生

に教えていただきたかった。
・学費が高すぎる。

【２年生】
・出席は重要ですか？自分で学ぶことが

大学だと思います。

【３年生】
・出席システム不要，試験で評価。
・時間制の掲示，変更の掲示。
・もっとメールなどを活用して連絡等を

行って下さるとありがたいです。
・アンケートの項目が多い。
・LI の自習室の清掃が不十分だと感じま

す。机拭いているだけじゃないですか。
・特に期待は何もしてない。
・最近授業が楽しくない。退屈に感じる

ことがある。
・昼休みに事務室開けてください。
・授業時間内に教務，学生課が受付をし

てくれないのにも関わらず両者の昼休
みが学生の昼休みと重なっているため
に非常に利用しづらい。

・医学部教務課を昼休みフルで空けてほ
しいです。

・監視カメラ（教室）をダミーではなく
本物にしてほしい。去年変更された出
席システムを元に戻して欲しい。

・自動車の勉強をしたくなった。
・昼休みに全部の時間教務課，学生課が

仕事しないこと。
・医学部の事務が学生に冷たいです。イ

ンフルの予防接種くらいして下さい。
他の大学の医学部はもっと優しいとき
きました。この大学好きになれません。

・レジュメほしいです。

【４年生】
・冷暖房の温度調節，電源を教室内でき

るようにしてほしい。
・連絡をもう少し早めにして下さい。

【５年生】
・研修医業務をもっとハイパーにしてほ

しい。ポリクリでの学生教育が科によっ
て差が大きすぎる。また，学生へのマ
イナスイメージにつながっている。働
き方改革の前に教育改革を希望します。

・新医学棟の早期建設。
・LINEスタンプの売り上げを開示してほ

しいです。

・ドミトリーの復活を！
・総合試験をなくした方がいいと思う。
・出席は取らないでほしい。
・バイクの駐車場に屋根をつけて下さい！
・こういうアンケートは，本当に参考に

されているのでしょうか。
・駅から遠い。学費が高い

【６年生】
・駅から遠すぎる。
・学費がとにかく高い。
・24 時間使える勉強スペースが欲しかっ

た。IPEの部屋をもっと使わして欲しい。
チーム医療論室など，あるだけでもっ
たいない。

・模試をへらすべき，強制にしない方が
いい。

・そつしうからせろ。
・通学事情をどうにかしてほしい。
・医学予備校（MEC）を強制されるのは，

どうかと思う。半数以上の医学生が他
の予備校教材を使用しており，お金が
もったいない。好きな予備校教材を選
べるようにした方がいいと思う。

・医学部の進級がきつすぎるので改善し
て欲しい。

海洋生命科学部
【１年生】
・大学が駅から遠い。
・出席に関して自由度が広がればよいと

感じています。
・ 1 年MB専門少なすぎかよ。
・雨の日はバスを増便してほしい。
・教室内があつく，授業に集中できない

ときがある。
・一般教養減らしてほしい。
・●学の先生変えてほしい。
・優しい（内容が）授業をしてほしいです。
・●学の教え方がよろしくなくてわから

ない。もう少し進度をゆるめてほしい。
・もう少し静かに集中して授業に取り組

めるような環境を作ってほしい。
・厳しいとは思うのですが，スクール

バスの本数をもう少し増やして下さ
い・・・！

・L1 号 館 の コ ン ピ ュ ー タ ー 室（ 特 に
CALLルーム）の設備を整えてくださ
い。食堂を増やしてください。授業で
Moodleをもっと活用してください。

・立地内の移動が，ややつらいときがあ
る。どこになにがあるかがわかりにくい。

・英語の授業で文法や単語を理解してい
ない生徒どうしが質問し合う意味が分
かりません。また，英語でドラマを作
る意味が分かりません。

・アンケート多くないですか？

獣医学部／医学部／海洋生命科学部
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・スクールバスが少ない，陸の孤島。

【２年生】
・遅延なのでどんなに気をつけても家が

遠く 1 限に間に合わないことがあるの
で，2 ／ 3 の出席がないとテストを受け
る資格がなくなることや，20 分以上の
おくれで出席が書けなくなることをな
くしてほしいと思っています。

・イルミネーションに学費を費さないで
ほしい　相模大野駅からのロープウェ
イを張るべきだと思う。

・定期試験の結果を，確実に達成度確認
期間内に全て返却できるようにしてほ
しい。

・ 4 学期制をやめてほしい。
・小型船ぱくのしかくがとりたいから。

死ぬ気でとらせろ！
・●●●●をどうしたいかが分からない。
・もっと専門科目に力を注いでほしい。
・雨天時のバス。自転車非推奨ならそれ

なりに交通網を整えてほしい
・スクールバスを増やしてほしい。
・横浜線のどこかからスクバを出してほ

しい。
・各学部棟にご飯が食べることができる

場所がほしい。
・皆んな授業中にスマートフォンをい

じっているので将来が不安になる。
・学生会館が欲しい。
・海洋生物学，再履で 2 年連続うけてい

るが授業中，学生がうるさすぎる。2 年
間，どっちもうるさかった。どうにか
して下さい。スクバが 8：59 について
も遅延証でないが，8：59 についてMB
棟につく頃には 9：00 を過ぎて，英語
で遅刻とられるのが理不尽。

・学校内のトイレ全てにウォシュレット
をつけて欲しいです！！！

・MBだけ中間テストがあるところ。
・研究室配属をもう少し早くしてほしい。
・Wi-Fiを強くして，スクールバス増やし

て，歩いて1時間はきつい。土日もスクー
ルバス出して，それか“かな中”のバ
ス北里生安くできるやつとか。

・●●学落ちたし，もうマヂ無理　リス
カしよ・・・

・死にたい。
・実習をもっとしたい。
・ペッパー君，いります？
・夏休みを伸ばして欲しい。
・北里大学に期待をしていないので望み

もないです。強いて言えばMBにコンビ
ニと給湯設備を整えてほしい。

・教員と接する機会や，交流の場が欲しい。
・事務連絡が遅い。さっさとしろ。
・授業中，トイレに行くことを先生に伝

えなければならないのはつらいです。
特に女性では。

【３年生】
・授業中の空調をもっと快適にしてほしい。
・バスの時間について，大学→駅の 11：

15 発を 12 時台に変更してほしいです。
2 限で講義が終わった際に帰りのスクー
ルバスが使えず困っています。

・駐輪場をふやしてほしい。MBのファミ
マのアイス売り場を復活させてほしい。

・キャリスタの必修化
・各学部の駐輪場と屋根が欲しい。体育

館のシャワーを 22 時まで空けてほしい。
・もっと幅広い学習をしたい。公務員対

策に力を入れてほしい。
・後輩には河川実習には参加してほしく

ないです。
・交通の改善。（時間等）
・授業中生徒がとてもうるさいので非常

に迷惑。そういう人は追放してほしい。
まじめな人もいるが常識がない人が多
くあきれている。

・MB裏に校門を作ってほしい
・MB棟に食堂作ってください。
・駐輪場をどうにかしてほしい。
・実践的な授業をもっとしたい。（学生実

験とか）
・スクールバスの増便。出席管理の厳格化。
・キャンパスに喫煙所を設置してほしい。

【４年生】
・スクールバスの便数をふやしてほしい

です。
・スクールバスを減便しないでください。
・北里大学前駅が欲しいですねぇ。
・問 10 と同様
・周りの目を気にしないでいい，休憩ス

ペースがほしい。
・S号館の前の駐輪場開放を望む。
・学費が高すぎ。
・必要以上にお金がかかることしないで

ほしい。
・レポートの直しをする際にどこが原因

で直すのか詳しく教えて欲しい。
・スクールバス増便。
・L1 号館 1F女子トイレの個室内の荷物

をかけるフックが，ゴムの部分が取れ
て荷物がかけられない所がある。手前
から 2 つ目だったと思うので直してほ
しい。スクールバスが雨の日に混みす
ぎて，乗れないことがあるのが不満。
もっと便数をふやしてほしい。MB号館
にペッパー君の必要性を感じない。お
金の無駄だと思う。

・相模原からバスを出して欲しいです。
・出席日数がギリギリの人と皆勤してい

る人で差が出ないのはおかしい。とり
あえずレポートを提出すれば良いとい
う形の課題は成長につながらない。

・四年次の研究室配属の際，研究室ごと
の出席義務にばらつきがありすぎる。

・駐輪場がチャリであふれ返っていて困
る。（MBのところ）他の学部の人にと
めさせないでほしい。MBだけでもいっ
ぱいいっぱい。

・語学の授業の選択肢を増やしてほしい。
・駅を作ってほしい！駐輪場の改善！
・駐輪場を増やして欲しい（L2 とS号館

の間のところを復活させて欲しい）。
・再試無料にして下さい。

看護学部
【１年生】
・分かりやすく説明してほしい。
・バス。
・駅が遠いので，モノレールをつくって

ほしい。
・スクールバスの本数を増やす（特に雨

の日）
・アンケートが長すぎる。
・相模大野以外からもバス出してほしい。

興味のない選択科目が多い。
・N号館を新しくしてほしい。
・演習の授業を増やしてほしい。
・クラブ活動について悩んでいることが

ある。クラブ活動を強化する大学になっ
てほしい。

・試験で不合格だった場合の再試や課題
提出等によるフォロー。

・一般教養，英語などの専門科目以外の
講義のレベルが低すぎる。

・45 分授業受けて欠席。納得いきません
でした。

・エレベーターがすごく遅くて不便。高
い学費のわりに設備がいまいち。バス
の本数がすくない。遅延届けを 2 限目
の分まで出してほしい（9：30 と 9：45
のバスだけでいいです）。

【２年生】
・成績開示。
・看護学部のネットで見れるシラバスを

日付け指定で表示できるようにしてほ
しい。

・バスの本数を増やしてほしい。
・学部以外の一般的な内容ももう少し学

びたかった。
・このアンケートが面倒なのでもう少し

短くして下さい。
・休憩できる時間がとても少ない。授業

が時間内に終わらない。講義室の空調
がひどい。

・問 10 と同様。開示すべきだと思う。

海洋生命科学部／看護学部
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・教室の空調をどうにかしてほしい。
・お昼休みまで授業をのばさないでほしい。
・教室のエアコンの調整が悪い。

【３年生】
・パソコンや印刷機に不具合がないよう

にしてほしいです。
・吸水器が看護学部棟にも欲しいです。

L2 で授業するときいつも寒いです。
・授業評価は毎学期実施してほしい。
・実習で担当教員の先生方によって個性

がありすぎて少し動揺しています
・立地。
・テスト結果をネットで見られるように

してほしい。
・特にないです。

【４年生】
・助産の先生は，もう少しだけ，話しや

すい雰囲気だとうれしい。
・自転車が構内を走行できないことが不

便すぎる。
・スクールバスをもっと増便してほしい。

2 限終わりにすぐ帰れるように 12 時台
にも 1 本バスが欲しいです。

・実習を早く終了させて欲しいです。

理学部物理学科
【１年生】
・物理学科でも，生物や化学が必要なの

もわかるが，少し，多すぎると，思っ
た。その時間や 1 群選択科目を減らし，
もっと，物理や数学を，増やすべきだと，
自分は，感じている。

・トイレの便座がつめたくてびっくりする。
・もっと休みが欲しいです！
・ L2-4 の電気つくのが遅くてねむくなる。
・先生にゆとりのある人生を提供しま

しょう。
・理学部だけ実施する意味がわからない。
・専門科目の授業がわかりにくい。教科

書を買わされたのに，授業で使わない
ことがあるので，それなら買わせない
でほしい。

・休みがもっとほしいです！！
・そのままで良いと思うが他大（国公立）

とのコネクトがほしい。他大と共同授
業してみたら人脈も広がるだろうなぁ
と思う。

【２年生】
・カリキュラム的に祝日でも授業を実施

するのはいいが，しっかりと環境を整
えて欲しい（例えばスクバ，学食など）
　それが出来ない状態で授業を実施す
るのはあまり理解できない。

・切実にしっかりアンケート結果を反映

してほしい。前回も述べたが，数学科
目を取り入れてほしい。数学も分から
ず物理を学ぶことは馬鹿。

・最寄りの駅からの交通の便が悪いので
どうにかしてほしい。スクールバスの
時刻表が変わるのはいいがHPに掲載す
るのが遅すぎるのはとても困る。次年
度の時間割がでるのがもう少し早くし
てほしい。

・出欠はとる必要はないと思う。学びた
いことはあるが，苦手なクラスメイト
に会うたび，大学が嫌いになる。好き
なように授業にでて，テストで点数が
取れれば良いと思う。

・IT系への就職へのフォローが薄いよう
に感じます。情報基盤センターや一般
教育の情報系の先生方が中心になって，
IT系就職のセミナーやプログラミング
等の課外活動の指導やゼミ活動を開催
していただきたいです。

【３年生】
・医学部は記者会見をしなさーい。
・通学アクセスの改善
・プログラミングをやるよりも，タイピ

ングを上達させたいので，レポート提
出にワードを導入してほしい。今時手
書きが何の役に立つか分からないし，
ワードだったら社会に出た時に必須で
す。コピペ対策大変でしょうが，他大
学に劣っている点なので，改善してほ
しいです。

【４年生】
・学費が高い。安くして欲しかった。
・教員，事務含めレベルが低い。これを

書かされてもどうせ改善しないのにこ
ういうことをやらせる点が大いに不満。

理学部化学科
【１年生】
・たまに「ここまで休日に講義を詰めな

くても良いのでは・・・？」と感じます。
僕は自転車ユーザーなので関係は無い
ですが，休日に講義を入れておいて，
食堂，コンビニは営業していない。ス
クールバスユーザーは課金して神奈中
バスで来いなどというのは何たる酷い
仕打ちかと思います。このような嘆き
をスクールバスユーザーの友達からよ
く聞くので改善を前向きに検討してい
ただけると非常に有難いです。

・問 10 にも答えたように，欠席による減
点（特別な理由がないもの）は妥当な
ものだとは思うが遅刻による減点は家
が遠い人にとってはとても負担になる
ためやめてほしい。

・数学センターの人が冷たすぎる。
・教室が適温ではない。
・自転車通学の人のマナーが悪いので指

導してほしい。これまで怖い経験を何
度かした。

・当日に授業の休校を発表するのをやめ
てほしい。せめて前日までにして欲し
い。

・夏休みが極端に短いなと思います。
・体育館を部活やサークルに入っていな

い人でも気軽に使えるようにしてほし
いです。

・補講・休講・試験等，他の講師とのや
り取りをまともにしないのか，時々気
が狂った時間割がある（1 ～ 4 限試験被
り，6 限授業等）。理学部のみ授業実施
日が多過ぎる。情報を開示しなさ過ぎ
（必要な情報が得られない）。

・ 4 限の後のバスについて。日によって
待つ人が多かったり少なかったりする
が，あまりに多くの人が待っている時
は臨時便を出してほしい。3 つも待つの
は苦痛。休日授業について。休日に授
業をするのは別に良いけど，バスがな
いのが受け入れがたい。学生にとって
250 円× 2 は重い出費で，路線バス乗
り場もパンクしてしまい，病院利用者
にも影響してしまう。（TOEICの日は特
にひどかった）

・祝日に講義をするのはやめてほしい
・再試時期を早く発表してほしい。

【２年生】
・祝日授業はいいのですが，せめてコン

ビニの営業はお願いしたい。
・祝日に理学部だけ講義を行うのをやめ

てほしい。講義を行うにしても，せめ
てコンビニ（L1 の）くらいは営業して
ほしい。

・祝日を授業日にする事が多すぎる気が
します。

・授業がある日にスクールバスが無いの
は不満（特に祝日）。あと本数が少なす
ぎる。

【３年生】
・スクールバスの増便。雨や雪の日だけ

でもかなり助かります。
・理学部は祝日に授業があるのだが，食

堂，コンビニ，スクバ等がやっていな
いのは控えめに言って頭おかしいと思
います。連携とって下さい。

【４年生】
・スクールバスの本数を増やし，また料

金は利用者のみからとること。
・ 4 年のゼミ（週一，土曜）を廃止する

看護学部／理学部
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こと。
・祝日に講義を行わないこと。
・レポートは手書きではなくPCにした方

が良いと思います。
・他の学部との授業の差が激しい。
・図書館が，9 時開館ではなくて例えば，

8：45 ～だと 1 限の前に使えて良い。
私は 4 年生でもう授業はないが後輩の
ために意見しておこう。

理学部生物科学科
【１年生】
・数学は特にだが，授業がわかりにくく，

質があまり良くない。英語Bなど課題が
多すぎる科目がある。（60 人にアンケー
トをとったり，1 週間以内に他学科の人
と動画をとるなどは厳しい面がある）

・一年のコマ数をもっと増やしてほしい。
情報を必修にしてほしい（他の授業で
他の人とやりとりするとき，相手がパ
ソコン苦手で困ることがあった）。

・立地。
・大学を駅の近くに移して欲しい。また

都会寄りにして欲しい。
・必修授業や卒業必要単位という概念を

なくしてほしい。
・雨の日のバスが不快すぎる　本数ふや

してほしい。
・単位取得上限をなくしてほしい。
・授業教師の選択権が欲しい。
・もっと医療っぽくない分野もやってほ

しい。
・実践的な研究員の育成。
・学費を少し下げてもらいたい。でない

と続けたいのに続けることが非常に難
しく，ここ数日，自殺を考えるように
なった。

・祝日くらい休ませて下さい。
・問 10 に書いてしまいました。
・思いきって都心に移転してほしい・・・

と思ったけど在学中にはムリかな？駅
から遠すぎる。都心からも遠すぎる。
スクールバスの増便。満員まで乗るの
が当たり前という考えを改めてほしい。

【２年生】
・試験の合否をネットで見られるように

してほしい。スクールバスを増してほ
しい。

・テストの合否をインターネットでもわ
かるようにしてほしい。家から 2 時間
かかるので，いちいち大学に行きたく
ない。友達に見てもらっているが，もっ
と簡単に確認できるようにしてほしい。

・学費が高い。祝日授業日が多すぎる。
・●●先生に分からないことを質問した

ら，「なんでわからないの？」と追い返

されたという話を過去 5 人ぐらいに聞
いたことがあり，事実私も経験したこ
とがある。高い学費を払っている以上
そういう先生は講義を持つべきとは思
いません。どう思いますか？

・スクールバスをもう少し早くバス停に
つけて下さい。（特に冬は寒くて風邪を
引いてしまいます。）

【３年生】
・教室の温度調節がもう少しきちんとで

きるとうれしいです。また，履修登録
のシステムがもう少しわかりやすくな
るとありがたいと思います。

・コピー機が家にある前提で話をするこ
とをやめてほしい。

・大学を駅に近づけて欲しい。就職活動
について適切なサポートをして欲しい。

・S号 館 自 習 室 で 話 す 人（ 主 に 一 部 の
3SC）がいて大変に不快なので対処し
てほしい。

・出席を取るなら，ちゃんと取って欲し
い。時間で締め切るか，授業開始前，
とその後で出席するくらいのことをや
るべきだと思う。もしくは，そもそも取
らない。後，授業終了 10 分前に来るよ
うな奴に，プリントを渡す必要はない。

【４年生】
・就職活動の情報などをもっと発信して

ほしかったです。
・もっと自由に研究できるお金が欲しい

です。
・実験（実習）における失敗の際に原因

追求の方法と例を教えてもらえればよ
り良かったと思う。

・SでもIPE棟を使えるようにしてくださ
い！不公平です！！

・人生の目標を見つけること。
・食堂，屋台，バーガーキング，ラーメ

ン屋。
・●●，●●の授業があまりにもおそ

まつさまだった。正直いらないレベ
ルだと思った。受験科目なのだから，
TOEIC900-800 くらいのレベルで授業
をしてほしかった。●●も必修でいい
と思う。／スクールバスの本数があま
りにも少ない。土曜に出ないのは，必
修や教職課程もあるのにおかしい。／
授業の解説がうすっぺらい，もっと専
門的で良い。

・トイレの個室に荷物置きが欲しいです。
・大学では，出会いがありませんでした。

医療衛生学部健康科学科
【１年生】
・学費が高いです。

・大学前駅が欲しい。
・学科的に将来の職が不明確であり，ガ

イダンスや説明をもっと行って欲しい。
・ 2 年時からの授業コマが多すぎる
・スクールバスをもう少し増やして欲しい。
・教学の人，仕事してください。10 時以降

の駅→大学のバスを増やしてください。
・A1 やA3 でもWi-Fi がつながるように

してほしい。授業で困ったことがある。
・テストで 1 単位落としただけで留年は

厳しいと思う。学部によって違いがあ
るのが不思議に思う。もう少しチャン
スを増やすべきだと思う。

【３年生】
・学費が高い。
・きつい時期は授業がきつかった。他の

大学に比べて就職活動を始める時期が
遅い。

・ガイダンスなどの予定を早く発表して
ほしいです。

・マナーが悪い学生への処罰を厳しくし
てほしい。（イヤホン・傘を使いながら
自転車にのる，盗電，ベンチで横になる）
荷物を置いたままにしている人が多く
防犯意識があまりにも低い。

・医療衛生学部事務の態度。

医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・専門分野学びたい。
・A1，A3 のWi-Fi 環境。スクールバス

の増便。
・春，自転車で通学するときに大通りの

道両側毛虫が降ってくるのでせめて片
方側だけでも駆除してほしい。

・学校全部の場所にWi-Fiをつけてほし
い。

・バス増やしてください。
・大学生活がとても楽しく充実しています。
・教養科目のレポート提出期間が短かす

ぎる。
・ 1 年のうちからもう少し専門的なこと

を学びたかった。
・駅から遠い。スクバ増やして欲しい。1

人暮らしをする（経済的）余裕がない
ので学生寮をつくってほしい。

・給付型の奨学金制度を増やして欲しい
です（枠を特に）。ぎりぎり第 2 種の日
本学生支援機構の奨学金制度を受けて
おり（第 1 種を受けられなかった），家
庭に兄弟もいるため仕送りも少なく生
活が厳しいです。

・ 1 年でもっと医療の勉強をしたい。
・専門科目を早く学ばせてほしい。他の

大学は 1 年からやっていることを北里
は 4 年から行っている。

理学部／医療衛生学部
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・薬学部に転学科したいので，11 月頃に
出されるという募集の有無を教えて下
さい

・もう少し夏休みが長くならないかな，
と勝手に思ってしまいました。すみま
せん。

・ 2 年の授業を 1 年に周してほしい。1 年
と 2 年の忙しさの差が大きい。

・学費が高い。

【２年生】
・学食をもっと充実させてほしい（料理

を単品で出すようにしてほしい）
・学内施設の充実を望む。
・ 1 つも単位が落とせないというプレッ

シャーが大きすぎて，日々つらい。医
療衛生学部でも“再履修”を認めて欲
しい。

・大学内にセブンイレブンが欲しい。
・朝ごはんを抜いてる人が多いので，食

堂を朝からやってほしい（7：30 くら
いから）。IPEのご飯が高くておいしく
ない。はじめ 10 件入るっていってませ
んでしたか？すき家を入れてください。
L1 の食堂はおいしいけど混みすぎ。

・もっと時間がほしい。
・授業がうまい人を先生にしてほしいで

す。単調なペース，＋αの情報も得ら
れない，何を学ばせたいのか，何が必
要な情報なのか，これらを改善してい
ただきたいです。

・教育が上手い人を雇ってください（切
実）。

・中庭は壊さないで・・・
・A1 号館によくつながるWi-Fiとお湯と

電子レンジとカップ麺などのお湯を捨
てる場所が欲しいです。

・スクールバスをもっと増やしてほしい。
・ 2 年でも体育的なことをやりたかった。
・A1 号館に電子レンジを！！
・大学内に勉強するスペースが充分にな

い。2 年生から授業場所がずっと同じな
ので集中力が続かない。教室が自由に
使用できないのが困る。（土日など）

・赤と青のチョークは見づらいので使わ
ないでほしい。

・台風の時，登校の時の天気しか考慮さ
れておらず，下校のことを考えていな
い。ぎりぎり登校できたが，下校の時，
電車が止まって帰れなかった。

【３年生】
・学費が高いのに，環境（教室の新しさ）

が良くない。学食が遠い。IPE棟混み過ぎ。
・学生寮を作ってほしい。
・スクールバスを多くしてほしい。
・実習が多すぎてかなりきつい。肉体的

にも精神的にも限界がきている。

【４年生】
・セブンイレブンが近くにほしいです。
・総論のテストの順位の貼り出しをやめ

てほしい。自分だけみられるようにし
てほしい。

医療衛生学部医療工学科
臨床工学専攻
【１年生】
・公認団体以外への教室の貸し出し。
・夏が短いよ。
・夏，冬，春休みの取り方が不適切（期

間）。後期試験期間が正月明けはきつい。
・もっと単位をとりやすくしてほしい。
・公衆衛生の授業が暗すぎて，手元が見

えず文字が書けない。
・L1，L2 や体育館横の門などを基本的に

24 時間であけてほしい。

【２年生】
・A号館にWi-Fiを欲しいです。
・Wi-Fiを完備してほしい。
・進級が厳しすぎるからやさしくしてほ

しい。
・電車通学の生徒への配慮がひどい。人

身事故で大幅な遅延が起きた際に授業
への参加ができなくなり，実習などで
は点数が下がった。もう少し，遅延の
対応をどうにかしてほしい。

・キャンパスの近くに駅を作ってほしい。
・希望の研究室にいけるよう勉学に精進

したい。
・ 4 年制なので仕方ないけどカリキュラ

ムがキツイです。

【３年生】
・レポートを減らして下さい。
・就職センターが使いにくいなぁと。入

りづらいし使いづらい。
・学費高い。

【４年生】
・努力をしない人は進級できなくしてほ

しい。
・自転車通学もっと楽にできるようにし

て欲しい。雨の日のスクバの本数を臨
時便でふやして欲しい。

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】
・駅から遠すぎる。L1 の事務の人が無愛

想すぎる。
・学食の味の改善をしてくださるとうれし

いです。栄養バランスが気になります。

・バスの増発が不可能なら更に大型化し
たバスに換えて欲しい。専門科目があ
まりにも受け身である。必修の英語等
がクラス間で差がありすぎ。

・他大学の長期休暇に合わせてほしい。
・少しの落単は許してほしい。再履制度

がほしい。
・学食の食べ物の量を一定にしてほしい。

たまに，人によって個人差がある。（カ
ツが 3 枚，4 枚のときとか）

・一年次の一般教養が必要ない。

【２年生】
・セブンイレブンがほしい。
・セブンイレブンがないのが不思議です。

他のコンビニはほぼあるのに・・・。
・教室のイスがいたい。
・大学への最寄り駅からのアクセスの改

善（スクールバスの増便，他の最寄り
駅からの通学，課金バス代の負担軽減），
より自由な大学らしい校風。

・無駄な経費を削減して，学費を安くし
て下さい。

・駅から微妙に遠いので，登校するのが
面倒だと感じる。コンビニ，食堂，フー
ドコートのお昼の回転率が悪く，時間
がきつきつになってしまうのはどうに
かならないのか。

・こっちは苦しい思いで高い学費を払っ
ているので，球技大会の賞金とかいろ
いろ学費の無駄遣いはやめてください。
皆金持ちとかそんなことないです。

【４年生】
・IPEの食堂が割高に感じる，日替わり

メニューを導入してほしい。スタッフ
の私語がひどくて，会話内容も悪口で
聞いてて不快，やる気もない，提供に
時間がかかる。改善してほしい。

・教養図書館の貸し出しを 1 週間だと短
いので 2 週間にしてほしい。

・L1 の事務員が非人道的すぎる。
・望まない。

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】
・A3 号館にFree Wi-Fiがほしいです。
・学費の安化。
・駅からの立地条件が悪いのをどうにか

して下さい。
・駅からあまりにも遠い。
・台風等で電車が動いてないのに授業を

やるのをやめてほしい。
・大学休日（祝日で大学ある日も）のコン

ビニの開業時間が短い。閉店早すぎる。
・再履修させてほしい。

医療衛生学部
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医療衛生学部

・A3 号館にWi-Fiがほしいです！それと
もっとスクバ増やしてください。推奨
している割に全然なくてとっても不便
です。A3 号館にWi-Fiを通すこと，ス
クバ増やすことを望みます！！！！

【２年生】
・授業を特定の曜日にまとめて，全休を

作ってほしい。
・休講は前日までにできるだけ連絡して

欲しい。
・スクールバスを増やして欲しい。
・古淵駅からもスクールバスを出して欲

しい。

【３年生】
・A3 号館のWi-Fi 環境を（特に 3 階の）

改善して欲しいです。ラウンジのみで
しか使えないのでは授業中に活用でき
ない場合が多いです。

・IPEの食堂のメニューが変わらない。も
う少しレパートリーを増やしてほしい。
1 年から専門分野を受講したい。2・3
年につめこみすぎている。

・課題が多く，忙しい割に，施設が閉ま
るのが早い（A3 など）。

・学食（IPe）をもっと増やしてほしい。
医学部だけでなく各自の自習室を作っ
てほしい。24 時間開放してほしい。

・スポーツ分野における活動がない（学
生トレーナー，現場活動）。

・理学療法研究法を担当する講師が，調
べたことを質問しにいったのに話をき
いてくれず，もはや意味不明。院進学
に関するガイダンスを早い段階で設け
てほしい。

・大学内でのインターネット環境の整備。
IPE図書が空いている時間は，学部棟の
ロッカーのフロアだけでも解放してほ
しい。

・教員が学内にいるのか退勤したかをみれ
るシステム（web，L1 にあるようなディ
スプレイ）をA号館にもつけてほしい。

・古淵駅からのバス本数が少なすぎる。
スクールバスを出してほしい。

・A3 に水飲みの機械が欲しい。毎回食堂
or買うのは時間が無駄。A3 のWi-Fiを
しっかりしてほしい。

・日曜日にIPE図書館をあけてほしい。多
くの授業で授業外での作業を求めるも
のが多すぎる。またその時期が被って
おり個人作業だけでなくグループでの
作業もあり時間が足りない。なるべく
授業内に収めてほしい。

・理学療法研究法の，生徒同士での成績
評価の仕方は公平ではない。

【４年生】
・駐輪場がせまい。あと屋根をつけてほ

しい。解析のできるPCを増やしてほし
い。

・■式のマークシートの方が全員分見る
の楽では。

・4 年生の後期に，就活と卒研と国試の勉
強をすべて両立させるのが難しい。1 人
でがんばらなきゃいけない感がすごく
て，不安が大きい。テスト結果が悪く
ておこられても，焦るだけで根本的な
解決策がわからない。

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】
・入試に必要のない数Ⅲを選択肢 1 つで，

強制する必要性を感じない。先生によっ
て授業や，単位のアタリ，ハズレを作ら
ないでほしい。L1 の事務の態度悪すぎ。

・部活やサークルがどのようなものがあ
るか，勧誘がないためわからなかった。
交通の便が悪い。台風などで小田急線
以外のJRなどの電車が大幅に遅延して
いる時通常通り授業を進めないで欲し
い（通常の通学に片道 2 時間以上かか
る生徒に配慮してほしい）。

・精神的な問題で授業にどうしても出席
できないときがある。その際，身体の
ケガ等とは違い理由を伝えづらい。配
慮などをしていただけると嬉しい。

・黒板をぬれぞうきんでふかない！
・数学をもっと簡単にしてほしい。
・食堂の窓側の席が日光で眩しく暑いの

でブラインドなどの遮光効果のあるも
のをつけて欲しいです。よろしくお願
い致します。

・数学の選択で上から下に移ることが出
来るようにしてほしい。

【２年生】
・再々試を復活させてほしい。出席点を

とってほしい。
・再々試の復活，出席点の割合を上げる。
・試験の返却（再試前に見直したいで

す。），または点数の開示。
・A3 のWi-Fiが，使える部屋と使えない

部屋があってとてもこまっている。

【４年生】
・守衛さんの態度が悪い。高圧的，やる

気ない。正門のところと，A3 の人ひど
すぎます。

・守衛さんの態度がひどかったです（教
室の鍵をあけてもらう際）。

・喫煙所つくってほしい。

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】
・部活動に 9 時まで打ち込む生徒がスクー

ルバスに乗れない。正規の時間に加え
て 9 時半，9 時 45 分など，数本でよい
のでバスを用意してほしい。

【２年生】
・学費の改訂（安く）。
・A3 にWi-Fiをお願いします。
・公認心理師コース作ってほしい。

【３年生】
・アンケートをもう少し簡潔にしてほしい。
・クーラー，暖房の切り替え時期を見直

してほしい。
・球技大会・学祭の実行委員のマナーの

無さ及び，関連する事務の対応。

【４年生】
・Wi-Fi 使えるようになってほしい

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】
・学費が高い。
・ファミマ 2 つより，セブンを学ホかL2

に設置してほしい。新校舎にOVも行き
たい！

・とても好きな，好意がもてる先生はい
るが，質問をしても返答が理解できな
いような先生もいる。

【２年生】
・●●●●（●●先生）の授業において，

教科書を持っているか持っていないか
が成績に関係するのはおかしいと思う。
1 回目の授業のときには教科書はなく
てもいいと言われた。

・進級したいです。
・A号館のネット環境を良くしてほしい
・単位をください。
・進級したいです。再々試希望。
・バスの本数を増やしてほしい。
・Wi-Fiを使えるようにしてほしいです。

（A3）
・A3 号館にWi-Fiを付けて欲しいです。
・部室棟にWi-Fiを設置してほしい。
・休日のコンビニの営業時間をのばして

ほしい。

【３年生】
・授業以外のガイダンス等，土日に登校

したくないので家でネットごしにみ
られるようになるといいなと思いま
す・・・。
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・もう少し学費が安くなるとかなり嬉し
いし助かる。奨学金を貸りて学費を払っ
ているが，卒業後にきちんと返せるか
不安。

【４年生】
・就職センターが平日しか利用できない

こと。→臨床実習中に就職試験があっ
たが，平日は実習のために大学に来る
ことができず，ぶっつけ本番で就職面
接に臨むことになった。全然サポート
されている感じがない。

学部不明
【２年生】
・紙がもったいないと思います。

【５年生】
・丸亀製めんを十和田の大学内に作って

欲しい。

【６年生】
・卒業試験に本試で受かりたいです。

学部・学年不明
・●●●●科●●●●は“汚点”である。

人への接し方，発言など目に余る。こ
のような医師がいることが大学病院の
デメリットである。

・テスト解説を作ってください。
・学費が高い。
・教務，学生課の対応が悪い。改善して

ほしい。
・テストの答えに解説をつけてほしい。

医療衛生学部


