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薬学部薬学科
【１年生】
・思いません。影響はありません。もっ

と他の事に時間を使うのもありだと思
いました。（薬学部・1 年）

・ある程度高まったとは思います。自分
の出た大学について，質問されたとき，
答えられるので，将来役に立つかなと
は思いました。（薬学部・1 年）

・北里柴三郎について学ぶことで，医療
者となる上で大切なことを学ぶことが
できた。また，北里大学生としては説
明できるようにならなければいけない
と思った。（薬学部・1 年）

・宗教ぽかったです。（薬学部・1 年）
・自身の出身になる大学の歴史を知れた。

（薬学部・1 年）
・あまり高まっていない。もう少し勉強

してからうけたかった。（薬学部・1 年）
・北里柴三郎の歴史を知り，今後のモチ

ベーションが高まった。（薬学部・1 年）
・他の人に北里柴三郎のことをくわしく

説明できるようになる。（薬学部・1 年）
・北里柴三郎先生の知識が普通の人より

ついたので，北里大学生としての自覚
は芽生えた。プレッシャーに感じた。（薬
学部・1 年）

・北里柴三郎先生のすごさがわかった。
（薬学部・1 年）

・あまり思わなかった（薬学部・1 年）
・全 10 回もいらないと思う。1，2 回で

いいと思う。（薬学部・1 年）
・必修である必要性はあったのか。通常

授業でなくガイダンスの様なかんじで
ない理由は？（薬学部・1 年）

・あまり思わなかったです。柴三郎の自
慢をするのも良いですが，自慢でおわ
るのではなく，大切なところを強調す
る話し方をしてほしかったです。（薬学
部・1 年）

・あまり高まったと思わない。（薬学部・
1 年）

・自覚は少し高まったが人生に影響はな
いと思う。（薬学部・1 年）

・北里先生の生涯や精神を知ることがで
き，北里大学の学生としての自覚が高
まったと思える。これからの人生では

何事も一生懸命取り組もうと改めて
思った。（薬学部・1 年）

・北里柴三郎の考え方，生き方を基に行
動する大切さを理解した。仕事や人生
で今後，困った時に見直してみたいと
思う。（薬学部・1 年）

・北里柴三郎についてもよく知ることが
でき，今後の勉強にも役立ちそうな内
容であった。（薬学部・1 年）

・北里柴三郎についてよくわかった。（薬
学部・1 年）

・あまり思わなかった（薬学部・1 年）
・思う。・自覚が高まってそれをもとにし

ていけること。（薬学部・1 年）
・あまり意味がある授業とは思えない。

（薬学部・1 年）
・どちらとも思わない。（薬学部・1 年）
・あまり高まったとは思わない。（薬学部・

1 年）
・高まったと思う。北里先生のすごさを

改めてかんじた（薬学部・1 年）
・北里大学で学ぶ上で，自分がどんな大

学で学習しているのか改めて知れる機
会となった。（薬学部・1 年）

・少し高まった。北里先生の知識が増え
た（薬学部・1 年）

・高まったと思います。レポートムズか
しかったです。レポートをかいてて思っ
たのですが薬学部よりも医学部に必要
だと思いました。（薬学部・1 年）

・単純に知識として興味深かった。（薬学
部・1 年）

・北里柴三郎のことについてはよくわ
かったが学生としての自覚は高まって
いない。（薬学部・1 年）

・北里柴三郎に関する知識は深まったが，
それがどの程度必要なのかは分からな
い（薬学部・1 年）

・北里柴三郎先生は生き方について大ま
かに知れたがあまり自分の人生に影響
があるとは思えない。（薬学部・1 年）

・思う。（薬学部・1 年）
・少しだけ。（薬学部・1 年）
・人生に影響はとくにない。（薬学部・1年）
・薬だけが必修なのが意味わからなかっ

た。（薬学部・1 年）
・あまりない。（薬学部・1 年）

・特にいい影響はなかった。（薬学部・1年）
・たかまらない（薬学部・1 年）
・ある程度高まったと思う。（薬学部・1年）
・北里柴三郎がすばらしい人だというこ

とはわかった。でも，平凡に生きたい。
（薬学部・1 年）

・北里柴三郎先生の偉業を改めて学ぶこ
とができた。先生を目標にこれからも
がんばりたい。（薬学部・1 年）

・将来，北里大卒業生として北里の説明
ができる（薬学部・1 年）

・自覚が高まったと思うが影響があると
は思えない（薬学部・1 年）

・高まってない。影響もない。（薬学部・
1 年）

・高まりました（薬学部・1 年）
・高まったと思う。将来何を大切にすれ

ばよいかわかった。（薬学部・1 年）
・北里柴三郎先生のこれまでの成果を知

ることができる。（薬学部・1 年）
・高まったと思う。北里先生のように困

難に屈しないで生きていきたいと思っ
た。（薬学部・1 年）

・少しは高まったと思う。あきらめない
不屈の精神で人生をのりきっていこう
と思った。（薬学部・1 年）

・北里の精神などが学べ，学習への意欲
が高まったと思う。（薬学部・1 年）

・北里大学の凄さを学んだため，これか
らの実修は一生懸命やりたいと思った。
（薬学部・1 年）

・思う。北里先生の研究への意識を学び
ました。（薬学部・1 年）

・高まったと思う。北里大学に進学した
意義を見出だせる（薬学部・1 年）

・毎回同じような内容で，自覚は高まっ
たが有意義とは感じなかった。（薬学部・
1 年）

・北里大学の学生として基本的な知識を
得たと思う。外に出たときに北里柴三
郎について説明できる。（薬学部・1 年）

・とても自覚が高まった。勉強しなけれ
ばと思った。（薬学部・1 年）

・自覚は高まったが必要性を感じない
（薬学部・1 年）

・北里のことを聞かれたら答えられる。
（薬学部・1 年）

平成28年度北里大学における学修等に関するアンケート（自由記述）

問9　�「北里の世界」を履修した方のみお答えください。この科目を履修したことによって北里大学の学生
としての自覚が高まったと思いますか。また，あなたの現在の学修や，これからの仕事や人生にどの
ような影響があると思いますか。具体的に書いてください。」　回答結果
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・すこしある。（薬学部・1 年）
・北里柴三郎のことはよくわかった。（薬

学部・1 年）
・北里柴三郎先生について深く学べる機

会があり，北里大学の学生として自覚
が高まった。勉強や研究のとりくみ方
（薬学部・1 年）

・北里大学の学生として充分高まったと
思う。北里柴三郎がどのような思いで
研究所を設立したかを学ぶことで自覚
がもてた。社会に貢献できるよう実学
を重視したい。（薬学部・1 年）

・思わない。（薬学部・1 年）
・北里柴三郎の人生について学び，どの

ような姿勢で勉学に臨むべきか実感す
ることができました。（薬学部・1 年）

・やや高まったと思う。（薬学部・1 年）
・北里先生の生き方を知ることで自分の

人生の道しるべとできる部分は生かし
ていきたいと思った。（薬学部・1 年）

・北里大学に対するほこりが持てた。大
学に通う力となった。（薬学部・1 年）

・北里柴三郎先生への尊敬の念が高まっ
た。（薬学部・1 年）

・北里柴三郎のすばらしい人生を学び，
自分も夢・目標に向かってがんばろう
と思った（薬学部・1 年）

・北里柴三郎先生の生き方や信念につい
て深く理解することができた。北里柴
三郎先生のように不撓不屈の精神をも
つことが大切であると思った。（薬学部・
1 年）

・高まったと思ふ。（薬学部・1 年）
・高まったと思う。（薬学部・1 年）
・思う。北里大学の学生としてどのよう

な心構えで仕事をすべきか学んだ。（薬
学部・1 年）

・ある程度高まった。歴史について理解
ができた。（薬学部・1 年）

・高まったと思う。（薬学部・1 年）
・高まった（薬学部・1 年）
・高まった。北里大学の学生としての自

覚が生まれた。（薬学部・1 年）
・北里柴三郎について知れて，自覚が高

まった。（薬学部・1 年）
・北里柴三郎先生について知ることはで

きたが必修にする意味はわからない
（薬学部・1 年）

・高まりません。影響もないと思います。
（薬学部・1 年）

・少しは高まったような気がする。北里
さんについて深く知れただけで，これ
からの人生にはあまり影響されないと
思う。（薬学部・1 年）

・一日休むだけで大変な事になる事が分
かった。自覚は高まるが，同じ話を繰
り返されるのは辛い（薬学部・1 年）

・自覚はあまり高まらず影響なし。（薬学
部・1 年）

・高まったと思う（薬学部・1 年）
・あまり思わない。実学の精神を忘れな

いということを仕事でわすれないよう
にしたい。（薬学部・1 年）

・北里大学の知識，北里先生に対する知
識は高まりました。しかし当時の北里
先生たちの志の高さに自分を重ねるこ
とはできませんでした。（薬学部・1 年）

・自覚は高まったと思う。北里大学に進
学しなかったら知らなかったことを，多
く知ることができた。自分の本当にした
いことをきわめること。（薬学部・1 年）

・多少の知識は必要だと思う（薬学部・1
年）

・北里柴三郎先生の物事の取り組み方を
知り，自分にも生かせる部分があると
思う。（薬学部・1 年）

・学生の自覚は高まったと思う。北里生と
しての誇りが高まった。（薬学部・1 年）

・思う。（薬学部・1 年）
・思う。北里先生のように努力していき

たい。（薬学部・1 年）
・思った。この講義を通して，北里柴三

郎がどのような人物であるかを他人に
説明できるようになったと思う。（薬学
部・1 年）

・北里大学の学生として今後，学習して
いく意欲が高まった。（薬学部・1 年）

・自覚は高まった。北里先生の生き方は
自分の生き方にとって参考になった。
（薬学部・1 年）

・思わない（薬学部・1 年）
・高まったと思う。キャリアの説明より

も研究に対する姿勢や勉強に対する思
いがひびいた。勉強できることは当た
り前でないと知った。（薬学部・1 年）

・あの授業を受けていれば嫌でも自覚的
になると思います。影響は特にないで
す。（薬学部・1 年）

・北里先生がすごい人だということはわ
かったが，1 回の授業で十分な内容だっ
た。時間をむだにしたという思いがの
こった（薬学部・1 年）

・自覚は高まったと思います。北里先生
について友人や家族に説明できるよう
になりました。（薬学部・1 年）

・北里大学の創設者である北里先生のこ
とを知って北里大学の学生だというこ
とを実感した。これからの勉強に対す
る姿勢を改善しなければと思ように
なった（薬学部・1 年）

・高まっていません。影響は特にないと
思います。（薬学部・1 年）

・自覚が高まったとは思わない。影響は
ないと思う。（薬学部・1 年）

・高まったと思いません，あると思いま
せん（薬学部・1 年）

・少し思います。北里柴三郎先生の研究
は薬学にも深く関わるものだったので
影響があると思います。（薬学部・1 年）

・少し思う。（薬学部・1 年）
・高まったとは思わない。理想は理想で

現実をしっかり見るようになる。（薬学
部・1 年）

・無意味だった。（薬学部・1 年）
・北里生として，自校史を説明できる（薬

学部・1 年）
・はい。あまりに人に影響されないので，

我が道を行きます。（薬学部・1 年）
・高まったと思う。物事を広く見て色んな

生き方があると思った。（薬学部・1 年）
・高まりました。人のために必死になるこ

との大切さを感じれたことは今後にも大
いに活きると思います。（薬学部・1 年）

・思わない。（薬学部・1 年）
・思わない（薬学部・1 年）
・不要。（薬学部・1 年）
・高まったとは思えない。「北里の世界」

によって何か影響が出るとも考えられ
ない。（薬学部・1 年）

・はい（薬学部・1 年）
・自覚は高まったと思う。これから建学

の精神を思い出しながら仕事ができる
と思う。（薬学部・1 年）

・それなりに（薬学部・1 年）
・あまり思わない，影響もあまりないと

思った。（薬学部・1 年）
・北里大学の学生としての自覚は高まっ

たと思う。しかし，講義を行う部屋が
あまりにも寒いので集中力をそがれる。
（薬学部・1 年）

・あまり思わない・仕事や人生に影響が
あるとも思わない（薬学部・1 年）

・自覚はある程度高まったが影響はない
（薬学部・1 年）

・必要なかったと思う。（薬学部・1 年）
・自覚はたかまった　ネタになる（薬学

部・1 年）
・頭に残るような話が多く考え方の糧に

なった（薬学部・1 年）
・自覚が高まった。また今後に大きな影

響があると思う（薬学部・1 年）
・意識は高まったと思う。（薬学部・1 年）
・北里生としての自覚がうまれた。（薬学

部・1 年）
・北里大学の建学の精神についてきちん

と理解できたと思う。（薬学部・1 年）
・特に影響は無い。（薬学部・1 年）
・自分に一切影響があったと思わない。

（薬学部・1 年）
・思いました。私も北里先生の様な初志貫

徹な人になりたいです。（薬学部・1 年）

薬学部
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・自分の学校に誇りを持てるようになっ
た。（薬学部・1 年）

・自覚は高まった（薬学部・1 年）
・いいえ。あまり影響はなかった。（薬学

部・1 年）
・思いませんし，影響もありません。（薬

学部・1 年）
・柴三郎の話で自覚するとは思えない。

もっと違う話をするべき。あまり必要
性を感じない。（薬学部・1 年）

・自覚は高まらなかった。（薬学部・1 年）
・北里の歴史を知り少し高まった。北里

としての誇りをもてる。北里卒の人と
つながれる（薬学部・1 年）

・自分の大学を誇りに思うようになった。
（薬学部・1 年）

・ある程度分かっていたので退屈だった。
（薬学部・1 年）

・高まったと思う。北里柴三郎の生き方
を学んでより一層学問に取り組もうと
いう意識が高まった。（薬学部・1 年）

・高まった。大学のことをたくさんの人
に紹介したり，就職の面接にも役立つ
と思っている。（薬学部・1 年）

・北里柴三郎について知れて良かった。
せんたくでもよい　薬学部だけが必修
であることの意味がわからない（薬学
部・1 年）

【２年生】
・正直，北里先生の功績はわかったもの

の，北里大学の学生としての自覚はあま
り高まらなかった。回数を減らす，また
は長期休暇中に集中講義で，授業を行っ
てもいいと思った。（薬学部・2 年）

・あまりない（薬学部・2 年）
・高まったと思う。考え方がしっかりま

とめることができた（薬学部・2 年）
・少し高まった。（薬学部・2 年）
・必要ない科目（薬学部・2 年）
・高まってはない。特に影響しない（薬学

部・2 年）
・思う。（薬学部・2 年）
・北里柴三郎のルーツを理解する。（薬学

部・2 年）
・あまり思わない（薬学部・2 年）
・自覚が特に高まったとは思わないが，

家族や友人から北里大学の歴史等を尋
ねられた時に答えられるようになった。
（薬学部・2 年）

・思いません（薬学部・2 年）
・必要なかった。（薬学部・2 年）
・あまり思わない。（薬学部・2 年）
・あまり高まっていないと思う。90 分×

15 コマは正直多すぎると思った。2 年
生以降授業がつまっているので，その
分に当ててほしい。（薬学部・2 年）

・北里大学の経緯や北里先生たちの偉業
については理解できたが，仕事や人生
に影響があるとは思えない。（薬学部・
2 年）

・北里の世界で知識は得られましたが，
特に自覚が高まったといったことはな
いです。北里大学を卒業するのにあた
りある程度の知識が得られ，他とのつ
ながりがみえるかなと思いました。（薬
学部・2 年）

・北里先生の素晴らしさが分かった。（薬
学部・2 年）

・自覚は高まったが，仕事や人生に与え
る影響は少ないと思う。（薬学部・2 年）

・影響はあるかもしれないが，何を規準
にレポートを採点したか分からない。
（薬学部・2 年）

・思わない。北里柴三郎についての知識
は深まった。（薬学部・2 年）

・他の講義と重複した話を聞くことが多
く，必修科目として受講する意義が感
じられなかった。（薬学部・2 年）

・とくに影響しない　自覚は高まらない。
（薬学部・2 年）

・自覚は高まりませんでした。（薬学部・
2 年）

・毎回ほぼ同じ内容でつまらない（薬学
部・2 年）

・自分の大学について理解できたのは良
かったし，自覚もめばえた。（薬学部・
2 年）

・自覚した。（薬学部・2 年）
・高まったと思う。（薬学部・2 年）
・自覚が高まった。（薬学部・2 年）
・北里大学の歴史を知れたことは，北里

大学に通う上で自分のポテンシャルを
少し上げてくれた。（薬学部・2 年）

・自覚が高まった（薬学部・2 年）
・高まったと思う。しかし，学修や仕事

や人生に影響することもないと思う。
（薬学部・2 年）

・北里大学の歴史を知ることで北里生と
してふるまう気持ちが強まった。（薬学
部・2 年）

・北里大学の学生としての自覚は高まっ
たと思う。学修・仕事・人生に対する影
響は特に無いと感じる。（薬学部・2 年）

・北里大学に通う者として最低限耳にし
ておくべきことだったと思います。（薬
学部・2 年）

・ドンメルよりバクーダ（薬学部・2 年）
・ドンネルよりドンメル（薬学部・2 年）
・北里生としての自覚は高まった。北里

生として実学への大切さを知った。（薬
学部・2 年）

・あまり変わらないが，知らないよりは
知っている方が良い。（薬学部・2 年）

・いざという時に北里先生について話せ
るようになった。（薬学部・2 年）

・北里柴三郎のすばらしさが分かった。
（薬学部・2 年）

・自分が北里生であるという自覚は持て
た。（薬学部・2 年）

・偉人の先生たちについて詳しくなった
（薬学部・2 年）

・いいえ。（薬学部・2 年）
・北里については知ることができたが，

自分に影響を与えたとは思えない。（薬
学部・2 年）

・たぶんそんなにやる意味がないと思う
（薬学部・2 年）

・あまり思わない（薬学部・2 年）
・よかった（薬学部・2 年）
・少しは高まった（薬学部・2 年）
・必要ない科目でした。（薬学部・2 年）
・思わない。（薬学部・2 年）
・北里柴三郎についての理解が深まり，

自覚が高まった。（薬学部・2 年）
・高まったと思う。（薬学部・2 年）
・自覚が高まったとは思えない。ただ北

里先生の研究のことはよく分かった。
（薬学部・2 年）

・知識は身についた。（薬学部・2 年）
・はい。北里について触れて，社会での

北里について学んだ。（薬学部・2 年）
・高まったとは言えない。（薬学部・2 年）
・北里大学についてよく分かった。（薬学

部・2 年）
・毎回同じような内容で聞き飽きた（薬

学部・2 年）
・自覚が高まったとは思わない。（薬学部・

2 年）
・ふつう（薬学部・2 年）
・高まったと思う。自分も薬学の領域社会

に貢献したいと思った。（薬学部・2 年）

【３年生】
・必要ないと思った（薬学部・3 年）
・なかった。（薬学部・3 年）
・柴三郎先生についてよくわかった（薬

学部・3 年）
・北里の背景が知れたので自覚は高まっ

たと思う（薬学部・3 年）
・高まった。（薬学部・3 年）
・高まったとは思いますが，特別授業程

度で一回のみでもよかったのではない
かと思います。（薬学部・3 年）

・高まってはいないとは思うけど，いろ
いろ考えるきっかけにはなった。（薬学
部・3 年）

・北里の持つ伝統や考え方を深く知れた。
医療人として意識が高まった。（薬学部・
3 年）

・少しだけ高まったが，あまり必要性を

薬学部
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感じない（薬学部・3 年）
・北里柴三郎先生について学べた（薬学

部・3 年）
・思わない。（薬学部・3 年）
・柴三郎先生が偉大ということが学べま

した。（薬学部・3 年）
・他の科目でも同じような講義を受ける

ためあまり必要性を感じませんでした。
（薬学部・3 年）

・学祖がどのようなことを行ってきたか
改めて学ぶことができ，北里の学生と
してもっと真剣に学問に取り組もうと
思った。（薬学部・3 年）

・北里先生の意志を学び，感化された。（薬
学部・3 年）

・偉大な人の人生について知れて，この
大学に来てよかったと思った。（薬学部・
3 年）

・あまり高まったとは思わず，特に影響
はないと考える。（薬学部・3 年）

・北里柴三郎先生のことがよく分かり，
ある程度自覚は高まったと思います。
（薬学部・3 年）

・2 年前なのでさすがに覚えてないです。
（薬学部・3 年）

・北里の歴史を知って，もっと勉学には
げもうと思った。（薬学部・3 年）

・色々な他の知識を得られた。（薬学部・
3 年）

・思う。北里の学生として自覚がでた。（薬
学部・3 年）

・高まった。医学の分野で活躍した先人
の話を聞くことで自ら，医学を学ぶこ
とへのモチベーションが上がった。（薬
学部・3 年）

・北里大学に誇りをもてたのでよかった
と思う（薬学部・3 年）

・高まったとは思えない。北里先生は著
名人であるのである程度は知っている
と医療人としての自覚は芽生えると思
う。（薬学部・3 年）

・高まったと思う。自分の大学のことも
知らない社会人は信用されづらいと思
う。（薬学部・3 年）

・いいえ。時間のむだだと思いました。（薬
学部・3 年）

・興味なし（薬学部・3 年）
・高まった。（薬学部・3 年）
・あんまりあってもなくても変わらないと

思うし，いらないと思う（薬学部・3 年）
・自覚が高まったと思う。北里柴三郎先

生のように何ごとも粘り強く頑張って
いきたいと思った。（薬学部・3 年）

・高まったと思う。創設者を意志を引き
継いで学ぶことで勉強へのモチベー
ションが上がる。（薬学部・3 年）

・あまり，意識したことがないし，よく

分からない。（薬学部・3 年）
・思う　自分の出身大学・学祖について

ある程度他者に説明できる。（薬学部・
3 年）

・北里先生についてしっかり学んだので
親しみが増した。他の人に説明できる
ようになった。（薬学部・3 年）

・北里柴三郎についてあまり知識がな
かったので，北里先生の功績を知るこ
とは良かった。（薬学部・3 年）

・変わらない。特に影響は無いと思う（薬
学部・3 年）

・分かりません（薬学部・3 年）
・思わない。正直やる意味がわからない。

（薬学部・3 年）
・歴史を学ぶことで考えるきっかけと

なった。（薬学部・3 年）
・思わない。北里先生のような偉大な人

の人生を知れた（薬学部・3 年）
・自分の学校の歴史や北里先生へ生涯を

知れたことで自分の人生に何か困難な
ことがおきたときに乗りこえるための
きっかけになると思う。（薬学部・3 年）

・北里大学の学生としての自覚は高まった
とは思いませんが，自分の通っている大
学をつくった人物について知ることは大
切なことだと思います。（薬学部・3 年）

・北里大学の学生という意識は高まった
が，自分の仕事や人生にはほど遠いこ
とだと思うので影響はあまりない。（薬
学部・3 年）

・北里については理解が深まるがこれか
らの人生にあまり影響はないと思う。
（薬学部・3 年）

・自分の大学についてはある程度知って
おくべきだと思うので，自覚は高まっ
た。受け継いでいる精神は現代社会で
も必要なものだと思う。（薬学部・3 年）

・北里大学の歴史について学び，北里大
の学生として自覚は高まったように思
うのと同時に誇りに感じた。（薬学部・
3 年）

・北里大学に関わる事柄について知るこ
とは多かったが，それは必ずしも重要
なものではない。必修科目から外すべ
きだ。（薬学部・3 年）

・福沢諭吉のことばかりであまり。（薬学
部・3 年）

・思った。（薬学部・3 年）
・社会で活躍している方々の話を実際に

聞くことで，社会に出る前，どのよう
なことを身につけるべきかを考えなが
ら，生活するようになりました。（薬学
部・3 年）

・自覚は高まった。北里大学の学生として
誇りを持つことができる。（薬学部・3年）

・あまり覚えていないが，役立ったと思

う。（薬学部・3 年）
・あまりないと考えます。他の授業きつ

きつなので他にまわして下さい。（薬学
部・3 年）

・北里すばらしさを伝える。（薬学部・3
年）

・自覚は高まった。（薬学部・3 年）
・北里柴三郎先生がすごい人だというこ

とがわかった。（薬学部・3 年）
・北里柴三郎についてきかれても答える

ことができる。（薬学部・3 年）
・若干は高まったと思う。（薬学部・3 年）
・とくになし　いらないとおもう（薬学

部・3 年）
・高まった（薬学部・3 年）
・学校に関わった先生方などの知識はあ

る程度身についたので，同じような道
を歩む，もしくは歩んできた人達と話す
際のネタにはなると思う。自覚が高まっ
た感じはあまりない（薬学部・3 年）

・北里について知ることはできたが，こ
の先その知識を使うとはあまり思わな
い。（薬学部・3 年）

・授業をうけることによって北里大学の
学生としての自覚は高まったと思う。
（薬学部・3 年）

・あまり思わなかった。北里大学の歴史
について学んだ，という感じ。（薬学部・
3 年）

・北里柴三郎先生のことは知れたと思う。
（薬学部・3 年）

・思わない。（薬学部・3 年）
・高まりました。（薬学部・3 年）
・意味なし（薬学部・3 年）
・特に何も思わない。北里柴三郎につい

て取りあげられているものに興味を持
つようになった。（薬学部・3 年）

・いい睡眠時間でした。本当にいらない。
授業料かえせ。（薬学部・3 年）

・全くなかった。自慢話聞いただけでし
た。（薬学部・3 年）

・覚えてない（薬学部・3 年）
・高まった。（薬学部・3 年）
・思う。あまり影響はないと思う。（薬学

部・3 年）
・本学の歴史は学べたが，自分の今後へ

の影響は少ないと思う（薬学部・3 年）
・理解は深まるが，影響はしない（薬学

部・3 年）
・高まった。影響はない（薬学部・3 年）
・北生についてはある程度知識が得られ

たと思った。（薬学部・3 年）
・思う　思わない（薬学部・3 年）
・北里柴三郎先生について知ることはあ

る程度重要だと思う。（薬学部・3 年）
・歴史を知るきっかけになった（薬学部・

3 年）

薬学部
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薬学部

・北里生としての自覚は高まったと思う。
（薬学部・3 年）

・いいえ。特になし（薬学部・3 年）
・思わない（薬学部・3 年）
・高まったとあまり思わない（薬学部・3

年）
・思う。柴三郎先生についてわかった。（薬

学部・3 年）
・多少影響はあると考える。（薬学部・3年）
・学校の歴史について知るのは必要かと

思いますがわざわざ 15 コマやる必要は
ないかと。（薬学部・3 年）

・高まっていない。特に影響はない（薬
学部・3 年）

・わからない。同じ内容を何回もきいた
（薬学部・3 年）

・北里大学について知ることができたの
で愛校心が深まったように思う。（薬学
部・3 年）

・北里の歴史を知りある程度説明するこ
とができる（薬学部・3 年）

【４年生】
・自覚は高まったとは思うが，どのよう

な影響があるかはわからない（薬学部・
4 年）

・高まった。大学の説明ができるように
はなった。（薬学部・4 年）

・全く必要がない。何かの宗教かと感じ
た。自覚が高まったとは思わない。（薬
学部・4 年）

・思わない（薬学部・4 年）
・高まったと思う（薬学部・4 年）
・北里大学の歴史について学ぶことがで

きた。ふつうの人よりは北里について
くわしくなったと思う。（薬学部・4 年）

・あまり影響は与えられなかった。（薬学
部・4 年）

・自覚は高まった。（薬学部・4 年）
・北里先生はすばらしい人だったとわか

りました。（薬学部・4 年）
・あまり思わない（薬学部・4 年）
・そこまで自覚は高まっていないと思う。

（薬学部・4 年）
・特に科目によって自覚が高まったこと

はない。（薬学部・4 年）
・高まったと思う。（薬学部・4 年）
・その時は自覚が高まりましたが，今は

ほとんど忘れかけています。（薬学部・
4 年）

・1 年のときだったので北里生の自覚がな
く，何も感じていません。（薬学部・4 年）

・自覚が高まったとは何とも言えない
が，北里について知る良い機会とはなっ
た！！（薬学部・4 年）

・北里研究所や大学の歴史等を学ぶこと
により，北里大学生としての自覚が高

まったと思います。（薬学部・4 年）
・北里の歴史について理解できた。（薬学

部・4 年）
・自覚は芽生えなかった（薬学部・4 年）
・北里大学としての自覚が高まった。（薬

学部・4 年）
・北里のことを知れた（薬学部・4 年）
・同じことばかりあつかっていたり，洗

脳的な所があった。（薬学部・4 年）
・自覚は高まったと思います。自分の通っ

ている大学がどういう大学なのかにつ
いて伝える材料になると思います。（薬
学部・4 年）

・高まったと思う。北里柴三郎先生の精
神で頑張って行けると思う。（薬学部・
4 年）

・あまり自分にとっては，大きな影響は
受けませんでした。（薬学部・4 年）

・高まったと思う（薬学部・4 年）
・自覚は高まったと思うが，今後それが

役立つかは分からない。（薬学部・4 年）
・自覚は高まったが，これからの人生に

あまり影響があるとは思わなかった。
（薬学部・4 年）

・特にそういった考えにはなりませんで
した。（薬学部・4 年）

・北里の歴史について良く知れたと思い
ます。（薬学部・4 年）

・今後にどう役立つかは分からない（薬
学部・4 年）

・特にそうは思わない（薬学部・4 年）
・毎回の授業の内容がかぶりすぎてて意

義はなかった。1 コマで十分。（薬学部・
4 年）

・覚えていないが人生に影響がでるほど
ではない（薬学部・4 年）

・あまり覚えてない。興味湧かなかった。
（薬学部・4 年）

・学校のルールを知ることができたが，
正直影響は少ないと思われる。（薬学部・
4 年）

・自覚は高まってない。興味を持てるよ
うな工夫が欲しかった。（薬学部・4 年）

・必修科目である必要はないと思った。
（薬学部・4 年）

・北里について知ることはできたが，自
覚については高まったとは思わない。
（薬学部・4 年）

・あまり意味のない科目だと思う。（薬学
部・4 年）

・あまり覚えていない（薬学部・4 年）
・北里大学の一学生として勉学に励んで

社会に貢献したいと考えるようになり
ました。（薬学部・4 年）

・同じ内容の授業が多かった（薬学部・4
年）

・よくわからなかった。興味が持てなかっ

たのでレポートが困った。（薬学部・4年）
・同じような内容の授業が何度もあって，

レポートを書くのが大変だった（薬学
部・4 年）

・高まらなかった。（薬学部・4 年）
・履修する意義があまり感じられなかっ

た（薬学部・4 年）
・自分の大学の特色をつかむ上で有用

だったと思う（薬学部・4 年）
・覚えていません。（薬学部・4 年）
・北里大学の学生として自覚は高まった。

（薬学部・4 年）
・あまり影響は感じない。（薬学部・4 年）
・誇りを持てたとは思う。（薬学部・4 年）
・あまり思わない。北里柴三郎だけでな

く薬の改発に関わった他の人物につい
て，知りたかった。（薬学部・4 年）

・北里について詳しく知ることができて，
自分の大学に誇りをもてたと思います
（薬学部・4 年）

・初日から 1，2 回は有意義であると感じ
たが，その後は同じようなことのくり
返しであまり興味がわかなかった。（薬
学部・4 年）

・北里大学がなかなかすごい大学だとい
うことがわかった（薬学部・4 年）

・ねむかった（薬学部・4 年）
・北里大学の歴史の深さや，北里柴三郎

先生の偉業を知り，本学で学べること
を誇りに思えるようになりました（薬
学部・4 年）

・高まった。（薬学部・4 年）
・高まり，影響あると思う（薬学部・4 年）
・思う。柴三郎先生に，少しでも近づけ

るように努力しようと思った。（薬学部・
4 年）

・思う（薬学部・4 年）
・自覚が高まったとは思うが，学修や人

生に影響はほとんどないと思う。（薬学
部・4 年）

・自分の母校についてある程度知っておく
ことは良いと思います。（薬学部・4 年）

・レポートの提出の重要性，大学の理不
尽さを学んだ（薬学部・4 年）

・高まりました（薬学部・4 年）
・北里が大切にしているチーム医療につ

いて深く学ぶことができた。（薬学部・
4 年）

・専門科目ばかりだといっぱいいっぱい
になってしまうのであってよかったで
す。（薬学部・4 年）

【５年生】
・北里柴三郎について深く知ることがで

きた。（薬学部・5 年）
・毎回同じような内容でつまらないため

授業に対する意欲が下がりかねない。
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北里を嫌いになりかねない。（薬学部・
5 年）

・思わない（薬学部・5 年）
・高まりました。（薬学部・5 年）
・あまり高まりませんでした。（薬学部・

5 年）
・北里柴三郎先生の功績について学ぶこ

とで自身の自信につながった。（薬学部・
5 年）

・あまり覚えていません。（薬学部・5 年）
・北里の大学生として自覚を持っために，

大学の歴史を学ぶことは必要である。
（薬学部・5 年）

・高まった。北里生として自身の大学に誇
りを持てるようになる。（薬学部・5 年）

・校名にも含まれる北里柴三郎について
知ることができたため，自覚は高まっ
た。影響があるとは感じていない。（薬
学部・5 年）

・自覚は高まったと思います。話のタネ
にはなると感じました。（薬学部・5 年）

・高まった。（薬学部・5 年）
・あまり感じない。（薬学部・5 年）
・北里のことがよくわかって好きになり

ました。卒業しても誇りをもって卒業生
だと言えると思います。（薬学部・5 年）

・自覚が高まることはない。影響もない
（薬学部・5 年）

・影響はないと思います。（薬学部・5 年）
・自覚が高まるというよりは，北里大学

の歴史などを学ぶのみだったので，退
屈だった。そこから北里生たる自覚や，
将来の夢は見出せない。（薬学部・5 年）

・北里の世界で学んだことを生活に取り
入れたいです。（薬学部・5 年）

・数年前のことなので憶えていないです。
すいません。（薬学部・5 年）

・高まっていない，影響はない（薬学部・
5 年）

・自覚はとくに高まらなかった。（薬学部・
5 年）

・あまり自覚は高まっていない。（薬学部・
5 年）

・自覚はあまり高まらなかったので特に
何も思うことはありません。（薬学部・
5 年）

・嫌応なく高まったと思う　就職活動や他
大の生徒との交流時に。（薬学部・5 年）

・あまり思わない（薬学部・5 年）
・高まったと思わない。影響があると思

わない（薬学部・5 年）
・特に変わらなかった（薬学部・5 年）
・北里について知れた。自分の大学につ

いて聞かれたときに，ちゃんとこたえ
られる。（薬学部・5 年）

・北里生としての自覚は高まった。北里
大学に関わる偉人たちの話を聞くこと

で意識が高まった。（薬学部・5 年）
・北里の歴史を知り誇りをもてるように

なるには有用であったと思います。（薬
学部・5 年）

・授業を受けていた当時は毎回同じよう
な話ばかりでつまらないと思っていた
が，他大の人と話す時にある程度知識
がないと困るので必要（薬学部・5 年）

・北里大学の歴史について学ぶことがで
きたので，とても良いと思う。（薬学部・
5 年）

・北里の教育方針やどのような医療人に
なってほしいかなど 1 年生のときに学
べて，その後の北里大学の学生として
の自覚につながったと思います。（薬学
部・5 年）

・先人の考え方や学校の方針の理解の助
けになったと思う（薬学部・5 年）

・北里大生としての自覚は高まったと思
う。（薬学部・5 年）

・北里大学の学生としての自覚はある程
度高まったと思う。しかし，学修やこ
れからの仕事，人生に何か影響がある
とは思えない。（薬学部・5 年）

・北里大学についての理解が深まったが，
人生への影響はわからない（薬学部・5
年）

・特にかわってない（薬学部・5 年）
・北里大学がどのような大学か簡単に知

ることができた。（薬学部・5 年）
・その時自覚は高まったと思った。今後

にはあまり影響がなさそう。（薬学部・
5 年）

・北里の歴史について知ることができ北
里大学の学生としての自覚が少しであ
るがついた。（薬学部・5 年）

・思います。在学する学校について知り
誇りを持てるようになればよいと思い
ます。（薬学部・5 年）

・北里大学がどのような大学であるのを
理解し，自分が大学で何をするべきか
が明確になったように思う。（薬学部・
5 年）

・自覚は高まったと思う。今後への影響
はほぼない（薬学部・5 年）

・忘れてしまいました。（薬学部・5 年）
・北里大学が歩んできた歴史的背景を

知ったことで，自分が今おかれている
環境のありがたみを感じ，科学や医療
の世界を学ぶモチベーションが上がっ
た。（薬学部・5 年）

・高まったと思う。あまり内容を覚えて
いない。（薬学部・5 年）

・思いません。（薬学部・5 年）
・ありません。不必要だと思う。（薬学部・

5 年）
・覚えていません。（薬学部・5 年）

・特に高まらなかった。（薬学部・5 年）
・あまり覚えていないのでわかりません

（薬学部・5 年）
・思う。北里柴三郎先生のようになりた

いと思う。また，研究と臨床の現場な
どバランスよく将来，活躍したいと思
う。（薬学部・5 年）

・北里生としての自覚は芽生えたと感じ
ている。大学の強みを知ることは就職活
動に有利になると思う。（薬学部・5 年）

・北里先生のことはよく理解できたが，
仕事や人生に影響はしない。（薬学部・
5 年）

・高まっていないし，影響もしない。（薬
学部・5 年）

・高まった。母校となる大学について知
ることができた。（薬学部・5 年）

・何をやったか覚えていない（薬学部・5
年）

・あまり覚えていない（薬学部・5 年）
・北里生という意識をもつようになる

（薬学部・5 年）
・大学についての理解が愛着にはつな

がったが，将来への影響はない。（薬学
部・5 年）

・少し高まった。（薬学部・5 年）
・高まらなかった。特に影響もなかった。

（薬学部・5 年）
・覚えていない（薬学部・5 年）
・せんのうだと思います。（薬学部・5 年）
・自覚は高まったと思う。ドキュメンタ

リー番組などの北里柴三郎の話は興味深
かった。スケッチや記念碑に行くことの
意味は全くないと思う（薬学部・5 年）

・少なからず北里大学の学生としての自
覚は高まったと思うが，基本的に毎回
同じような内容であり，これからの仕
事や人生に影響があるとは思えない。
（薬学部・5 年）

・いいえ　最低限の知識は得たと思いま
す（薬学部・5 年）

・北里柴三郎先生のことを知り，医療人
として働くことについて考えさせられ
た。（薬学部・5 年）

・思わない，ない（薬学部・5 年）
・北里大学が設立された経緯を理解する

ことができたので，自覚は高まったよ
うに思う。北里柴三郎先生の精神を重
んじて学業やその後の薬剤師としての
職務に励んでいきたい。（薬学部・5 年）

・講義では，医療人としての心得につい
て深く学ぶことができたので，将来薬
剤師として患者さんにどう貢献したい
か考えながら学業，仕事にはげめると
思う。（薬学部・5 年）

・あまり役立っていないように感じます。
授業内容もほとんど覚えていません。

薬学部
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北里大学の学生としての自覚が高まっ
たように感じない。（薬学部・5 年）

・北里の歴史を知れて自覚が高まった。
これからの影響は想像できません。（薬
学部・5 年）

・自覚が高まることはない。不要。必修
にする必要はない。（薬学部・5 年）

・学生としての自覚は高まったと思う。
大学の成り立ちや背景を知ることで，
誇りを持って学修に臨めるようになっ
た。（薬学部・5 年）

・自分が通っている学校について，人か
ら聞かれたらくわしく答えることがで
きる。北里大学生としての自覚は高ま
る（薬学部・5 年）

・話が難しく自分には理解が追いつかな
かった（薬学部・5 年）

・北里の学生としての自覚に関わるよう
な授業ではなかったとおもう。仕事や
人生に影響はないと考える。（薬学部・
5 年）

・仕事や人生に役立つかは別として，自
分が通っている本学の歴史を他大学に
通う人に紹介する時には有用だと思う。
（薬学部・5 年）

・北里とは，というルーツを知れたのは
良いが，ネットなどで調べればわかる
ことも多く，わざわざ半期使うことも
ないとおもいます。（薬学部・5 年）

・あまり高まっていない。（薬学部・5 年）
・学祖について学ぶきっかけとなり，北

里大学の学生であると感じた。（薬学部・
5 年）

・自覚が高まり，歴史を知ることができ
た。北里大学を知らない人に向けて，
説明を簡単にすることができると思う。
（薬学部・5 年）

・大学の歴史はよく理解できたが，レポー
トが多く大変だった。（薬学部・5 年）

・自覚は高まったがその後の人生に影響
を及ぼしているとは考えにくい。（薬学
部・5 年）

・北里大学の学生としての自覚は特に高
まらなかった。この授業を履修したから
といって，仕事や人生に影響を与える
ものとは思えなかった。（薬学部・5 年）

・他の人に北里大学のことを聞かれた際
に，話題に上げやすかった。（薬学部・
5 年）

・レポートがだるかった（薬学部・5 年）
・北里大学の学生であることの自覚は高

まったが学修や仕事には大きな影響は
あるとは感じられないと現在は思って
いる。（薬学部・5 年）

・高まったと思う。北里卒としての自覚
が高まる。（薬学部・5 年）

・自覚等に変化はないです。東海村の事

故の話をあの時点で聞け，治療が善と
は限らないという価値感を最初に身に
つけられたため，よかったように思う。
（薬学部・5 年）

・あまり思わない。北里大学で行っている
ことや行われたことについて知るきっ
かけにはなると思う。（薬学部・5 年）

・ある程度高まった（薬学部・5 年）
・歴史や関わった人を学ぶことができま

した。（薬学部・5 年）
・北里柴三郎先生の功積をよく知れた。

（薬学部・5 年）
・授業を受けたのがものすごく前なので

よく覚えていない。（薬学部・5 年）
・影響を受けることはないと思う。時間

にゆとりのある 1 年時にしか受ける気
力はないと思うので，履修時間は良い。
（薬学部・5 年）

・あまり関係ない（薬学部・5 年）
・無意味（薬学部・5 年）
・大学のバックグラウンドが分かって，北

里の学生としての自覚が高まったと思
う。勉強などのモチベーションの維持向
上に役立つかもしれない（薬学部・5年）

・自覚は高まったと思う（薬学部・5 年）
・やや自覚が高まった。（薬学部・5 年）
・北里柴三郎がどのような実績を残した

人物であるのか改めて学ぶことができ
た。（薬学部・5 年）

・授業内容にやや重複が見られたが，歴
史的な背景は興味深かった。（薬学部・
5 年）

・北里柴三郎先生の偉大さが良くわかっ
た。（薬学部・5 年）

・高まったと思う。（薬学部・5 年）
・自覚は高まった。特に影響はない。（薬

学部・5 年）
・高まった。（薬学部・5 年）
・自覚は特に高まってはいませんが，様々

な人の話が聞けたのはよい経験になっ
たと思います。（薬学部・5 年）

・思う（薬学部・5 年）
・柴三郎先生の話が詳しくきけたのは良

かったが，人生には関係なさそう。（薬
学部・5 年）

・他の履修科目の数が多く，また内容も
ハードだったので北里の世界は印象が
薄かった。しかし本大学の学生として
必須の知識だと思うので授業は必要だ
と思った。（薬学部・5 年）

・北里の歴史を学ぶ事で愛校心が目ばえ
た。（薬学部・5 年）

・自分は北里の学生だという意識をもて
た。（薬学部・5 年）

・高まりました。（薬学部・5 年）
・高まったと思う。これからの仕事や人

生に活かすための判断材料の 1 つとな

る。（薬学部・5 年）
・高まったと思う（薬学部・5 年）
・北里のことはよくわかったが仕事につな

がるかはわからなかった（薬学部・5年）
・自覚は高まっていない（薬学部・5 年）
・あまり覚えていない（薬学部・5 年）
・何も覚えていない（薬学部・5 年）
・自覚高まった。自分の大学について話

せる。（薬学部・5 年）
・いいえ（薬学部・5 年）
・高まったと思うが，えいきょうがある

かはわからない（薬学部・5 年）
・北里大学の創設者である，北里柴三郎

のことはよく理解できたと思うし，研
究内容もより理解が深まったと思う
（薬学部・5 年）

・自分の大学がどんなことと関わりがあ
るのか知れました。（薬学部・5 年）

・北里の偉大さを学ぶことができた（薬
学部・5 年）

・北里柴三郎について知れてよかった。
（薬学部・5 年）

・素晴らしい先生が作られた大学なのだ
と理解が深まり，自覚が高まったと思
う。これからも堂々と「北里生です」
と言える。（薬学部・5 年）

・ある程度北里柴三郎について説明でき
るようになった。（薬学部・5 年）

・北里大学についてより深く知ることが
できた（薬学部・5 年）

・北里の学生としての自覚は特に変化し
なかった。社会において自分のルーツ
の一つを知るという点では良い。（薬学
部・5 年）

・高まったと思う。とくに影響はあるか
どうか考えていない。（薬学部・5 年）

・北里先生を知ることで，学校の歴史・
素晴らしさを感じ，責任感を持って行
動できるようになったのではないかと
思います。一方で同じ話が複数回でる
こともあったのが少し残念でした。（薬
学部・5 年）

【６年生】
・北里の学生としての自覚は高まったと

思うが，それが何か影響があるとは思
わない。（薬学部・6 年）

・北里の学生として，最低限知っておく
べき知識，教養は得られたので，どち
らかというと自覚は高まったと思う。
（薬学部・6 年）

・よく分からない（薬学部・6 年）
・印象に残っていることは，残念ながら

ありません。（薬学部・6 年）
・全く高まらなかった。特に影響はない

と思う（薬学部・6 年）
・覚えてない（薬学部・6 年）

薬学部
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・北里の学生としての自覚は高まった。
改めて北里の良い所を知り，母校を誇
りに思った。（薬学部・6 年）

・高まりました。（薬学部・6 年）
・自分の大学の歴じが知れてよい授業。

だけど6年目になったら覚えてない。（薬
学部・6 年）

・覚えていません。（薬学部・6 年）
・今後の人生に影響はあまりないけど，

教養として自身の大学について学ぶこ
とは必要だと思った。（薬学部・6 年）

・あまり影響はないと思う。（薬学部・6年）
・大学がどのようにしてできたのか，ど

のようなことをしてきたのか，詳しく
わかったのでよかったです。（薬学部・
6 年）

・少し高まったと思います！これからの
人生には・・・（薬学部・6 年）

・北里の理念を学び，医療人としての心
をもつきっかけになったと思う（薬学
部・6 年）

・あまり記憶に残っていない。（薬学部・
6 年）

・高まりました。北里出身ということを
自覚し行動するようにしょうと思いま
した。（薬学部・6 年）

・うけていた時は高まりましたが，今や
これからの人生には特に影響はないで
す。（薬学部・6 年）

・ 2 年生以降一切関係なかった（薬学部・
6 年）

・大学のこと聞かれた時に答えられる。
（薬学部・6 年）

・授業の内容をあまり覚えていないです。
（薬学部・6 年）

・北里大学や北里柴三郎について深く知
ることができたが，これからの人生に
どのような影響があるかはわからない。
（薬学部・6 年）

・自分が通う大学のことを深く知れて良
かった。（薬学部・6 年）

・自覚は高まったと思います。自分の出
身大学について最低限の事を知らない
と恥ずかしいと思うので良いと思いま
す。（薬学部・6 年）

・大学に入学したばかりは，あまり大学
について知らなかったので，この科目
を受けることで大学のことを知ること
ができて，自覚は高まったと思う。（薬
学部・6 年）

・北里大学のことは良く知れた。そうい
う仕事や人生もあるのだと 1 つの参考
になった。（薬学部・6 年）

・北里大学の歴史などを学び北里の学生
として自覚が高まった。北里の学生と
してはずかしくないよう意識を高めて
いこうと思った。（薬学部・6 年）

・自覚は高まった。影響はとくにないと
思う。（薬学部・6 年）

・北里関連についてなんとなく説明でき
る（コッホとか）自己紹介のとき（薬
学部・6 年）

・高まったと思う。自分の通った大学や
学祖について知ることができたのは良
かった。（薬学部・6 年）

・自覚は高まった。自分の所属している
団体のことをよく知っておくことは，
社会に出て周りとコミュニケーション
をとる上で必要なことだと思う。（薬学
部・6 年）

・高まりましたが，大村先生のノーベル
賞受賞に学生時代に立ちあったことで
より一層自覚が高まったように思いま
す。（薬学部・6 年）

・思わないです。（薬学部・6 年）
・覚えてない（薬学部・6 年）
・会社で自己紹介の時（薬学部・6 年）
・母校について知る機会となり，自覚が

高まったと思う。（薬学部・6 年）
・特に記憶にない（薬学部・6 年）
・本学の学生という自覚は得られたが，

一部情報に偏りがあったようにも思え
る。（北里の昔話とかはいらなかった）
卒業生の話はとてもためになった。（薬
学部・6 年）

・高まったが意味はないと思う。（薬学部・
6 年）

・思う・・・出身大学に愛着が持て，自信
につながると思う。（薬学部・6 年）

・ある程度高まったが，同じ内容が何回
かかぶっていた。自分の大学につてし
知っておくことは必要だと思った。（薬
学部・6 年）

・あまりよく覚えていない。（薬学部・6年）
・すごく歴史のある大学に入学できて良

かったと思った。（薬学部・6 年）
・もう少し回数が少なくても良い。（薬学

部・6 年）
・特にいらない授業だと思った（薬学部・

6 年）
・北里柴三郎について学ぶことができ，

北里生としての自覚が高まった（薬学
部・6 年）

・北里大学についてよく知ることができ
た。（薬学部・6 年）

・有意義な話を聞けたが，もうあまり覚
えていない。（薬学部・6 年）

・あまり思わない。（薬学部・6 年）
・あまり覚えていません。（薬学部・6 年）
・履修したが覚えていない（薬学部・6年）
・いいえ。（薬学部・6 年）
・北里を誇りに思うようになった（薬学

部・6 年）
・仕事や人生には影響なさそう（薬学部・

6 年）
・仕事，人生には役に立たないが，卒業

大学の偉人は知っておくべきだと思う
（薬学部・6 年）

・覚えている内容があまりない為，影響
はない（薬学部・6 年）

・あまり思わなかった。（薬学部・6 年）
・自覚は高まりましたが，5 年経って覚え

ていることはほとんどありません。で
も，ある程度勉強はした方がいい内容
だったと思います。（薬学部・6 年）

・自覚は高まったが，これからにおいて
影響はない。（薬学部・6 年）

・ 1年の時は大学のことを知る授業になっ
たが，6 年となった今ではあまり覚えて
いない。内容が今後に生かせるかは分
からない。（薬学部・6 年）

・北里大学で学習した意義を感じられた
と思います（薬学部・6 年）

・あまり思わない（薬学部・6 年）
・北里大学の卒業生として北里柴三郎先

生や大学の歴史を学んでおくことは大
切だと思うので学べてよかったと思う。
（薬学部・6 年）

・あまり思わない。時間がもったいない。
（薬学部・6 年）

・実学がわかった。（薬学部・6 年）
・自分の学校に興味なかったけれど，講

議というきっかけがあったため，どの
ような意志や目的でこの学校が歴史を
歩んできたか知ることができました。
（薬学部・6 年）

・はい　影響はない（薬学部・6 年）
・北里についてよく知るきっかけになっ

た。（薬学部・6 年）
・大学の歴史について知ることができ，

それに恥じないように生活し，学習し
なくはいけないと思うことができた。大
学を卒業してからも大学について聞か
れた時，胸をはって北里の良さを伝え
ることができると思う。（薬学部・6 年）

・北里大学のルーツは分かった。だが今
後に影響はない（薬学部・6 年）

・あまり思わない。そして記憶にもあま
り残っていない。（薬学部・6 年）

・母校愛が深まることで自分の自身につ
ながった。（薬学部・6 年）

・高まりました。医療に対する考えや仕
組みを学ぶことができたので，今後病
院で活かしていきたいです。（薬学部・
6 年）

・自覚は高まったが，影響や必要はなかっ
た。（薬学部・6 年）

・必要なし。（薬学部・6 年）
・高まった。北里出身なのがどうメリッ

トなのか言える。（薬学部・6 年）
・北里について理解は深まったが，人生

薬学部
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にさほど影響はない（薬学部・6 年）
・自覚は高まったと思う。北里大学って

どんな大学ときかれたら，答えられる
くらいになった。（薬学部・6 年）

・北里の歴史が分かった（薬学部・6 年）
・あまりわからなかった。（薬学部・6 年）
・思いません（薬学部・6 年）
・あまりなかった（薬学部・6 年）
・あまり思わない（薬学部・6 年）
・歴史，設立の背景を学ぶきっかけには

なったが，将来や人生に特に影響はな
い（薬学部・6 年）

・自覚はできたが，内容は記憶がない（薬
学部・6 年）

・北里柴三郎先生のことを聞かれたとき
に答えることができると思う。（薬学部・
6 年）

・1 年次は高まったが，忘れていく（薬学
部・6 年）

・特に高まってない・宗教みたいな授業
だと思った。（薬学部・6 年）

・これからには関係ない（薬学部・6 年）
・思わない。（薬学部・6 年）
・特に自覚はなく，影響も感じていない

（薬学部・6 年）
・宗教みたいだった（薬学部・6 年）
・思わない。（薬学部・6 年）
・自覚は高まった。影響があるかはまだ

分からない（薬学部・6 年）
・思わない（薬学部・6 年）
・学んでも学ばなくても変わらない（薬

学部・6 年）
・北里の歴史や研究を知り，自身もこの

ような業積を残せるような人になりた
いと思う気持ちは強くなった。いずれ
は，研究者として，名立たる知人の中に，
自身の名を連ねたい。（薬学部・6 年）

・自分の大学のことが学べて良かった。
誇りがもてた。（薬学部・6 年）

・北里大学，柴三郎氏の歴史を理解する
ことで入学した大学のすごさを知り，
自分に自信がもてた。（薬学部・6 年）

・北里大学生の自覚が高まった（薬学部・
6 年）

・特に影響はない　あまり思う機会はな
かった（薬学部・6 年）

・北里の歴史を知ることで，北里の学生
としての自覚は高まった。大学につい
て将来聞かれたときに，ある程度答え
られる（薬学部・6 年）

・特に感じなかった。（薬学部・6 年）
・北里大学ができた経緯などがわかった。

破傷風菌について理解が深まった（薬
学部・6 年）

・あまり影響されなかった（薬学部・6年）
・良く覚えていない。（薬学部・6 年）
・難しい。（薬学部・6 年）

・あまり思わない。（薬学部・6 年）
・何も学ぶものはなかった（薬学部・6年）
・思います。（薬学部・6 年）
・同じ様な内容ばかりで最後の方はレポー

トをかくのが大変だった。（薬学部・6年）
・高まった。ほこりが持てるようになっ

た。（薬学部・6 年）
・北里大学の学生の一員となれたことを

誇りに思った。柴三郎先生のように，
社会に貢献していきたいと思った。（薬
学部・6 年）

・覚えていません。（薬学部・6 年）
・はい（薬学部・6 年）
・非常に勉強になりました。ありがとう

ございました。（薬学部・6 年）
・昔すぎて忘れてしまった。（薬学部・6年）
・自覚が高まった。（薬学部・6 年）
・北里について正直分かっていないこと

が知れた。（薬学部・6 年）
・大学についてや，柴三郎先生について

知らなかったことを知る機会になった。
（薬学部・6 年）

【学年不明】
・北里柴三郎について，一般常識レベル

の知識がついた。（薬学部・学年不明）
・特に高まらなかった　授業の意味があっ

たのかわからない（薬学部・学年不明）
・北里の人生を参考にできた（薬学部・

学年不明）
・自覚高まった。（薬学部・学年不明）

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・あまり思えません。（薬学部・1 年）
・北里大学の学生としての自覚が深まっ

たと思う。研究がいかに難しいかがわ
かった。（薬学部・1 年）

・特に役立たないと思う。（薬学部・1 年）
・柴三郎の意志をつぐのは俺だ（薬学部・

1 年）
・高まりません。（薬学部・1 年）
・自覚はたかまった。もっと授業のこと

から発展した本とかよもうと思った。
（薬学部・1 年）

・自覚は高まった。（薬学部・1 年）
・北里大学の学生としての自覚は高まっ

たと思う。詳しく北里先生について学
んだおかげで，研究者としての心がけ
などを感じた。（薬学部・1 年）

・自覚はとても高まった。基礎を大切に
しようと思った。（薬学部・1 年）

・まあまあ，今のところ特にない（薬学
部・1 年）

・そんなに思わない。北里先生の性格に
少しがっかりしたのも事実である。（薬
学部・1 年）

【２年生】
・必要性があまり感じられなかった。（薬

学部・2 年）
・北里大学が好きになった。自信をもっ

て人に言える（薬学部・2 年）
・なにも影響はない。思わない。（薬学部・

2 年）
・思わない。全くない（薬学部・2 年）
・高まったと思わない。仕事や人生に影

響はなかった。（薬学部・2 年）
・思わない。北里大学について少し詳し

くなった。（薬学部・2 年）
・北里への愛校心が高まった（薬学部・2

年）
・思わない（薬学部・2 年）
・高まったと思うが，特に必要のない授

業だと感じた。（薬学部・2 年）

【３年生】
・北里大学らしいことをしているとは持っ

たが，さほど影響はない。（薬学部・3 年）
・大学の歴史や，目指すものがどこから来

るかにふれられた。今後の人生に影響を
与えるかは今は分からないが，卒業して
から分かると思う。（薬学部・3 年）

・思いません。宗教だと思いました。（薬
学部・3 年）

・とても無意味な授業であった。（薬学部・
3 年）

・あまり意味がなかった。（薬学部・3 年）
・思わない。（薬学部・3 年）
・歴史の授業としてはとてもおもしろ

かった。自覚が高まるとは思えない（薬
学部・3 年）

・思わない。（薬学部・3 年）
・強制であったため，しかたがなく出席

していた面がある。話題はおもしろい
ものはあったが，モチベーションが上
がらず身についていない気がする。（薬
学部・3 年）

・高まっていない（薬学部・3 年）
・思わない（薬学部・3 年）
・思わない。（薬学部・3 年）
・高まったと思う。大学の歴史が知れて

良かった。（薬学部・3 年）

【４年生】
・あまりないと思います。（薬学部・4 年）

獣医学部獣医学科
【１年生】
・高まったと思います。自分の通ってい

る大学を作った北里先生等の過去の功
績を知ることで，勉学への意欲が出て
くると思いました。（獣医学部・1 年）

・思う　北里の精神を自身も貫くことで，
様々な困難に立ち向かえると思う。生

薬学部／獣医学部
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きる勇気が湧いた。（獣医学部・1 年）
・人生はひとりひとり同じではないけれ

ど，だれでも仕事に誇りをもっていたり，
流儀があったりする。（獣医学部・1 年）

・「北里の世界」は学祖，北里柴三郎の思
想が受け継がれている講義だと思う。
この講義で培った思想は今後の自分に
大きく影響を与えてくれると思う。（獣
医学部・1 年）

【２年生】
・一瞬，自覚が高まった気がしたが，今

ではほとんどわすれた。獣医学概論の
最後のコマに入れるほどではない。レ
ポート 3000 字はただただ苦痛だった。
（獣医学部・2 年）

・自覚が高まった。北里生としての誇り
ができた。（獣医学部・2 年）

・高まったと思う。北里先生の功績を知
る良い機会になった。（獣医学部・2 年）

・そこまで思わない。北里の世界を受け
たから，将来が変わるとかそういうもの
ではないと思う。元々，何かしらなりた
い職があるからこの大学に入っている
のだから，大きくは変わらない。個人的
な意見ですが・・・（獣医学部・2 年）

・自覚は高まった。しかし特に影響はな
い。（獣医学部・2 年）

・あまり思わない。ただ，ノーベル賞の
闇や，ペスト，破傷風などに対する理
解は深まったので，その後の細菌学の
講義では，この 2 つについてはわかり
やすく覚えられたので，具体的な話を
知ることによって，細菌学の助けになっ
た。（獣医学部・2 年）

・あまり役には立たなそう。（獣医学部・
2 年）

・思う。（獣医学部・2 年）
・よくねむれた。（獣医学部・2 年）
・北里大学の歴史を知れた（獣医学部・2

年）

【３年生】
・思わない（獣医学部・3 年）
・思わない。（獣医学部・3 年）
・北里柴三郎がどのようにして功績を上

げたかは分かったが，時代が違うので
現在そこまで役に立つ情報があるとは
思えなかった。（獣医学部・3 年）

・特に高まらない。あまり記憶に残って
ない。（獣医学部・3 年）

【４年生】
・高まった。母校のルーツがあると知り

誇りをもてる（獣医学部・4 年）
・わりと，興味深いとは思う。けど要約

はちょっと面倒。（獣医学部・4 年）

・大学の沿革を知れて，よかった。（獣医
学部・4 年）

・あまり意味がないと思う。（獣医学部・
4 年）

・北里の歴史を学べたのは面白かった。
けど，仕事や人生に影響はあまり与え
ないように感じた。（獣医学部・4 年）

・今まで触れたことのない文化を知るきっ
かけとなり，よかった（獣医学部・4 年）

・全く思わない（獣医学部・4 年）
・高まりました。自分の学校のことを話

せる。（獣医学部・4 年）

【５年生】
・思う（獣医学部・5 年）
・大学のことを他の大学の人などに話せ

るのは良い。（獣医学部・5 年）
・自分の現在のステータスにはあまり影

響はない。そうなんだ〜という感じで
終わった。（獣医学部・5 年）

・特に意味なし（獣医学部・5 年）
・思いません。影響があると思いません。

（獣医学部・5 年）
・北里の歴史を知る良い場となった。（獣

医学部・5 年）
・あまり覚えていない。（獣医学部・5 年）
・自分の大学を卒業後，説明できること

は面接などで役に立つと思う。（獣医学
部・5 年）

・あまり変わらず。（獣医学部・5 年）
・北里柴三郎がどのようなことをした人

なのか知ることが出来，興味が増した。
（獣医学部・5 年）

・自分の通っていた大学のことについて
話すことが出来るようになる。が，あ
まり意義はない。（獣医学部・5 年）

・思わない。（獣医学部・5 年）
・特に高まったとは思えない。（獣医学部・

5 年）
・少し高まった。しかし，現在の学修な

どには全く影響していない。（獣医学部・
5 年）

・北里大学生であることを誇りに思った。
（獣医学部・5 年）

・自覚は少し高まったと思う。影響はほ
とんどないと思う。（獣医学部・5 年）

・自分の大学について学ぶことはよいこ
とだと思います。（獣医学部・5 年）

・高まってない。（獣医学部・5 年）
・高まった。仕事，人生において北里大

学出身であることに誇りを持っていけ
ると思う。（獣医学部・5 年）

・高まった。北里の歴史について深く理
解できた。（獣医学部・5 年）

・北里大生としての自覚は高まったと思
う。ただ，今後の人生に影響は感じら
れない。（獣医学部・5 年）

【６年生】
・北里大学の学生としての自覚は高まり

ました（獣医学部・6 年）
・高まった。（獣医学部・6 年）
・北里大学の学生としての自覚はそれな

りについたと思います。（獣医学部・6
年）

・自覚は高まったと思います。影響はあ
まりないと思います。（獣医学部・6 年）

・覚えていない。（獣医学部・6 年）
・自覚は高まったと思うが，これからに

は影響はないと思う。（獣医学部・6 年）
・覚えていません。（獣医学部・6 年）

【学年不明】
・北里先生の偉業は分かったが，それと

母校愛とは無関係。仕事や人生の選択
に影響することは無い。（獣医学部・学
年不明）

獣医学部動物資源科学科
【２年生】
・自覚はあまり高まってない。（獣医学部・

2 年）
・学祖の功績が歴史をたどって理解でき

た。という点は良かったが最初に出席
だけ通して退出していく人が目立った
ので不満だった。（獣医学部・2 年）

・北里生としての自覚は高まった。見聞
も広がった。今後，仕事や研究をした
として，それらへの姿勢が変わると思
う（獣医学部・2 年）

・高まったと思う。北里柴三郎の道徳心
や研究理念に関してまねしたい点はあ
る。（獣医学部・2 年）

・高まった。北里先生の理念を学べたの
は大きいです。（獣医学部・2 年）

・北里柴三郎がすばらしい人であるとい
うことがわかったけど，自分自身の自覚
には影響していない。（獣医学部・2 年）

・人のためになる仕事，研究をすること
（獣医学部・2 年）

・高まったと思います。北里柴三郎先生
がやり遂げたことを尊敬しております。
北里大学に入ったことを誇りに思いま
す。（獣医学部・2 年）

・何のためにしているのかよく分からな
かった。内容も毎回同じようなもので
意義を感じなかった。（獣医学部・2 年）

・高まりましたが人生に影響はありませ
ん。（獣医学部・2 年）

・高まったと思う。北里について聞かれ
たときに，恥ずかしくない。（獣医学部・
2 年）

・北里大学に入ったものの，北里柴三郎
がどのような研究をしてきたか知らな
かったので，それを学べたのは良かっ

獣医学部
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たと思う。（獣医学部・2 年）
・ある程度は高まった。出身大学の創立

者，研究者としての北里柴三郎につい
て知っておくことは，なにかしらの意
味があると思う。（獣医学部・2 年）

【３年生】
・あまり思わない。（獣医学部・3 年）
・北里生としての立ち振る舞いを考える

きっかけになった。（獣医学部・3 年）
・高まったと思う。（獣医学部・3 年）
・特に自覚は高まらなかった。（獣医学部・

3 年）
・高まった。北里出身で，大学の特徴や

北里柴三郎のしたことなどを簡単に説
明できる。（獣医学部・3 年）

・自分の大学のことを知ることで，就職
の時などに大学の良さが言えると思う。
（獣医学部・3 年）

・面接のときなどで北里柴三郎について
説明できる。深まった。（獣医学部・3年）

・思う。（獣医学部・3 年）
・特に何とも思わない（獣医学部・3 年）
・やや高まったと思う。講師の方もおっ

しゃっていたが，就職面接などで北里
先生について聞かれたとき，何も言え
ないということにはならないと思う。
（獣医学部・3 年）

・自覚は高まった。北里柴三郎がどのよ
うに生きたのか知ることが出来，それ
によって柴三郎の生き方をもはんする
ような意識が生れた。（獣医学部・3 年）

・自覚はやや高まった。大学に勤めてい
る人はこの大学に自信もっているのだ
なというのが伝わった。（獣医学部・3
年）

・学生としての自覚は変わらないが，北
里さんが何者なのかがわかった（獣医
学部・3 年）

・思わない（獣医学部・3 年）
・自覚は高まったがキャンパスが違うと

いうこともあり，2 年次以降はあまり役
立っていない（獣医学部・3 年）

【４年生】
・思う。北里のことを他の人に話せる。（獣

医学部・4 年）
・高まった。北里の偉大な先人たちの行

動や考えを知り，北里の生徒としての
自覚を持って仕事に就くことができる
と思います。（獣医学部・4 年）

・北里の世界を受けて，北里の歴史を学
べて，北里大学生としての自覚が高まっ
た。（獣医学部・4 年）

・記憶にない位，印象にない。（獣医学部・
4 年）

・やや高まった。でも，その授業を受けた，

その時は自分も地道な努力をして頑張
ろうと思っても，何日も意識をするこ
とはなく，特に影響があったわけでは
ない。（獣医学部・4 年）

・講義内容をあまりおぼえていない。（獣
医学部・4 年）

・北里生としての自覚は高まったと思う
が，学修，仕事，人生にそんなに影響
はないと思う。（獣医学部・4 年）

・高まったとは思いません。しかし，柴
三郎先生の生き方は見習うべきことが
多々あると感じました。（獣医学部・4
年）

・高まった。ノーベル賞受賞から世間で
注意されることが以前より増えたので，
自分の大学の歴史について知るのは大
切。（獣医学部・4 年）

・思います。影響はありません。（獣医学
部・4 年）

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・高まったと思う。これからの将来には，

北里氏の分野に行かないと役に立たな
さそう。（獣医学部・1 年）

・全く高まらない。ただの愛校精神を植
え付けるプロパガンダに過ぎない。（獣
医学部・1 年）

【２年生】
・思わない。思わない。（獣医学部・2 年）
・北里大学の学生としての自覚は高まっ

たと思う。モノの見方が変わる。（獣医
学部・2 年）

【４年生】
・自覚は高まったと思う。仕事や人生へ

の影響は正直よく分からないが，北里
柴三郎について知る機会はあった方が
いい。（獣医学部・4 年）

・高まった。（獣医学部・4 年）
・あまり覚えていません・・・（獣医学部・

4 年）

【学年不明】
・ｂｆ（獣医学部・学年不明）

医学部
【１年生】
・北里大学について知れて良かったです。

（医学部・1 年）

【４年生】
・よく覚えていない（医学部・4 年）

海洋生命科学部
【１年生】
・自覚は高まったと思うが，仕事にはあ

まり影響しないと思う。（海洋生命科学
部・1 年）

・高まりはしなかった。（海洋生命科学部・
1 年）

・少しだけ。歴史や当時の時代背景が学
べたのは良かった。（海洋生命科学部・
1 年）

【２年生】
・履修によって自覚が高まったとは言え

ない。影響もさしてない（海洋生命科
学部・2 年）

・この学校の歴史を知ることができたの
がよかった（海洋生命科学部・2 年）

・初回の方は意識が高められたと思う。
後半は必要性を感じなかった。（海洋生
命科学部・2 年）

・少しだけ，実際に仕事を始めたときに
思い出せそう（海洋生命科学部・2 年）

・思わない（海洋生命科学部・2 年）
・少し高まった。（海洋生命科学部・2 年）

【３年生】
・自覚は高まったが将来に特に影響ない

ように思う（海洋生命科学部・3 年）
・こんな人の生き方もあるのかと思った。

（海洋生命科学部・3 年）
・北里大学生としてのほこりをもって社

会に進出できると思う（海洋生命科学
部・3 年）

・高まった　成功者の努力を知った（海
洋生命科学部・3 年）

・特に影響は無かったように感じる。（海
洋生命科学部・3 年）

・北里大学について理解することで自身
の大学の良さや誇りを持つことができ
る（海洋生命科学部・3 年）

・あまり高まりませんでした。歴史の話
は面白かったですが，医療の話は全く
刺激されませんでした。（海洋生命科学
部・3 年）

【４年生】
・あまり影響はない（海洋生命科学部・4

年）
・いいえ，あまり影響ないかと（海洋生

命科学部・4 年）
・学祖北里柴三郎先生は大変すばらしい

功績を残されたのだと理解できた。実
践することが始まりだとわかった。（海
洋生命科学部・4 年）

・特に影響はないと思う（海洋生命科学
部・4 年）

・あまり高まらなく，影響もなかった（海

獣医学部／医学部／海洋生命科学部
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洋生命科学部・4 年）
・自覚は高まったと思う。どんな逆境で

も乗り超える力にはなりうると思う。
（海洋生命科学部・4 年）

・ある程度高まった気もする。色々な人
の意見を聞くことにより，自分自身を
深めることができた気がする。（海洋生
命科学部・4 年）

・内容がとてもどうでも良い内容だと感
じました。単位取得が簡単だから取っ
ただけで，おもしろいとは思わなかっ
たです。（海洋生命科学部・4 年）

・大学の歴史やバックグラウンド，関わ
る偉人を知ることができ，他でも大学
のことを話すことができる。（海洋生命
科学部・4 年）

・北里大学の生徒としては自覚は生まれ
たが特に影響は無いと思いました。（海
洋生命科学部・4 年）

・意味無し（海洋生命科学部・4 年）
・どこの大学？と聞かれた時や，こんな人

がたてた大学だよねっ？って聞かれた時
に答えられる（海洋生命科学部・4 年）

・自覚は高まりました。自分が北里大学
の学生である（であった）という意識
を持つことができました。（海洋生命科
学部・4 年）

・白金の見学に行ったりして，北里研究
所のなりたちについて少し理解できた。
自分の学修や人生などに特に影響はな
いように思う。（海洋生命科学部・4 年）

・あまり感じなかった。（海洋生命科学部・
4 年）

・高まることはないです。（海洋生命科学
部・4 年）

看護学部
【１年生】
・自分の大学の学祖について知れるのは

良い。（看護学部・1 年）

【２年生】
・高まった。（看護学部・2 年）
・あまり思わなかった。（看護学部・2 年）
・高まったと思う。（看護学部・2 年）
・自覚は高まっていない。変わらない。（看

護学部・2 年）
・北里柴三郎先生の生き方や学ぶ姿勢を

学ぶことで，どのように物事を捉えれ
ばいいのか考える力が身に付いたよう
に感じました。（看護学部・2 年）

・歴史や北里柴三郎のことを知れて，自
覚が高まりました。（看護学部・2 年）

・北里柴三郎のことを知らず在学するよ
りは，学生としての自覚が高まったと
思います。影響はあまりないと思いま
す。（看護学部・2 年）

・医学の発展，これまでの先人の努力の
みならず，自分に対する勉学の意識が
高まった。（看護学部・2 年）

・思わない。特に影響もない。（看護学部・
2 年）

・高まった。（看護学部・2 年）

【３年生】
・あまり変化はなかったように思います。

破傷風のことなどを耳にした時に，柴
三郎先生に思いをはせることはあると
思います。（看護学部・3 年）

【４年生】
・あまり影響があったと感じていない。

（看護学部・4 年）
・北里大学ならではの関わりの深い偉人

や知識を学び，新たに広い知識にふれ
ることができた。（看護学部・4 年）

・高まったと思います。医学の歴史に対
する意識も高まったと思います。（看護
学部・4 年）

・北里についての歴史を学ぶことで，大学
に対する興味が湧き，自覚が高まったと
思う。北里の学生であるからこそ，もっ
としっかりしなければ，と考えることが
できるようになった。（看護学部・4 年）

・特に思わない。（看護学部・4 年）
・歴史など知らない部分を知ることがで

き，楽しい講義ではあったが，将来活
かすことができるかは良くわからな
かった。（看護学部・4 年）

・北里大学の学生としての自覚が高まり，
研究などにも力を入れたいと思った。
（看護学部・4 年）

理学部物理学科
【２年生】
・特に高まってはいない。（理学部・2 年）
・北里柴三郎先生はすごい！！終始一貫

みならうべき（理学部・2 年）
・ 2 年になり内容をほとんど覚えていな

い。（理学部・2 年）
・高くならなかった。（理学部・2 年）
・自覚が高まった。（理学部・2 年）
・北里の世界は宗教みたいでいやでした　

とくに影響はありません（理学部・2年）
・多少自覚した。多少の理不尽にはくじけ

ないようになったと思う（理学部・2年）

【３年生】
・自分の通う大学がどのような経緯でで

き，研究者としての生き方を学ぶこと
ができました。（理学部・3 年）

・大学の成り立ちについて学べたことは
あまり役に立つとは言い難いが，道徳
のように大切なことだと思った（理学

部・3 年）
・自覚はあまり高まったとは思えないが，

挑戦することが大切だということは学
べた。（理学部・3 年）

・自分の在学する大学の経歴を知ってお
くことは重要だと思う。（理学部・3 年）

・北里の学生として学校の成り立ちなど
は知っておくべきだとは思うし，講義
ではそれを学べた。（理学部・3 年）

・自分の大学のことを知っておくのは良
いことだと思う。（理学部・3 年）

・高まったとは思わない（理学部・3 年）
・よく分かりません（理学部・3 年）
・仕事や人生への影響はなさそう（理学

部・3 年）

【４年生】
・柴三郎先生のことの理解がより深まっ

たので，学校においても学生において
も良いことだと思う。（理学部・4 年）

・自覚は高まった。（理学部・4 年）
・医療系に興味を持てた。（理学部・4 年）
・高まりません。必要ありません。単位

取得が楽なため，他のたくさんの方が
履修しています。宗教的なことはやめ
ましょう。（理学部・4 年）

・特に影響しない（理学部・4 年）
・関心がほとんど持てなかった。（理学部・

4 年）
・この科目を履修したことで今まで知る

ことのなかった北里柴三郎の一面を知
ることが出来て北里大学に入学をした
んだという気持ちが強くなりました。
（理学部・4 年）

・北里大学の学生としての自覚は高まら
なかったです。（理学部・4 年）

・それなりに高まった。（理学部・4 年）
・ある程度大学に関して知ることはでき

た（理学部・4 年）
・特に影響はないと思う。意味を見出す

のが難しい（理学部・4 年）

理学部化学科
【２年生】
・北里大学の説明が他の人にしやすく

なった。（理学部・2 年）
・知らずに北里にいることはあまりよく

ないと思っていたのでよかった。（理学
部・2 年）

・あまり高まってはいない（理学部・2年）
・大学に関することを深く学べて，社会

でも生きるようなことが多く学べた　
北里大学を出たというほこりをもって
行動できると思う（理学部・2 年）

・北里大学生としての自覚や責任を学び
人間として正しい行動をとるように
なった（理学部・2 年）

海洋生命科学部／看護学部／理学部
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・北里先生についてよくわかった。（理学
部・2 年）

・柴三郎のやったことが知れてよかった。
（理学部・2 年）

・知識は深まったが，どう有効に活用す
るか分からない。（理学部・2 年）

・北里大学としての学生としては自覚が
高まったと思う。話の種になると思う。
（理学部・2 年）

・あまり影響はない（理学部・2 年）
・あまり思わない。（理学部・2 年）
・思わない（理学部・2 年）
・少し自覚できたように感じる。（理学部・

2 年）
・北里先生について少し学べた（理学部・

2 年）
・創立者のことを全く知らなかったため，

知ることで自覚は多少高まった。（理学
部・2 年）

・北里大学の始まりはすばらしいことだ
と思うが，今の自分の状況に影響はあ
たえていないと思う（理学部・2 年）

・大学の学祖についての知識が得られた
ことで，大学に対する見方が変わった。
（理学部・2 年）

・思う。（理学部・2 年）

【３年生】
・就職のときに，面接で聞かれても困ら

ないと思いました。（理学部・3 年）
・思わないし，あまり影響はない（理学

部・3 年）
・多少北里のことが理解できた（理学部・

3 年）
・北里柴三郎について学ぶことができた。

（理学部・3 年）
・北里柴三郎についてはしれたが，とくに

影響はないと考えます（理学部・3 年）

【４年生】
・はい（理学部・4 年）
・高まってない（理学部・4 年）
・影響はないと思う。（理学部・4 年）
・思わない。全くの無駄。理学部に一切

関係がないためただの睡眠時間にしか
ならない。（理学部・4 年）

・北里大学についてや，北里柴三郎先生
について学んだことで，北里大学の学
生であるという自覚は少しは高まった
かと思います。（理学部・4 年）

・北里柴三郎の生涯について考えて，自
分の物事に対する考え方に影響があっ
たとは思えなかった。（理学部・4 年）

・思わない。でも北里について知れるの
はよいと思う。（理学部・4 年）

・北里しばさぶろうの人生観から学んだ
ことを自分将来像に重ねて考えること

があった。（理学部・4 年）
・高まりました。（理学部・4 年）
・高まった（理学部・4 年）
・90 分間ねない努力をした。自覚が高まっ

たとは思わない。文章を書くトレーニ
ングにはなった（理学部・4 年）

・思いませんでした。（理学部・4 年）
・大学のバックグラウンドを学ぶことは

学習意欲の向上につながると思う（理
学部・4 年）

理学部生物科学科
【１年生】
・特に自覚をするほどの変化はない。（理

学部・1 年）
・高まる。歴史を知ることで，自分の学

びに対する責任感が持てる。今後の仕
事や人生において北里出身者として恥
じない行動をしようと思った。（理学部・
1 年）

【２年生】
・少し意識はできたが，影響は予測でき

ない（理学部・2 年）
・あまりないと思う（理学部・2 年）
・高まって北里先生の偉大さがわかった。

影響はまだ実感がわかないが，社会に
出てから影響が出る気がする（理学部・
2 年）

・高まった。科学の成り立ちを理解でき，
研究者になる上での心構えができた
（理学部・2 年）

・北里柴三郎や北里大学について知るこ
とができたので，良かったと思う。（理
学部・2 年）

・北里柴三郎先生の素晴らしさに気付か
された。リスペクトします。（理学部・
2 年）

・北里大学の歴史を知ったぐらいで大し
た影響はなかった。（理学部・2 年）

・高まったと思う。北里大学に入学した
意味を就職時に説明できるヒントに
なっている。（理学部・2 年）

・北里柴三郎の人生についての理解が深
まった。（理学部・2 年）

・思う。北里大学は，病理系の授業が多
いので将来にいかせるといいと思う。
（理学部・2 年）

【３年生】
・北里柴三郎について知らなかったこと

を，新しく知ることができたため北里大
学の学生としての自覚が高まった。こ
れからの人生でも自分の大学について
の基本的なことを知っている方が良い
と思うので良い影響につながると思っ
た（理学部・3 年）

・高まったと思うし，自分がどんな大学に
通っているのかが明確になる。就活で
も必要な考え方だと思う。企業研究と
同じような感覚でした。（理学部・3 年）

・自覚は高まってないが北里大学の歴史
について知ることができたのはよかっ
たです。（理学部・3 年）

【４年生】
・高まった（理学部・4 年）
・影響はない。（理学部・4 年）

医療衛生学部健康科学科
【４年生】
・高まったと思う。北里大学がどういう所

かを理解できた。（医療衛生学部・4 年）
・学んだ事を社会に出て生かしたいという

思いが高まった。（医療衛生学部・4 年）
・あまり高まらなかった。（医療衛生学部・

4 年）
・北里について少し知ることができた。

（医療衛生学部・4 年）
・終始一貫の精神を学べました。（医療衛

生学部・4 年）
・北里大学に対する理解は深まった。影

響があるとは思えなかった（医療衛生
学部・4 年）

【学年不明】
・北里の歴史がわかった。（医療衛生学部・

学年不明）

医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・高まったと思います。北里大学や北里

柴三郎についての知識が身につき，医
療への考え方がこれから変わっていく
と思います。（医療衛生学部・1 年）

・あまりない。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・北里生として知っておくべき歴史が学

べた。この歴史の重みを自覚して，卒
業生として引き締まる気持ちで仕事が
できると思う。（医療衛生学部・2 年）

・あまり影響があるとは思えない。北里
の歴史については理解を深められたが
この事が将来の役に立つことはないと
思う（医療衛生学部・2 年）

・必要ない（医療衛生学部・2 年）
・なんら影響しない。（医療衛生学部・2年）
・北里の歴史のがとても良く分かった。

（医療衛生学部・2 年）
・北里の学生としての自覚が高まったと

思う。学問に対する姿勢，社会に貢献
できる医療のあり方などを学ぶことが
できた。また北里大学の歴史を知るこ

理学部／医療衛生学部
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とができた。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・創設者のことが知れてよかった。（医療

衛生学部・3 年）
・チーム医療の重要さを学んだ。（医療衛

生学部・3 年）

【４年生】
・思わない　北里生として頑張ることが

できる（医療衛生学部・4 年）
・少し高まった気がする。（医療衛生学部・

4 年）
・思わない（医療衛生学部・4 年）
・見方が変わりました。（医療衛生学部・

4 年）
・学校の成りたちや学祖について理解でき

たのはよかった。（医療衛生学部・4 年）
・あまり高まってない　今後にも影響し

ない（医療衛生学部・4 年）
・自覚はやや高まったと思う。北里柴三

郎博士は非常に努力して物事を達成し
ているので，その姿勢を自分も貫きた
いと思えた。（医療衛生学部・4 年）

・北里大学の一員であるという意識は高
まりました。物事の見方が広がったと
思います。（医療衛生学部・4 年）

・高まったと思います。北里柴三郎先生の
偉業を学ぶことで北里卒としての誇り
が生まれました。（医療衛生学部・4 年）

・北里大学についてより多くを知ること
ができた（医療衛生学部・4 年）

・少し高まったと思うが，これから役に
立つ授業ではなかった。（医療衛生学部・
4 年）

・自分の大学の歴史について学ぶ数少ない
機会だったと思う（医療衛生学部・4年）

・高まったと思う（医療衛生学部・4 年）
・研究に興味がもてるようになった。（医

療衛生学部・4 年）
・自覚は高まったと思うがこれからの仕

事や人生に影響があるとは思えない。
（医療衛生学部・4 年）

・自分の通っている学校の学祖や成り立
ちについて知れたことは，北里生とし
ての誇りを持つのに不可欠だと思う
（医療衛生学部・4 年）

・北里大学，学祖について深く知ること
ができた（医療衛生学部・4 年）

・北里大学の学生として自覚が高まった
と思う（医療衛生学部・4 年）

・あまり高まらなかった（医療衛生学部・
4 年）

・あまり自覚が高まったとはいえないし，
今後にも影響はないと思います。（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】
・高まった（医療衛生学部・3 年）
・高まった。（医療衛生学部・3 年）
・高まったと思います（医療衛生学部・3

年）
・思わない（医療衛生学部・3 年）
・自覚が高まったと思います。将来，北

里がどんな大学であったかきかれても
はっきりと答えることができます（医
療衛生学部・3 年）

・北里柴三郎の精神は忘れずに生きたい
と思う（医療衛生学部・3 年）

・柴三郎さんは偉大な人だということは
理解した（医療衛生学部・3 年）

・あまり今後に残るものがないように思
える（医療衛生学部・3 年）

・多分高まったと思う　けど，それより
も先にCEである自覚の方が高い（医療
衛生学部・3 年）

・高まった　北里柴三郎最高（医療衛生
学部・3 年）

・北里について学べたとは思うが，現在
の学修やこれからの仕事や人生に影響
があるとは思えない。（医療衛生学部・
3 年）

・思わない　北里柴三郎のすごさがわ
かった（医療衛生学部・3 年）

・白金キャンパスの見学など役に立った。
（医療衛生学部・3 年）

・北里だからというネームバリューを意
識してしまう可能性がある　だからな
んなの？という気持ちで現場では責任
感を持って働けるか危ういと思う（医
療衛生学部・3 年）

・覚えてない（医療衛生学部・3 年）
・北里柴三郎の過去を知ることができ，

学生としての自覚を持てた。（医療衛生
学部・3 年）

・北里先生の歴史が学べ，仕事なども，
応用が出来ると思う。（医療衛生学部・
3 年）

・高まらない　宗教のようだった（医療
衛生学部・3 年）

【４年生】
・自分の大学を知ることで，自分の大学

に誇りがもてるようになった。（医療衛
生学部・4 年）

・北里柴三郎や感染症の歴史を学ぶ事で
医療に対する興味がでてくると思う。
（医療衛生学部・4 年）

・自覚は高まったとは思う。これから先，
北里大学出身であることを誇れると思
う。（医療衛生学部・4 年）

・北里大学の学生であることに誇りを持

つことができた。卒業してからもそれ
を大事にできると思う。（医療衛生学部・
4 年）

・はい（医療衛生学部・4 年）
・少し高まったと思う。仕事についてど

んな大学を出たかを聞かれたら答えら
れる。（医療衛生学部・4 年）

・北里大学の学生として，意識できるよう
になったと思う。（医療衛生学部・4 年）

・特に高まってない（医療衛生学部・4年）
・高まった（医療衛生学部・4 年）
・自覚は高まったと思う。北里大学がど

のようにして作られたかが理解できた
ので。（医療衛生学部・4 年）

・自覚が高まった。（医療衛生学部・4 年）
・自覚というよりリスペクト（医療衛生

学部・4 年）
・北里柴三郎先生の業績を知り，北里生

としての自覚をもつようになった。「ど
んな学校に通っているの？」と聞かれ
たときに具体的に話せるようになった。
社会に貢献する気持ちが高まった。（医
療衛生学部・4 年）

・北里大学に入学して学ぶ意義を先祖の
方々の考えや北里大学が創設されるま
での経緯を知ることで得ることができ
たと思う。（→自覚が高まったと思う）
（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
【４年生】
・特に影響はないと思う。（医療衛生学部・

4 年）
・北里先生がすごい人だと思った。ほこ

りに思う。（医療衛生学部・4 年）
・北里先生の功績は理解できたが，北里

生としての自覚や人生への影響にはつ
ながらない。（医療衛生学部・4 年）

・就職活動で役立ったが，それ以外では
あまり効果はなさそうに感じる（医療
衛生学部・4 年）

・1 年の時は影響があったが 4 年となっ
た今ではその影響が表われているのか
よく分からないと思う。（医療衛生学部・
4 年）

・北里大学の名に恥じないような行い勉学
をしようと思った（医療衛生学部・4年）

・北里大学に入学できたことに誇りをも
てました。（医療衛生学部・4 年）

・北里生として最低限の知識が身につい
たと思います（医療衛生学部・4 年）

・自覚が高まったとは思わない（医療衛
生学部・4 年）

・毎回，同じような内容だと思ったため，
自覚が高まったとは思えない。（医療衛
生学部・4 年）

医療衛生学部
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・特に高まったと思わない（医療衛生学
部・4 年）

・ない（医療衛生学部・4 年）
・母校を思う（医療衛生学部・4 年）
・高まった　自分を変えてくれる（医療

衛生学部・4 年）
・高まったと思います（医療衛生学部・4

年）
・あまり思わない（医療衛生学部・4 年）
・思わない。特にないと思う。（医療衛生

学部・4 年）
・多少は高まったし，歴史を知れた（医

療衛生学部・4 年）
・思わない（医療衛生学部・4 年）
・単位のために出席していました。意義

はあまりないと思います（医療衛生学
部・4 年）

・思う。北里柴三郎の業績の偉大さを改
めて知り，自分自身を見つめ直し，学
業に励むきっかけとなった。（医療衛生
学部・4 年）

・自覚が高まったと思う。病院就職にお
いて自信をもって仕事ができる。（医療
衛生学部・4 年）

・北里柴三郎先生について知ることがで
きた。（医療衛生学部・4 年）

・北里の歴史などが学べて楽しかった
（医療衛生学部・4 年）

・北里の歴史がわかった（医療衛生学部・
4 年）

・思いません（医療衛生学部・4 年）
・全く意味を感じない。（医療衛生学部・

4 年）
・歴史自体は学べた。ただほとんど同じ

ような内容に感じた。（医療衛生学部・
4 年）

・高まったかはわかりませんが医療に対
する向き合い方は変わった（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
理学療法学専攻
【１年生】
・ない（医療衛生学部・1 年）
・特に影響はないと思う。（医療衛生学部・

1 年）

【２年生】
・自覚が高まった。（医療衛生学部・2 年）
・北里についてよく知れた。影響に関して

は考えられない。（医療衛生学部・2 年）
・高まらない。そもそもうるさい。聞こ

えない。（医療衛生学部・2 年）
・北里柴三郎の研究に対する姿勢を学べ

て良かったです（医療衛生学部・2 年）
・あまり意味がないと思った（医療衛生

学部・2 年）

【３年生】
・あまり覚えていない。とくに影響はな

かった。（医療衛生学部・3 年）
・全く授業内容を覚えていない。（医療衛

生学部・3 年）

【４年生】
・北里大学の運営する病院の魅力が分

かった（医療衛生学部・4 年）
・北里大学の学生としての自覚が高まり，

学修や仕事の励みになった。（医療衛生
学部・4 年）

・北里生としての自覚は高まったが，こ
れがどのような影響があるかは分かり
ません（医療衛生学部・4 年）

・思わない（医療衛生学部・4 年）
・自覚が高まったと思わない。（医療衛生

学部・4 年）
・自覚が高まったとは思わない（医療衛

生学部・4 年）
・医療に貢献していきたいです。（医療衛

生学部・4 年）
・自覚が高まりました。（医療衛生学部・

4 年）
・北里柴三郎のように自ら探求心をもって

多くのことを学んでいきたいと思えるよ
うになりました。（医療衛生学部・4 年）

・特にこの科目を履修しても考えは変わ
りませんでした。（医療衛生学部・4 年）

・あまり変化はなかった。（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
作業療法学専攻
【３年生】
・歴史のある北里大学の一員としての行

動をとる（医療衛生学部・3 年）
・学生としての自覚は高まったように感

じます（医療衛生学部・3 年）
・あまり感じていない（医療衛生学部・3

年）
・母校となる大学について知ることができ

よかったと思う。（医療衛生学部・3 年）
・あまり影響はなかった。（医療衛生学部・

3 年）
・学ぶ必要性があまり分からないまま終

わってしまった。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・いいえ（医療衛生学部・4 年）
・高まった（医療衛生学部・4 年）
・あまり思わない。特に人生に影響してい

るとも思わない。（医療衛生学部・4 年）
・高まったかは不明だが，自分の大学に

ついて詳しく知ることができた（医療
衛生学部・4 年）

・あまり変わらなかったと思います。（医

療衛生学部・4 年）
・北里柴三郎さんの生き方に感銘を受け

て，自分自身も物事に熱心になろうと
思った（医療衛生学部・4 年）

・歴史を知ることで愛校心がめばえた
（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
言語聴覚療法学専攻
【２年生】
・自覚は高まったと思う。今はそれほど

影響はないが，将来，北里の卒業生と
して働くうえで知っておいた方が良い
と思う（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・あまり役立ちませんでした。なんだか

宗教のようでこわかったです。影響は
ないです。（医療衛生学部・3 年）

・自覚は高まったと思う。北里柴三郎に
ついて高校の時に少し学んだくらいで
あまり知らなかったので知れて良かっ
た。（医療衛生学部・3 年）

・北里について聞かれた時，自信を持っ
て多くの魅力を伝える事が出来る（医
療衛生学部・3 年）

・柴三郎の知識が深まった（医療衛生学
部・3 年）

【４年生】
・自覚が高まり，北里の名に恥じないよう

に働いていきたい（医療衛生学部・4年）
・北里の学生としての自覚は高まりまし

たが，これからの仕事や人生に影響は及
ぼさないと思う（医療衛生学部・4 年）

・高まったと思います。（医療衛生学部・
4 年）

・思います（医療衛生学部・4 年）
・自覚は高まった。学祖の北里先生もさ

まざまな苦労を乗り越えていらっしゃ
るので，私も今後辛いことがあっても
かんたんにあきらめないで行動しよう
と考えるようになりました。（医療衛生
学部・4 年）

・北里柴三郎先生だけに関してあそこま
で教えていただける機会は，この大学
にいないとあり得なかったと思ったの
で北里大学に来たのだなという思いが
強まりました。（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
【３年生】
・自覚は高まったと思う。北里大学につ

いて聞かれたときに答えられる。（医療
衛生学部・3 年）

医療衛生学部
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【４年生】
・自分も彼らを見習い，ねばり強く物事

に取り組みたいと感じた。（医療衛生学
部・4 年）

・北里の歴史を学ぶことは大切　北里の
学生として（医療衛生学部・4 年）

・医療者としての心がまえが学べた（医
療衛生学部・4 年）

・自分の大学について学ぶことは大切だ
と思う。（医療衛生学部・4 年）

・自覚は高まったが，人生にはあまり影響
がないと感じた（医療衛生学部・4 年）

・自覚は高まった。自身をもって北里大
学出身といえる（医療衛生学部・4 年）

・少し高まった。北里について聞かれた
時に答えられることが少し増えたと思
う。（医療衛生学部・4 年）

・影響はない（医療衛生学部・4 年）
・そうは思いません（医療衛生学部・4年）

学部不明
【１年生】
・必修の必要性なし（学部不明・1 年）

【２年生】
・大学に入ってまでやる科目でないと

思った。（学部不明・2 年）
・他の授業で北里柴三郎の話は何回も聞く

ので必要ないと思う。（学部不明・2 年）

【３年生】
・北里大学の特徴や歴史について知るい

い機会になったが，15 回分は必要ない
と思う。専門科目を学ぶ上での心構え
や意識を学ぶ点では役に立ったと思う。
（学部不明・3 年）

【４年生】
・はい（学部不明・4 年）

学部・学年不明
・北里柴三郎について聞かれてもある程

度答えられる。（学部不明・学年不明）
・自覚は高まらなかったが，北里大生には

なれた気がする。（学部不明・学年不明）
・ＢＦ（学部不明・学年不明）
・思わなかった。（学部不明・学年不明）
・北里大学を建設した理由と柴三郎の成

してきた事について学べるから（学部
不明・学年不明）

・不要（学部不明・学年不明）
・特に影響は無い（学部不明・学年不明）
・思う。（学部不明・学年不明）
・北里大学の学生としての自覚は高まっ

た。人生に影響などはなかった。（ない。）
（学部不明・学年不明）

・北里の特色について知れました。（学部

不明・学年不明）
・レポートの点の付け方に不満がある。

影響は全くない。なにが良くて悪いレ
ポートなのかはっきりしない。（学部不
明・学年不明）

・大学のりふじんさ　なんで僕が再履修
なんですか？（学部不明・学年不明）

・北里大学生として誇りを持てる。（学部
不明・学年不明）

・あまり高まらなかった（学部不明・学
年不明）

・私は受かって選んだ学校がたまたまこ
こなだけであってそれほど北里先生を
あがめている訳ではないが正直すごい
なーくらいにしか思いませんでした。
影響は皆無です。（学部不明・学年不明）

・あまりない（学部不明・学年不明）
・思いません　ない。必要もない（学部

不明・学年不明）
・歴史が分かった。（学部不明・学年不明）
・特に自覚は高まらなかった。（学部不明・

学年不明）
・北里先生の偉業は知ることができた。

ただし，講義内容が重複しているとき
が多々あったので講義日数を減らして
ほしかった。（学部不明・学年不明）

・ないと思う（学部不明・学年不明）
・必要ない科目だと思う（学部不明・学

年不明）
・特に高まったとは思わない。（学部不明・

学年不明）
・自覚は高まったと思う（学部不明・学

年不明）
・学祖である北里柴三郎の研究について

詳しく知ることができ，研究者として
どうあるべきか考えさせられた（学部
不明・学年不明）

・北里の世界でやらなくても知っているこ
とばかりでした。（学部不明・学年不明）

・自覚も影響もない。（学部不明・学年不明）
・偉人の人生をなぞらえる事で人として

やるべき事は何かを考えるきっかけの 1
つになると思う。（学部不明・学年不明）

・思いませぬ（学部不明・学年不明）
・いいえ（学部不明・学年不明）
・思いません。（学部不明・学年不明）
・自覚はそこまで高まらない。むしろ出

席だけして話を聞いてない人が多かっ
た。（学部不明・学年不明）

・すばらしい内容だが，同じことを何度
もくりかえしていた点はどうかと思う。
（学部不明・学年不明）

・必要性をあまり感じませんでした。（学
部不明・学年不明）

・自覚には別に関係がなかった。研究者
の先ぱいとしての北里柴三郎の話がき
けたのは少しはおもしろかった。（学部

不明・学年不明）
・北里柴三郎先生の話を聞いたりすると，

外でも少し反応するようになった。おそ
らく，今まであまり興味を持たなかった
ことでも気にかけるようになったかもし
れないと思う。（学部不明・学年不明）

・思う。将来，北里について聞かれたと
きに答えられる。（学部不明・学年不明）

・北里大学に入ったにもかかわらず，こ
の授業が始まる前までは，全く知らな
かったが，多少知ることができた。た
だ自覚が高まったとは・・・。音の研究
で北里柴三郎先生に師事していた人の
名前をみたら思い浮かぶかもしれない
（学部不明・学年不明）

・自分の大学の創立者である北里柴三郎
先生のことを知ることができ，誇りは
もっているが，自覚が高まったかと言
われるとあまり高まったとは思わない。
（学部不明・学年不明）

・必要ない（学部不明・学年不明）
・北里先生の意思を継いで，最後まであ

きらめない心構えをもった。（学部不明・
学年不明）

・あまり影響がない。意味を感じなかっ
た。（学部不明・学年不明）

・自覚は高まった　微生物関連の研究者
に詳しくなった（学部不明・学年不明）

・北里先生をはじめ，様々な先生方によっ
て研究されてきたあらすじを知ること
が出来，私達も北里生として勉学に励
み，目標に向かって努力したいと思っ
た。（学部不明・学年不明）

・あまり思わない。北里柴三郎先生につ
いて，深い話が多くてついていけなかっ
た。（学部不明・学年不明）

・履修したが，価値を見出せなかった。（学
部不明・学年不明）

・講義を通して一つの強い信念を持った
生き方を知り，刺激を受けた。（学部不
明・学年不明）

医療衛生学部／学部不明／学部・学年不明
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薬学部薬学科
【１年生】
・役立ちました。どのようにレポートを

かいたらよいか，また，現在の自分の
学習の仕方が合っているのか不安だっ
たので，その不安を解消したという点
でも，役り立ちました。（薬学部・1 年）

・発言する能力が高まったと思います
（薬学部・1 年）

・ノート，勉強のやり方（薬学部・1 年）
・とってない。（薬学部・1 年）
・レポート作成において，構成など考え

るときに役に立った。（薬学部・1 年）
・レポートの書き方や授業の聞き方，考

え方に大きな影響があった。特にレポー
トは添削してくれたので，不足のとこ
ろを知ることができた。（薬学部・1 年）

・あまり変わらなかった（薬学部・1 年）
・ノートの取り方などが今までとは大分

違うので，助かった。（薬学部・1 年）
・ディスカッションが多かったので良

かった。受動的になりがちだから。（薬
学部・1 年）

・役立っていない。（薬学部・1 年）
・少し役立ったと思います。レポートの

書き方など。（薬学部・1 年）
・基本的な知識ばかりであまり役立った

とはいえない。（薬学部・1 年）
・レポートの書き方，発言力（薬学部・1年）
・役立っていない。（今のところ）（薬学

部・1 年）
・役立った。ノートの取り方に変化がで

た（薬学部・1 年）
・レポートの取り方，人に伝える力にお

いて，多く得るものがありました。（薬
学部・1 年）

【２年生】
・レポートの書き方やプレゼンのしかた，

パワーポイントの上手な使い方などを
学んだ。役に立っていると思う。（薬学
部・2 年）

・レポートの書き方に役だった。（薬学部・
2 年）

・大学の学習が高校までとどう違うのか，
どういった力が社会に出ていくために
必要なのかを学ぶことができ，大変役
立った。（薬学部・2 年）

・レポート作成の方法について教えてく
れたのが役立った。（薬学部・2 年）

・レポートの書き方など，役に立つこと

もあった。（薬学部・2 年）
・役立っていない（薬学部・2 年）
・役の立ったかはわかりませんが，モチ

ベーションを高く持って受けつづけら
れた科目です。（薬学部・2 年）

・レポートの書き方などとても良く役
立った。（薬学部・2 年）

・レポートの書き方などは少し役立って
いる。（薬学部・2 年）

・レポートの書き方。（薬学部・2 年）

【３年生】
・役に立った。（レポートなど）（薬学部・

3 年）
・外国語に興味がわいた。（薬学部・3 年）
・論文や意見の伝え方が学べた。（薬学部・

3 年）
・レポートの書き方など，大学生ならで

はの基礎を教われてよかった。（薬学部・
3 年）

・役立ったかわからない。（薬学部・3 年）
・（物理）本授業でも取り扱ったこともあっ

たので，補習のような感じだった。（薬
学部・3 年）

・覚えていません（薬学部・3 年）
・いいえ。かんたんすぎて無意味でした。

想像以上にレベルの低いことしかしな
くて高校よりもかんたんでびっくりし
ました。（薬学部・3 年）

・つまらなかった（薬学部・3 年）
・レポートの書き方とかが分かってよ

かった。（薬学部・3 年）
・レポートの書き方（薬学部・3 年）
・レポートの書き方や大学の授業の受け

方などが役に立った。（薬学部・3 年）
・高校と大学の違った授業の受け方が身

についた。（薬学部・3 年）
・レポートの書き方などが役に立った。

（薬学部・3 年）
・高校までで知っておきたかったが学ぶ

機会のなかった内容について知れたの
で役立った。（薬学部・3 年）

・メールなどの作法などこれからの実生
活に役立ちそうな内容が役に立った。
教授にアポを取る際にメールを送る時
に役立った。（薬学部・3 年）

・レポートの書き方とか。（薬学部・3 年）
・役立った。ノートの取り方がわかった。

レポートかき方なども。（薬学部・3 年）
・パワーポイントやワード．エクセル等

は今後大きく必要になってくるだろう

　その際この授業で得た知識はとても
有用だと思う（薬学部・3 年）

・レポートの書き方など（薬学部・3 年）
・あまり役立たなかったと思う。（薬学部・

3 年）
・役に立った　友達ができた（薬学部・3

年）
・レポートの書き方など（薬学部・3 年）
・レポートの書き方など実際に生かせる

ことが多かった。（薬学部・3 年）
・未履修（薬学部・3 年）

【４年生】
・レポートの書き方が分かった（薬学部・

4 年）
・参考文献の選び方，書き方が役立った

（薬学部・4 年）
・とても役立った（薬学部・4 年）
・視野が広がったと思いますが具体的に

役立ったことは無いと思います。（薬学
部・4 年）

・プレゼン（薬学部・4 年）
・エクセルが使えるようになった（薬学

部・4 年）
・大学でレポートを書く際にどのように

書けば良いかの参考になりました。（薬
学部・4 年）

・パソコンの使い方などを学ぶ上で役
立った（薬学部・4 年）

・コミュニケーションとかを少し学べた
とおもう。（薬学部・4 年）

・他学部の人と仲良くなった。（薬学部・
4 年）

・レポートの書き方が役立った。（薬学部・
4 年）

【５年生】
・レポートの書き方については勉強に

なった。（薬学部・5 年）
・役立った。高校の復習をしたうえで次

の発展が入るから。（薬学部・5 年）
・レポートの書き方はとても役立ちまし

た。（薬学部・5 年）
・レポートを書く基礎を学ぶことができ

たので，レポート作成に自信がつきま
した。（薬学部・5 年）

・役立った。文章を読む力やプレゼンの基
礎が身についたと思う。（薬学部・5 年）

・他学部の方とディスカッションをでき，
様々な人の意見を知る，理解するきっ
かけとなりました。（薬学部・5 年）

問10　�「大学基礎演習A/B」を履修した方のみお答えください。この科目の履修はその後の学修に役立ち
ましたか。役立った場合はどのような点が役立ったか，具体的に書いてください。」　回答結果

薬学部
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・レポートの作成時に，組立てや引用な
どの仕方を知るのに役立った。（薬学部・
5 年）

・レポートの書き方。（薬学部・5 年）
・いいえ。知っていることが多かったの

で。（薬学部・5 年）
・何をやったか覚えていない（薬学部・5

年）
・あまり覚えていない（薬学部・5 年）
・役立った（薬学部・5 年）
・覚えていない（薬学部・5 年）
・学びの方法を習得できた。（薬学部・5年）
・レポートの書き方の演習をとったが，

役に立ったと思う。（薬学部・5 年）
・特に役立っていない（ノートとらない，

レポートも実験のみのため）（薬学部・5
年）

・基礎を学ぶ上では，良かった。（薬学部・
5 年）

・レポートの書き方など役に立った。（薬
学部・5 年）

・友人ができた（薬学部・5 年）
・正直役立っていない。（薬学部・5 年）
・おもしろかった（薬学部・5 年）
・あまり役立たなかった。分かりにくい

（薬学部・5 年）
・役に立った。（薬学部・5 年）
・レポート等きそ的なことを学べる唯一

の機会だと思います。（薬学部・5 年）
・何かを忘れてしまいました。すみませ

ん。（薬学部・5 年）
・あまり影響はない（薬学部・5 年）

【６年生】
・覚えていません。（薬学部・6 年）
・体育で他学部の友人ができた（薬学部・

6 年）
・全然（薬学部・6 年）
・うけていない（薬学部・6 年）
・役立ったかわからない。（薬学部・6 年）
・覚えてません（薬学部・6 年）
・覚えていない（薬学部・6 年）
・役立った。1 年はひまなのでいいと思う

（薬学部・6 年）
・薬学系のレポートとは勝手がちがうので

あまり役に立たなった。（薬学部・6 年）
・どの演習のことを言っているのか分か

りません（薬学部・6 年）
・どの演習かわからない。（薬学部・6 年）
・物化生系は非常に重要だった。（薬学部・

6 年）
・はい。パソコン系に強くなりました。（薬

学部・6 年）
・物理，生物など，高校時代に不十分だっ

たことを再確認できた。（薬学部・6 年）
・特別役に立ったと思ったことはなし。

（薬学部・6 年）

・はい（薬学部・6 年）

【学年不明】
・役立った　考察をかくさいや提出物が

あるときに（薬学部・学年不明）

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・役に立たないとまではいわないが，実

際にレポートを書く練習やそのような
本をよんだ方が効率はよかったなと
思った。（薬学部・1 年）

【２年生】
・レポートや意見の出し方，まとめ方，

何事にも積極性（薬学部・2 年）
・役に立ちませんでした。（薬学部・2 年）
・レポートの書き方がなんとなく分かっ

た。（薬学部・2 年）

【３年生】
・授業で自分の意見を言うのはこの授業

のみだったので，良い経験だった。また，
他学部の学生の意見がきけた。（薬学部・
3 年）

・ＰＣの取り扱いがわかった。（薬学部・
3 年）

・役立った。偏った知識のみでなく，広
く扱った点が良かった。（薬学部・3 年）

獣医学部獣医学科
【１年生】
・あまり役立ってない。真面目に授業受

けていれば得られる知識だった。（獣医
学部・1 年）

・役に立たない（獣医学部・1 年）
・レポートの書き方があまり悩まずに書

ける。（獣医学部・1 年）
・レポートの書き方を学んだ。（獣医学部・

1 年）
・レポートの書き方，目上の人へのこと

ば遣い（獣医学部・1 年）
・レポートの書き方が分かって，有用で

あったと思う。（獣医学部・1 年）
・レポートやレジュメの正しい書き方。

（獣医学部・1 年）
・レポートの書き方が参考になった。（獣

医学部・1 年）
・レポートの書き方をならって，すごく

役立ったため。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・あまり役立っていない。（獣医学部・2年）
・レポートの書き方や，ノートのとり方

など。（獣医学部・2 年）
・レポートの書き方が役に立った。（獣医

学部・2 年）

・レポートの書き方が分かった。役に立っ
たと思う。（獣医学部・2 年）

・役に立たなかった。（獣医学部・2 年）
・レポートの構成をすぐに考えられるよ

うになった。（獣医学部・2 年）
・役立ちました。人に短時間で要点を印

象的に伝える方向やノートの取り方な
ど，他の人の方法も見ることができて
よかった。（獣医学部・2 年）

・役には立っていない。（獣医学部・2 年）
・自分が知っていたことだったので，役

立つというよりかは，「再確認できた」
というかんじでした。（獣医学部・2 年）

・レポートの書き方についてスタンダー
ドなやり方を学べたのはとても良かっ
た（獣医学部・2 年）

・レポートの書式についてある程書き方
がまとまった（獣医学部・2 年）

・レポートの書き方（獣医学部・2 年）
・レポートの書き方（獣医学部・2 年）
・レポートの書き方，授業ノートのとり

方。（獣医学部・2 年）
・文章の書き方，レポートの構成法を学ぶ

ことができ，役に立った。（獣医学部・2年）
・エクセルの使い方を学習したおかげで，

レポートでの表整理がとまどうことな
くできた。データ処理に役立っている。
（獣医学部・2 年）

・プレゼンテーションやレポートの書き
方が役立った（獣医学部・2 年）

・レポートの書き方の基礎が学べて良
かった。（獣医学部・2 年）

・あまり役立ったとは思わない。（獣医学
部・2 年）

・スケジュールの立て方と実行性の向上
（獣医学部・2 年）

・レポートの書き方を 1 年の間に学べた
のはよかった。（獣医学部・2 年）

【３年生】
・レポートの書き方や図書館の使い方を

教わった。それがとても役に立った。（獣
医学部・3 年）

・役立っていません。高校の頃にしっか
り教えてもらったことや学んだことを
越えられるものではありませんでした。
（獣医学部・3 年）

・役立った。レポートやノートの書き方
を学べた。（獣医学部・3 年）

・レポートのかきかた（獣医学部・3 年）

【４年生】
・コミュニケーション（獣医学部・4 年）
・今までに触れたことのない文化に触れ

ることができて教養が広がった。（獣医
学部・4 年）

薬学部／獣医学部
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【５年生】
・レポートの書き方がわかった。（獣医学

部・5 年）
・琉理等は人や動物の命に対する考え方

を変えてくれた。また，農医連携の授
業はその後の授業でも近い内容をやり，
その時の理解のしやすさの助けになっ
た。（獣医学部・5 年）

・以前から興味のあった中国語を学ぶこ
とができた。（獣医学部・5 年）

・レポートの書き方（獣医学部・5 年）
・レポートの書き方。（獣医学部・5 年）
・レポートの書き方が役に立った。（獣医

学部・5 年）
・レポートの書き方やプレゼンテーショ

ンの仕方のレクチャー（獣医学部・5 年）
・役に立ってない（獣医学部・5 年）
・役立った。特にレポートを書く際に，

どのように結論，考察に結びつければ
良いのかが学べた。（獣医学部・5 年）

・レポートの書き方を学んだことは大き
い（獣医学部・5 年）

・レポートのかき方（獣医学部・5 年）
・役立った。しかし，具体的な例は思い

浮ばない。（獣医学部・5 年）
・役立った。レポートの書き方を教われ

た。他学科の知り合いができた。（獣医
学部・5 年）

・レポートの書き方（獣医学部・5 年）
・ほとんど役に立っていない。覚えてい

ない。（獣医学部・5 年）
・ 2 年以降のレポートの書き方や，発表の

仕方などで役に立った。（獣医学部・5年）
・レポートの書き方は役立ちました。（獣

医学部・5 年）

【６年生】
・役立った。（獣医学部・6 年）
・良い思い出になっている。（獣医学部・

6 年）

【学年不明】
・人生観（獣医学部・学年不明）

獣医学部動物資源科学科
【１年生】
・役立った。レポートを書くときに，大

学基礎演習を履修していたことで，ど
のような手順でレポート作成をすれば
よいかが分かったので，比較的スムー
ズに書けた。履修していなかったらつ
まずいていたと思う。（獣医学部・1 年）

・レポートの書き方は勉強になりました。
（獣医学部・1 年）

・とくに役立たなかった（獣医学部・1年）
・実験レポートやその他のレポート課題

が出されたときに，大学基礎演習で学

んだことが活かせたので役立ちました。
（獣医学部・1 年）

・レポートの書き方を学んだ（獣医学部・
1 年）

・役立った。レポートを書く時に役立っ
た。（獣医学部・1 年）

・大学に入って全く分からなかったレポー
トのかき方が学べた。（獣医学部・1 年）

・レポートを書くときの参考になった
（獣医学部・1 年）

・レポートの書き方が1年生でわからなかっ
たので学べてよかった。（獣医学部・1 年）

・レポート作成の方法など入学時に不安
に思っていたことを解消するという点
では役立ったと思う。（獣医学部・1 年）

・倫論的な考えを良く学べた。（獣医学部・
1 年）

・レポートを書く上で形式や書き方に困
ることはなかった。（獣医学部・1 年）

・レポートの書き方が役に立った。（獣医
学部・1 年）

【２年生】
・グループワークの仕方が学べた（獣医

学部・2 年）
・役に立った。大学に入ったばかりでレ

ポートの書き方がわからなかったから。
（獣医学部・2 年）

・レポートの書き方などについて役立っ
た。今かなり役立っている。（獣医学部・
2 年）

・レポートの書き方（獣医学部・2 年）
・レポートの書き方を学べた。（獣医学部・

2 年）
・発表を行うとき，内容を準備して話す，

また分かりやすく伝えるという点が特
に役に立った。（獣医学部・2 年）

・レポートの書き方がわかった。（獣医学
部・2 年）

・レポートの書き方，ノート，メモの取
り方を教わり，今も利用している。（獣
医学部・2 年）

・レポートの書き方は学ぶことができた
が，内容的には高校でもやったようなこ
とが多くて履修しなくてもよかったの
ではないかと思った。（獣医学部・2 年）

・レポート作成の基礎（獣医学部・2 年）
・あまり役に立たなかった。（獣医学部・

2 年）
・レポートの書き方や図書館の利用方法

がよくわかった。（獣医学部・2 年）
・レポートの書き方を学び，2 年からのレ

ポートを書く時に大いに役立った。（獣
医学部・2 年）

・レポートの書き方などを添削してもら
い，初めてレポートを書くときはとて
も役立った。（獣医学部・2 年）

・レポートの書き方を教えてもらえたこ
と，他の学部の人とコミュニケーショ
ンがとれたこと（獣医学部・2 年）

・レポートをどのように考えて，書いて
いけばよいかが分かったので，役立っ
ている。（獣医学部・2 年）

・役立った。レポートの参考文献の書き
方など。（獣医学部・2 年）

・ある程度役に立った。グループディス
カッションする力が身に付いた（獣医
学部・2 年）

・レポートを大学に入るまで書いたこと
がなかったので，この科目で教えてい
ただけて，とても助かりました。（獣医
学部・2 年）

・レポートの書き方が役立った。（獣医学
部・2 年）

・大学のレポートの書き方をわかりやす
く教えてもらえたため，レポートが書
きやすくなった。（獣医学部・2 年）

・レポートを書く際の考え方や構成の仕
方，参考文献の探し方などに役立った。
（獣医学部・2 年）

【３年生】
・レポートの書き方が役立った（獣医学

部・3 年）
・レポートの書き方など専門分野を勉強

する上で必要なことを教わった。（獣医
学部・3 年）

・立たなかった。（獣医学部・3 年）
・論文の構成理解（獣医学部・3 年）
・パワポの作り方とかやく立った。（獣医

学部・3 年）
・倫理学たのしかったです。（獣医学部・

3 年）
・レポートの書き方の授業は役に立った。

（獣医学部・3 年）
・主に，レポートの書き方の基礎的なと

ころを学べたことが役立っている。（獣
医学部・3 年）

・役に立った。大学に入り，初めてレポー
トを書くにあたって，引用の仕方を知
ることができた。（獣医学部・3 年）

・レポートの書き方など大学で効率良く
過ごす方法　 ・短い時間で人（先生か
生徒大勢）に話すコツ，テクニック。（獣
医学部・3 年）

・役立ちました。レポートの書き方では，
特に 2 〜 3 年次多くの科目のレポート
作成の際の基盤となり，とても良かっ
たです。（獣医学部・3 年）

・あまり役立たなかった（獣医学部・3年）
・レポートやパワーポイントによる発表

の仕方を学べたことが役立った。（獣医
学部・3 年）

・プレゼン力がついた。（獣医学部・3 年）

獣医学部
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・グループで行う練習になった。（獣医学
部・3 年）

【４年生】
・知識として役立ちました。（獣医学部・

4 年）
・いいえ，あまり内容を覚えていない（獣

医学部・4 年）
・友人がふえた。（獣医学部・4 年）
・レポートの書き方やノートの取り方を

学び，課題を提出する際やテスト勉強
の時に役立った。（獣医学部・4 年）

・覚えていない（獣医学部・4 年）
・レポートの書き方，グループディスカッ

ション（獣医学部・4 年）
・レポートの書き方やグループディスカッ

ションは役に立った（獣医学部・4 年）
・あまり自分にとって有益ではなかった。

（獣医学部・4 年）
・覚えてません（獣医学部・4 年）
・自然についての理解が深まりました。

（獣医学部・4 年）
・特に役立った所はなかった。（獣医学部・

4 年）
・役立った。レポートの書き方，パワー

ポイントの作り方を学んでいて良かっ
た。（獣医学部・4 年）

・あまり役立っと思ったことはない。た
だ他学部との交流という意味では，役
立ったと思う。（獣医学部・4 年）

・レポートの書き方（獣医学部・4 年）

【学年不明】
・レポートの書き方，参考文献，引用文

献の用い方など，その後のレポート作
成において大いに役立った。（獣医学部・
学年不明）

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・レポートの書き方が分かった（獣医学

部・1 年）
・レポートの書き方を学べた（獣医学部・

1 年）
・レポートのかき方，実験ノートのかき

方に役に立った。（獣医学部・1 年）
・将来が身近になった。（獣医学部・1 年）
・自分の専門外のものも学べたことや他

学部の意見や考えを聞けたこと。（獣医
学部・1 年）

・レポートの書き方を書く準備段階から
詳しく学ぶことができた。（獣医学部・
1 年）

・レポートの書き方が役に立った。（獣医
学部・1 年）

・レポートの書き方からリアクションペー
パーの書き方まで学べたのはよかった。

実際受けているだけでコミュニケーショ
ン能力とかノートの取り方の技術は身に
ついたと思う。（獣医学部・1 年）

・レポートの書き方や種類など，自分の
知らなかったことが，自分はこう思って
いたが本当は違っているというような
勘違いをしていたので，レポートのこと
をきちんと知ることができたのではな
いかと思いました。（獣医学部・1 年）

・レポートを書くのに役立った。（獣医学
部・1 年）

・レポートの書き方など，レポート課題
がでたとき。（獣医学部・1 年）

・大学生のノートやレポート等分からな
いところを知ることが出来たこと（獣
医学部・1 年）

・レポートの書き方について知ることが
できた点（獣医学部・1 年）

・ディスカッションを行う機会があった
のでよかった。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・文章を書く能力が養われた。（獣医学部・

2 年）
・レポートを書くさいに大学基礎演習で

のレポートの書き方がやくに立った。
（獣医学部・2 年）

・レポートの書き方（獣医学部・2 年）
・レポートの書き方（獣医学部・2 年）
・レポートの書き方を学べた。（獣医学部・

2 年）
・レポートの書き方，人前での発表の仕

方（獣医学部・2 年）
・学修に役立ったかは分からないが，見

聞は広まったし，考え方も広まった。（獣
医学部・2 年）

・レポートを書く際（獣医学部・2 年）
・ワード，エクセルの使い方が分かった。

レポートを書く時や情報科学実習に役
立った。（獣医学部・2 年）

・パワーポイントの作り方や発表の練習
ができた（獣医学部・2 年）

・基礎演習Ａを履修していました。もの
の見方が自分の中で広がった気がして
役に立ったと思っています。（獣医学部・
2 年）

・少なからず興味をひく内容だが，基礎
の修得にあまり時間がなかった。（獣医
学部・2 年）

・レポートの書き方が理解できた。（獣医
学部・2 年）

・役に立たなかった。（獣医学部・2 年）
・よくわからない授業であった。（獣医学

部・2 年）
・文章を書く力が身に付いた。（獣医学部・

2 年）
・知っている知識が多かった。もっと具

体的な内容にしてほしかった。（獣医学
部・2 年）

・レポートや図書館のつかい方をおしえ
ていただきました。（獣医学部・2 年）

・立っていません（獣医学部・2 年）
・北里でのレポートのかきかたなどがわ

かった。（獣医学部・2 年）

【３年生】
・レポートの書き方について全く知らな

かったので，履修して良かったと思っ
ています。（獣医学部・3 年）

・レポートの書き方を，簡単な実験を行っ
た上で教えてくれたことが，役に立っ
た（獣医学部・3 年）

・あまりやくにたたなかった。（獣医学部・
3 年）

・非常に役立った。少人数なので他の学
生と友人になり，良い刺激になった。（獣
医学部・3 年）

・役立っていない。（獣医学部・3 年）
・興味のあることを自分で調べて，まと

めて発表するということをしたので，
プレゼンする点では卒論等で役立つと
思う。（獣医学部・3 年）

・レポートの書き方に役立った。（獣医学
部・3 年）

・グループディスカッションは，他の人
と協力したり，コミュニケーション能
力の向上に役立った。（獣医学部・3 年）

【４年生】
・おぼえてない（獣医学部・4 年）
・レポートの書き方や書く目的について

学習出来たのは大学生活を通して役に
立った。（獣医学部・4 年）

・パワポ作成（獣医学部・4 年）
・レポートの書き方を学べました。（獣医

学部・4 年）
・役に立った ： 大学生活で必要なことを

学べた。（獣医学部・4 年）
・レポートの作成手順等を学べるので 1

年生の時から役立ちました。（獣医学部・
4 年）

・特段思い当たる節がない。（獣医学部・
4 年）

・教えられる前から実行しているものの
方が多く，役立っていない。（獣医学部・
4 年）

・プレゼンは役に立ったと思う（獣医学
部・4 年）

・レポートの書き方を始めて学んだ授業。
その後のレポートがスムーズに書けた。
（獣医学部・4 年）

・特別役立ったことはない。（獣医学部・
4 年）

・レポートやパワポの使い方などの役に

獣医学部
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立ちました（獣医学部・4 年）
・役立った。幅広い考え方を見につける

ことができた。（獣医学部・4 年）
・科目の内容を覚えていないので役立っ

ていないと思う。（獣医学部・4 年）
・役立っていない（獣医学部・4 年）
・高校までの授業とは異なり，グループ

ワークやグループディスカッションが
多くあり，他の人と協力することの重
要性がわかった（獣医学部・4 年）

・講義の取り組み方，提出するレポート
の内容の工夫（獣医学部・4 年）

・レポートの書き方を教えてもらって役
に立った。（獣医学部・4 年）

・レポートの書き方等は役にたちました
（獣医学部・4 年）

・交友が広がった。（獣医学部・4 年）
・レポートの書き方，短時間でのプレゼ

ン，各科目でのレポート課題，就職活
動などで役に立った。（獣医学部・4 年）

・エクセルを使えるようになった。（獣医
学部・4 年）

・パワーポイントを使ったり，文章をか
いたりして，レポート作成などに役立っ
た。（獣医学部・4 年）

・あまり役立たなかった。（獣医学部・4年）
・グループで協力して発表したり，話し合

いをしたことで人との関わり方や自分
の役割を理解できた。（獣医学部・4 年）

・数学の基礎知識が高まった（獣医学部・
4 年）

・グループワーク（獣医学部・4 年）
・グループディスカッションへののぞみ

方（獣医学部・4 年）
・役立っていない。（獣医学部・4 年）
・忘れてしまった（獣医学部・4 年）

【学年不明】
・ｂｆ（獣医学部・学年不明）

医学部
【１年生】
・あまり役立たなかった。（医学部・1 年）
・役立ちました。より応用的な教科の学

習にとり組みやすくなりました。（医学
部・1 年）

【４年生】
・よく覚えていない（医学部・4 年）

【５年生】
・不要（医学部・5 年）

【６年生】
・やるんならしっかりやった方がいい

（医学部・6 年）

海洋生命科学部
【１年生】
・レポートの書き方を学ぶことができた。

（海洋生命科学部・1 年）
・レポートの書き方を学んで，実際のレ

ポートを書くときに役立ちました。（海
洋生命科学部・1 年）

・内容がラーニング，スキルと被ってい
た（海洋生命科学部・1 年）

・レポートの書き方がわずかながらも分
かった（海洋生命科学部・1 年）

・レポートの書き方が役に立ちました。
（海洋生命科学部・1 年）

・自分で考えて人に伝える力がのびた。
（海洋生命科学部・1 年）

・レポートの書き方などが役立った。（海
洋生命科学部・1 年）

・あまり役立たなかった（理由）学部の
授業で同じ様な内容をやるため（海洋
生命科学部・1 年）

・レポートの書き方などが役に立った。
（海洋生命科学部・1 年）

・レポートを書く際に参考になった。（海
洋生命科学部・1 年）

・同じような授業が必修科目にもありま
した（海洋生命科学部・1 年）

・レポートの書き方を知れた。（海洋生命
科学部・1 年）

・あまり役立ちませんでした。（海洋生命
科学部・1 年）

・役立ったが，期末テストがいらない。（海
洋生命科学部・1 年）

・レポートの書き方，グループワークで
考えをまとめたりすることを学んだ。
（海洋生命科学部・1 年）

【２年生】
・ノートのとり方，大学の授業とはどう

いうものなのかを学べた。（海洋生命科
学部・2 年）

・役には立っていません。（海洋生命科学
部・2 年）

・自分の意見を述べる上でどのような点
に気を付ければ相手に自分の考えが伝
わるのかを学べたのでその後の日常生
活における人との意見交換の際に役
立っています。（海洋生命科学部・2 年）

・校内の施設（図書館など）の使い方や
レポートの書き方など，大学生活で必
要なことを教えていただきました。（海
洋生命科学部・2 年）

・レポートの書き方（海洋生命科学部・2
年）

・良いノートの取り方はとても役に立っ
た。（海洋生命科学部・2 年）

・役に立たなかった。（海洋生命科学部・
2 年）

・友人が増えた（海洋生命科学部・2 年）
・学生生活の始め方がなんとなくわかっ

た（海洋生命科学部・2 年）
・レポートの書き方や大学での過ごし方

（海洋生命科学部・2 年）
・レポートを書くためのルールを丁寧に

教わったことは，その後のレポート作
成の役に立ったと思う。（海洋生命科学
部・2 年）

・レポートの書き方がわかった（海洋生
命科学部・2 年）

・レポートを書く際にこの講義で課され
たレポートを見直せた。（海洋生命科学
部・2 年）

・やや役立った。（海洋生命科学部・2 年）

【３年生】
・あまり役に立っていない。（海洋生命科

学部・3 年）
・他学部の友人が出きた（海洋生命科学

部・3 年）
・文章やレポートの書き方について学べ

た（海洋生命科学部・3 年）
・レポートを書く際に役立った。（海洋生

命科学部・3 年）
・レポート等を書く際テキストを見なお

している。（海洋生命科学部・3 年）
・自分の学習の仕方がよく分かりました。

（海洋生命科学部・3 年）

【４年生】
・レポートの書き方を学び，今だに役立っ

ています。（海洋生命科学部・4 年）
・大学の科目で基礎を学べる科目がある

のは助かる　高校では取れなかった科
目だった場合もあるため（海洋生命科
学部・4 年）

・パソコン作業のやり方等（海洋生命科
学部・4 年）

・いいえ（海洋生命科学部・4 年）
・役立った（海洋生命科学部・4 年）
・おぼえていない。（海洋生命科学部・4年）
・プレゼンに役立った（海洋生命科学部・

4 年）
・レポートの書き方や，時間の使い方な

ど様々なことを学び，ためになった気
がする。（海洋生命科学部・4 年）

・特に人数の少ない科目だったため，自ら
行動することを求められたのでその経
験は役立った。（海洋生命科学部・4 年）

・基礎的能力（海洋生命科学部・4 年）
・レポートの書き方，等，この科目があっ

たので学ぶことができ，その後のレポー
ト課題に活かせた。（海洋生命科学部・
4 年）

・役に立っていない。（海洋生命科学部・
4 年）

獣医学部／医学部／海洋生命科学部
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看護学部
【１年生】
・レポートの書き方はやや勉強になった

が，受けなくてもよかったかなと思っ
ている。（看護学部・1 年）

・レポートを書く際，ポイントをおさえ
て書く点。（看護学部・1 年）

【２年生】
・役立った。（看護学部・2 年）
・役に立った。実験の予習の仕方，レポー

トのかきかたは基礎演習をうけなけれ
ば分からなかった。また，プレゼンの
仕方や社会の仕組みまでも理解するこ
とができ，将来にも役立つと思った。（看
護学部・2 年）

・レポートの書き方や図書館の利用につ
いて，詳しく教えていただき，実際に
活用できた点（看護学部・2 年）

・レポート提出の際，レポートの書き方
について役に立った。（看護学部・2 年）

・幅広い教養が身に付いた（看護学部・2
年）

・小林先生の授業で，看護上の倫理問題
について学べたので，看護に関わって
いく上での倫理的側面を上手くとらえ
られるようになった。（看護学部・2 年）

【４年生】
・知らなかったことを学ぶことで，世の

中のニュースなどをみたときの視点が
少し変わったように感じる。（看護学部・
4 年）

理学部物理学科
【１年生】
・物事の考え方，価値観の捉え方，レポー

トの書き方等（理学部・1 年）
・レポート作成の良い手本（理学部・1年）
・参考文献の引用の仕方など，ためになっ

た。（理学部・1 年）
・役立っていない（理学部・1 年）
・レポートの書き方の講義はとても役に

立っている。（理学部・1 年）
・レポートの書き方について学修しまし

た。引用のやり方を細かく学修しまし
たので役立ちました。（理学部・1 年）

・数学のグラフ理論を取ったが，導入と
しておもしろく，実際の研究の話もあ
り，研究とはどのようなものか理解す
るのに役立った。（理学部・1 年）

・レポートの書き方が役立った（理学部・
1 年）

【２年生】
・役に立たない（理学部・2 年）
・著作権について（理学部・2 年）

・レポートの書き方，パワポと発表の仕
方（理学部・2 年）

【３年生】
・ 1週間の予定の立てかたは役立った。（理

学部・3 年）
・大学生活において必要な発表や課題の

やり方，交渉の方法について知れた。（理
学部・3 年）

・よく分かりません（理学部・3 年）
・レポートの書き方は少し役に立ったが

他はあまり役に立っていない（理学部・
3 年）

・後に専門科目で扱う分野とつながる範
囲だったので，その予習にもなったし
内容も面白かった。（数学の分野だった）
（理学部・3 年）

【４年生】
・ 2 年次学年等の専門科目に役立つもの

をとったので，そこには役立った（理
学部・4 年）

・ディスカッションや，人前で話す場面
を与えてくれた。（理学部・4 年）

・レポートの書き方（理学部・4 年）
・授業内で行ったプレゼンテーション演

習，レポートが役立ちました。それぞ
れの作成方法を教えてくださったのが
うれしいです。（理学部・4 年）

・ノートの取り方，まとめ方（理学部・4
年）

・人と協力して物事に取り組む力が見に
ついた（理学部・4 年）

・そこで知りあった友人から何年か越し
に宗教かんゆうを受け，良い経験になっ
たのが最も役立った。（理学部・4 年）

理学部化学科
【１年生】
・グループディスカッションなどはとて

も役に立つことだと思う。自分の意見
を発言し，他人の意見を理解する重要
性がわかったから。（理学部・1 年）

・レポートの書き方とプレゼンの仕方
（理学部・1 年）

・レポートの書き方が役に立った（理学
部・1 年）

・レポートの書き方，プレゼンテーショ
ンの仕方など，大学生として必要な事
柄を身につけれた。（理学部・1 年）

・図書館の利用法など，ふつうは教えて
くれないことを教えてくれて不安がと
りのぞかれた。（理学部・1 年）

・プレゼンのやり方（理学部・1 年）
・あまり役立たなかった（理学部・1 年）
・レポートを書く際に参考になった。（理

学部・1 年）

・いいえ（理学部・1 年）
・レポートのかきかた，メールの仕方（理

学部・1 年）
・レポートの書き方について役立った

（理学部・1 年）
・具体的な学習方法や生活の仕方など勉

強への取り組み方を見直しより良くし
ていくことに役立ちました。（理学部・
1 年）

・プレゼンテーションの機会というのは
滅多にないので，良い経験を得られて
良かったです。（理学部・1 年）

・パワーポイントの使い方が分かった。
（理学部・1 年）

・あまり役立ったとは今のところ思って
いない。（理学部・1 年）

・人前でのスピーチを履修したときにし
ましたが，自分の想像とは少し違った
ものであまり役立ったとは言えなかっ
た。（理学部・1 年）

・プレゼンをした点がよかった（理学部・
1 年）

・進級するのに単位もらえた，中身は役
に立っていない。（理学部・1 年）

・レポートの書き方で役に立った。（理学
部・1 年）

・レポートの作成，図書館の利用等，大
学生活内で役に立った。（理学部・1 年）

・レポートの書き方はきっと今後の実験
で十分に役立つと思う。（理学部・1 年）

・図書館など，大学構内の施設の利用の
仕方やその他構外の施設の利用の仕方
を知った（理学部・1 年）

・レポートのかき方や，クリティカルラ
イティングなど研究現場で必要な技能
を学ぶことができた。（理学部・1 年）

・レポートの書き方が役に立った。（理学
部・1 年）

【２年生】
・あたりまえなことが多かったのであま

り必要ない（理学部・2 年）
・勉強の仕方や，物事の考え方が論理的

になった。（理学部・2 年）
・レポートの書き方について（理学部・2

年）
・知識は増えたが，今の所使う機会は無

い（理学部・2 年）
・大学基礎演習は，そんなに役には立た

なかった。（理学部・2 年）
・考察は結果を文章でかきなおす（理学

部・2 年）
・レポートなどの書き方など！（理学部・

2 年）
・役立たない。（理学部・2 年）

看護学部／理学部
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【３年生】
・あまり役に立っていない（理学部・3年）

【４年生】
・パワポのつくり方やディスカッション・

発表の経験がつめた。（理学部・4 年）
・レポートの書き方や，発表の仕方を学

ぶことができた。（理学部・4 年）
・役立たなかった（理学部・4 年）
・パワーポイントの作り方，発表方法。（理

学部・4 年）
・レポートの基本的な書き方などがはじ

めに学べた点。（理学部・4 年）
・人と話し合い物事をまとめていく力。

（理学部・4 年）

理学部生物科学科
【１年生】
・レポートの書き方，発表のしかたなど

（理学部・1 年）
・自覚はない（理学部・1 年）
・レポートの書き方を扱ってくれて，心

理学や倫理のレポートを書く際に非常
に助かった（理学部・1 年）

・授業中に経験した知識が使えることが
あった（理学部・1 年）

・文の構成方法などを学べた。なので役
立った。（理学部・1 年）

【２年生】
・あまり役に立っていない（理学部・2年）
・あまり役立たなかった（理学部・2 年）
・あまり役立たなかった。（理学部・2 年）
・大学基礎演習Ｂを履修しましたが，あま

り役に立ちませんでした。（理学部・2年）
・コピー機が使えない状況の対応の仕方

（理学部・2 年）
・レポートの書き方や授業の生かし方を

学び役立った。（理学部・2 年）
・情報系の授業を履修した。実験データ

のまとめなどで役立つ。（理学部・2 年）
・あまり役立ってない（理学部・2 年）
・必要ないと思ったことはメモをとらない。

（全部書く必要はない。）（理学部・2 年）

【４年生】
・レポート用紙の一般的な書き方。発表の

しかたやパワーポイントの活用法など，
入学当時は分からないことを教えてい
ただいて役立ちました。（理学部・4 年）

・ノートのとり方（理学部・4 年）

医療衛生学部健康科学科
【４年生】
・レポートのつくりかたの基本を覚えた。

（医療衛生学部・4 年）
・レポートの書き方が分からなかったの

で，よかった。（医療衛生学部・4 年）
・グループワークは，よかった。（医療衛

生学部・4 年）

医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・レポートの作成の仕方がわかってよ

かった。（医療衛生学部・1 年）
・参考文献のかき方　 ・他の学部の人の

考えをきけた（医療衛生学部・1 年）
・レポートの書き方など役に立った。（医

療衛生学部・1 年）
・実験のレポートや他のレポートをかく

のに役立った。ノートのとりかたもわ
かりやすく，とれるようになってきた
（医療衛生学部・1 年）

・役立った。大学入って勉強のやり方な
どに迷ったがこの授業を履修していろ
いろ学べた。（医療衛生学部・1 年）

・レポートを書く上で役立った（医療衛
生学部・1 年）

・レポートを書く際にとても役に立った。
（医療衛生学部・1 年）

・とても役に立ちました。レポートの書
き方，時間の使い方など演習をふまえ
てできました。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・それほど役立ったとは思わない（医療

衛生学部・2 年）
・レポートの書き方，ノートのとりかた

が役に立った。（医療衛生学部・2 年）
・役立っていない。（医療衛生学部・2 年）
・役に立った　レポート作成の基礎を教え

てもらい役立った（医療衛生学部・2年）
・レポートの書き方が身についた。（医療

衛生学部・2 年）

【３年生】
・レポートの書き方（医療衛生学部・3年）
・授業のノートのとり方が参考になった

（医療衛生学部・3 年）
・ためになった（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・普通（医療衛生学部・4 年）
・レポートの書き方（医療衛生学部・4年）
・授業のメモのとり方からレポートの書

き方まで，大学に入って勉強環境が変
わったので導入として良いと思いまし
た。特に，参考文献の書き方等はレポー
トを書く際にこの授業で得た知識が役
立ちました。（医療衛生学部・4 年）

・役立った（医療衛生学部・4 年）
・基礎的な知識は身に付いたので良かっ

た。（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】
・グループで話し合う機会が多くあった。

（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・レポートの書き方は，その後 2 〜 4 年

のレポートを書く時に役に立ちました。
（医療衛生学部・4 年）

・レポートの書き方は役に立った。（医療
衛生学部・4 年）

・レポートの書き方を教わり，はじめて
レポート書くときに役立った。（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】
・ニュースの見方や物事の考え方が変

わった。（医療衛生学部・1 年）
・レポート（医療衛生学部・1 年）
・役に立たない。（医療衛生学部・1 年）
・役に立たなかった（医療衛生学部・1年）
・レポートを書くとき。（医療衛生学部・

1 年）
・授業にでることに慣れた（医療衛生学

部・1 年）
・実験ノートの書き方はとても役に立っ

た。それ以外はあたり前のことすぎて
ほとんど出席のために講義に出ていた。
（医療衛生学部・1 年）

・大学でのレポートの存在を知ることが
できた。（医療衛生学部・1 年）

・レポートを書く際，役立った気がする
（医療衛生学部・1 年）

・レポートを書くのに役立った。（医療衛
生学部・1 年）

【４年生】
・SPI（医療衛生学部・4 年）
・あまり役立たなかった（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
理学療法学専攻
【１年生】
・ノートの取り方や大学とは何か教えて

くれるので役に立った（医療衛生学部・
1 年）

・どのようなレポートを書いたりすれば
良いのかが分かった。（医療衛生学部・
1 年）

・まあまあ（医療衛生学部・1 年）
・レポートの書き方（医療衛生学部・1年）
・レポートの書き方，図書館の使い方等，

「自分からでは身に付きにくい知識」

理学部／医療衛生学部
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が得られた。（医療衛生学部・1 年）
・レポートを書くときに授業でいわれた

ことが役立った（医療衛生学部・1 年）
・レポートの書き方，プレゼンテーショ

ンの仕方などがわからず不安だったが
この科目のおかげで少し自信がついた
（医療衛生学部・1 年）

【４年生】
・大学在学中のノートのとりかたや授業

の取り組みかたなどとても役立ちまし
た。（医療衛生学部・4 年）

・勉強する上でのキソ的なことが学べま
した。（医療衛生学部・4 年）

・授業中の内容を理解しながら書くメモ
の取り方（医療衛生学部・4 年）

・レポートの書き方など，専門科目でレ
ポート課題が出たときに役立った。（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
作業療法学専攻
【１年生】
・大学生になりパワーポイントが授業で

主に使われるようになってノートの取
り方が分からなかったため，大学基礎演
習は役に立った。（医療衛生学部・1 年）

【３年生】
・論文の書き方がなんとなく分かった。

（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・覚えていません（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
【２年生】
・レポートの書き方が役立った（医療衛

生学部・2 年）
・あまり役に立っていない。（医療衛生学

部・2 年）

【３年生】
・ 1 年次に履修しましたが，レポートの書

き方，プレゼンテーションの仕方など学
べたのでよかったと思いました。自由に
テーマを決めてプレゼンするという機会
がなかなかないので，貴重でした。（医
療衛生学部・3 年）

・役立ちました。（医療衛生学部・3 年）
・あまり（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・レポートの書き方，プレゼンテーショ

ン方法，作成の方法については，実習
や卒業研究の際に参考にしました。（医

療衛生学部・4 年）
・ノートの取り方やレポートの書き方な

どがよく分かりました。（医療衛生学部・
4 年）

・立った（医療衛生学部・4 年）
・役立った。レポートの書き方（医療衛

生学部・4 年）
・レポートを書いたり，感想を書くとき

に役立った（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
【１年生】
・授業のノートのとり方など，どのよう

な姿勢で授業を受ければ良いのか，基
本から学ぶことができた。（医療衛生学
部・1 年）

・あまり役立っていない。（医療衛生学部・
1 年）

・あまり役に立たなかった。レポート提
出が 1 回しかない上，添削されない（医
療衛生学部・1 年）

【２年生】
・基本を確認できた（医療衛生学部・2年）

【３年生】
・役立った。本格的にレポートを書くと

なった時に書き方にあまり困まらな
かった。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・興味を持って学んだものの卒業後に役

に立つかと言われると分からない（医
療衛生学部・4 年）

・基礎は社会にでる上で大切だと思う。
（医療衛生学部・4 年）

学部不明
【６年生】
・あまり覚えていない。（学部不明・6 年）

学部・学年不明
・ＢＦ（学部不明・学年不明）
・少し（学部不明・学年不明）
・グループワーク，レポートの基礎（学

部不明・学年不明）
・大学生に必要な演習は社会人に入って

も役立つと思いました。（学部不明・学
年不明）

・役立った。自己理解が深まった（学部
不明・学年不明）

・基本的なことすぎて既知のことが多
かった。（学部不明・学年不明）

・レポートの書き方は役立った（学部不
明・学年不明）

・興味がありそうなものを受けられたの

であると思う。その授業の知識が残っ
ている点（学部不明・学年不明）

・役立った。レポートの書き方や人への
話し方，伝え方を学んだ。（学部不明・
学年不明）

・役立っていない。（学部不明・学年不明）
・レポートの書き方など役立ちました。

（学部不明・学年不明）
・何をどうしていいのか全くわからない

状態からは抜け出せたので心にゆとり
ができた。（学部不明・学年不明）

・レポートの書き方が役に立った。レポー
トの提出形式，書き方は今でも役に立っ
ている。（学部不明・学年不明）

医療衛生学部／学部不明／学部・学年不明
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薬学部薬学科
【１年生】
・内容，単位数と丁度合っていて楽しく

経験になった。（薬学部・1 年）
・適当だと思う。（薬学部・1 年）
・人文系であっても医療とからめている

ものも多く，良かった。（薬学部・1 年）
・ちょうどいいです。（薬学部・1 年）
・必要だと思う。（薬学部・1 年）
・一般教養を学ぶことができ良かった。

科目数は妥当だと思う。（薬学部・1 年）
・教養知識が高まった（薬学部・1 年）
・倫理はとても意味があった。（薬学部・

1 年）
・今まで，自分が関わってこなかった分

野について，専門の方から授業が受け
られて，楽しかった。（薬学部・1 年）

・少し多いと思う，科目数。（薬学部・1 年）
・適当（薬学部・1 年）
・単位数が多く空きこまに入れづらいから

種類を増やしてほしい。（薬学部・1 年）
・良い（薬学部・1 年）
・適量。（薬学部・1 年）
・よかった。（薬学部・1 年）
・ちょうどよい（薬学部・1 年）
・このままでいいと思う。（薬学部・1 年）
・覚えていない（薬学部・1 年）
・ちょうどよいと思う。（薬学部・1 年）
・好きで履修したものばかりだから，ど

れも楽しい（薬学部・1 年）
・幅広い分野を学べた（薬学部・1 年）
・よいと思う。（薬学部・1 年）
・良かった。（薬学部・1 年）
・必要履修単位数がやや多い（薬学部・1

年）
・ちょうどいいと思う。（薬学部・1 年）
・多かった（薬学部・1 年）
・妥当だと思います。（薬学部・1 年）
・とてもバランスがよかったと思う。（薬

学部・1 年）
・良い経験となった。（薬学部・1 年）
・倫理学は良かった。良かっただけに，

後期取れる日が限られてしまったのが
残念　木 2 は北里の世界，金 1，2 は白
金で元々受けられない（薬学部・1 年）

・必修が多すぎる。（薬学部・1 年）
・もっと多くてもよい。（薬学部・1 年）
・いいと思う。（薬学部・1 年）
・必要履修単位をへらしてよいと思う。

内容等がかぶっていたりするので。（薬
学部・1 年）

・もう少し幅広い内容がほしい。（薬学部・
1 年）

・倫理学の授業はとても楽しかった。（薬
学部・1 年）

・ある程度役に立ちました。（薬学部・1年）
・ちょうどよいと思う。（薬学部・1 年）
・役立った。（薬学部・1 年）
・役に立った。（薬学部・1 年）
・よかったと思う。（薬学部・1 年）
・良かったと思う。（薬学部・1 年）
・よかったと思う。（薬学部・1 年）
・普通（薬学部・1 年）
・薬学部らしくはないが，文系のような

講義を受けられて新鮮だったしよかっ
た。（薬学部・1 年）

・丁度よいと思う（薬学部・1 年）
・今のままで良いと思います。数もあれ

だけあれば自分の興味がある科目も見
つけられると思います。（薬学部・1 年）

・妥当である　空きコマがなるべく作ら
れないような選択をさせて欲しい。（必
修と必修の間など）（薬学部・1 年）

・ちょうどいい（薬学部・1 年）
・多い。（薬学部・1 年）
・文学の楽しみを受けました。本を読む

楽しみを，理系の大学で知ることがで
きて本当に良かったです。学問に直接
関係なくても，大切だと考えます。（薬
学部・1 年）

・倫理や心理はこれからの勉強にも役立
とし，内容が興味深くて楽しかった。
経済や法律などはあまり興味がもてな
かった。必要単位は少し多いと思う。（薬
学部・1 年）

・今のままで良いと思う（薬学部・1 年）
・良かったが，全く興味の無い事も受け

なければならなかった事が辛かった。
（薬学部・1 年）

・理系の科目から少しはなれるため，頭
をリフレッシュするのにちょうどよ
かった。（薬学部・1 年）

・ちょうどよいと思う。（薬学部・1 年）
・適切だった。（薬学部・1 年）
・科目数は多いですが自分の好きなもの

を選べるのでよいと思います。文化人
類学はすばらしく良かったです。（薬学
部・1 年）

・科目数はちょうどよかった。必要履修
単位数はもう少しあっても良い。2 年次
でも履修したいと思った。内容もよかっ
た。（薬学部・1 年）

・社会科系の科目には興味があったので，
理系大学でも履修できてよかったです。
（薬学部・1 年）

・今のままでいいと思います。（薬学部・
1 年）

・多すぎ（薬学部・1 年）
・きいていませんでした　レポートをな

くしてほしい（薬学部・1 年）
・そのままでいいと思います。（薬学部・

1 年）
・単位数多いと思う。あまり役立ってい

るとも思えない。（薬学部・1 年）
・科目数が少し多いと思う。（薬学部・1年）
・科目数が少し多く感じました。（薬学部・

1 年）
・必要でない教科もたくさんあった。（薬

学部・1 年）
・必要のないものもあると思う。（薬学部・

1 年）
・妥当。（薬学部・1 年）
・取れるものが少ないと感じた。また，

選択可能な曜日を増やしてほしい。（薬
学部・1 年）

・少し多いと感じました。（薬学部・1 年）
・良いと思う。（薬学部・1 年）
・自分は満足している。（薬学部・1 年）
・よかった（薬学部・1 年）
・適当である（薬学部・1 年）
・ぴったり（薬学部・1 年）
・よくわからないです（薬学部・1 年）
・視野を広げるという意味で役に立った

と思う。（薬学部・1 年）
・丁度良い（薬学部・1 年）
・適当であると思う。（薬学部・1 年）
・多すぎ。（薬学部・1 年）
・選択の単位数が多い。もっと専門性を

つけるべき。（薬学部・1 年）
・個人的に興味深いことが多く良い授業

であったと感じた。（薬学部・1 年）
・科目名と授業内容にギャップがあった。

（薬学部・1 年）
・ 3（薬学部・1 年）
・必要単位数，内容も妥当。（薬学部・1 年）
・これらの科目は 1 年次しか履修できな

いので，科目数，必用単位数適当だと
思う（薬学部・1 年）

【２年生】
・少し多いと感じた。2 年次以降にもとる

ことができるように分散できるのなら
いいが，必修科目が多く，きちんとこ

問11　�「1年次に履修した「人文社会科学系の教養科目」についてお聞きします。これらの科目の数，必要
履修単位数，内容等について，どのように思いますか。考えを自由に書いてください。」　回答結果
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なせていたかどうかがわからなかった。
（薬学部・2 年）

・問題は感じなかった。（薬学部・2 年）
・大学でしか学べないことだから受講で

きてよかった。（薬学部・2 年）
・科目の数，単位数ともに妥当だとは思

いますが，ただ開いているだけという
感じが多く面白いと思うものがあまり
ありませんでした。もっと自分から参
加できるものがよかったなと思います。
（薬学部・2 年）

・自分が興味をもった単位を履修したた
め，過不足は感じなかった。（薬学部・
2 年）

・人類文化学は興味をもって授業を受け
られた。異文化についての授業は自分
の世界を広げるためにも必要だと思う。
（薬学部・2 年）

・多い（薬学部・2 年）
・ちょうどよいと思う（薬学部・2 年）
・もっと減らして専門科目をやるべき。

（薬学部・2 年）
・人文社会科学系の科目はもっと取りた

かったし，学びたかった。一般教養の
授業を受けられる単位数も機会も少な
すぎたと思う。専門科目以外も大切だ
と思う。（薬学部・2 年）

・単位数は必修科目とのバランスを考え
ると丁度良いと思います。個人的には
もっとあつみのある濃い授業を受けた
かったですが，とっつきやすさと必修
への配慮の結果なんだろうと思いまし
た。（薬学部・2 年）

・妥当な数だと思う。（薬学部・2 年）
・社会のしくみ，文化人類学，は戦争に

ついて，差別について向き合って自分
で考えられる大切な授業でした。（薬学
部・2 年）

・ちょうどいい科目数，単位数だが，内
容は少し浅い。（薬学部・2 年）

・多い。（薬学部・2 年）
・多い（薬学部・2 年）
・少ないと思います。（薬学部・2 年）
・ちょうど良い。（薬学部・2 年）
・多い（薬学部・2 年）

【３年生】
・ちょうどいい（薬学部・3 年）
・ためになった（薬学部・3 年）
・色々な考え方ができるようになった

（薬学部・3 年）
・新しいことをしるきっかけになった（薬

学部・3 年）
・覚えていない（薬学部・3 年）
・良かったと思います。（薬学部・3 年）
・適当だと思う（単位数）（薬学部・3 年）
・どう生きていくべきかを学ぶ上で非常

に大切なので増やしていくべきだと考
えた。（薬学部・3 年）

・たくさんあったので選択の幅が広がり
いいと思います。（薬学部・3 年）

・とてもよい経験となり，いまでもあの
とき授業をとっておいてよかったと思
うことが多いのでもっと単位数を増や
してほしい（薬学部・3 年）

・ちょうど良かったと思います。（薬学部・
3 年）

・科目が少ない感じがした。（薬学部・3年）
・忘れました。（薬学部・3 年）
・覚えていません（薬学部・3 年）
・ちょうど良い（薬学部・3 年）
・薬学部として役立つことはほとんどな

いが，必要な単位をとるため，逆に将
来の仕事では全く必要ではない知識を
得る講義は面白かった。（薬学部・3 年）

・必要単位数，内容はよかったが必修科
目にかぶりすぎていて取りたいのに取
れないのがたくさんあった。（薬学部・
3 年）

・？（薬学部・3 年）
・特に感じることはなかった。（薬学部・

3 年）
・適切な科目数であったと思うし，最低

限の教養を身につける機会であったと
思う。（薬学部・3 年）

・一般教養を自由に取れたのでちょうど
よかった。（薬学部・3 年）

・そこそこ楽しかった。（薬学部・3 年）
・十分だと思います。（薬学部・3 年）
・別の世界を見られた（薬学部・3 年）
・ちょうどよい。（薬学部・3 年）
・一般教養として知るべき点，考えるべ

き点を学べたので妥当だと思う。（薬学
部・3 年）

・必要履修単位数はそのままで良いが，
科目数や履修可能単位数を増やしてほ
しい（薬学部・3 年）

・もっと幅広い科目の中から，選びたかっ
た。（薬学部・3 年）

・覚えてない（薬学部・3 年）
・妥当だと思う。履修できる言語の種類

がもう少し多かったら個人的に良かっ
た。（薬学部・3 年）

・特に変更する理由もないと思う（薬学
部・3 年）

・ジェンダー論とかの授業が欲しい（薬
学部・3 年）

・ 2 年生以降の講義ではでてこない分野が
たくさんあってよかった。講義を選択す
る際に内容についてもう少し説明があっ
たらよかった。（薬学部・3 年）

・理系科目だけはあきるので必要。ちょ
うどよい。（薬学部・3 年）

・医療系の大学だから理系科目だったけ

れど唯一文系の科目を学べて楽しかっ
た。もう少し授業数があってもよいと
思った。（薬学部・3 年）

・今のままでよいと思う（薬学部・3 年）
・おもしろかった。（薬学部・3 年）
・ある程度必要（薬学部・3 年）
・必要性は少ない（薬学部・3 年）
・あまり覚えていない（薬学部・3 年）
・適切だったと思う（薬学部・3 年）
・適当だと思う（薬学部・3 年）
・大変役に立った。（薬学部・3 年）
・今のままで，よいと思います（薬学部・

3 年）
・もう少し自由にとれたら嬉しいです。

（薬学部・3 年）
・とりたい人はもっと自由にとれるよう

にしても良いと思う（薬学部・3 年）

【４年生】
・倫理学は必要だと思うが，必修にする

必要があったのかどうか疑問に思う。
（薬学部・4 年）

・ちょうど良い（薬学部・4 年）
・ちょうどいいくらい（薬学部・4 年）
・文化人類学は面白かった。試験も，語

句をうめる形式ではなく，論述する形
式だったので，暗記重視ではないとこ
ろが良かった。（薬学部・4 年）

・特に問題なかったように思う。（薬学部・
4 年）

・第二外国語の対象言語をふやしてほし
い。学名などラテン語に関わることが
多いので，ラテン語の基礎を学ぶ科目
がほしいです。必要単位数は現状で良
いと思います。（薬学部・4 年）

・忘れた（薬学部・4 年）
・中々充実していたように思います。（薬

学部・4 年）
・ちょうど良かったと思う。（薬学部・4年）
・少し多いと思う（薬学部・4 年）
・理系科目がたんまりある中で適度に息

抜きができたと思う。（薬学部・4 年）
・とくに思うことはなかった（薬学部・4

年）
・妥当（薬学部・4 年）
・もう少し種類があっても良いのかなと

思いました。（薬学部・4 年）
・元々文系なので楽しく学ぶことができ

た（薬学部・4 年）
・「信仰と救い」がとても面白くて興味深

く，年次が上がっても授業内容をずっ
と覚えている。ぜひ飯田先生のまま継
続してほしい。（薬学部・4 年）

・好きな科目がとれてとてもいい勉強に
なった。特に哲学の授業がおもしろかっ
た（薬学部・4 年）

・社会系はやるうえで必要だが，法律と
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か歴史とか学びたい。（薬学部・4 年）
・ドイツ語の林先生の教え方がとても上

手だったし，授業も楽しかった。（薬学
部・4 年）

・ちょうど良いと思います。（薬学部・4年）
・必要単位数はちょうど良いと思う。（薬

学部・4 年）
・ちょうどよい，もうちょっと出席をゆ

るくしてほしい（薬学部・4 年）

【５年生】
・このままで良いと思う。（薬学部・5 年）
・適切（薬学部・5 年）
・あまり記憶にないですが，1 年は必修科

目も多く（薬学部・5 年）
・良かった。（薬学部・5 年）
・妥当。（薬学部・5 年）
・十分な内容でした。（薬学部・5 年）
・過不足ないと思います。（薬学部・5 年）
・科目数，内容ともによかった。（薬学部・

5 年）
・経済の授業（薬学部・5 年）
・保険など福祉に関れる授業はアリだと

思うが，歴史の授業って必要なのでしょ
うか（薬学部・5 年）

・体育を増やしてほしいです。（薬学部・
5 年）

・興味のある分野の授業をとれるのは楽
しかったです。（薬学部・5 年）

・妥当だが，今役立っているかと言われ
ると微妙（薬学部・5 年）

・あまり覚えていない（薬学部・5 年）
・幅広い範囲をカバーしていたため，自

分が知りたいことを選べてよかったと
思う。（薬学部・5 年）

・覚えていない（薬学部・5 年）
・記憶にないが特に不満はない。（薬学部・

5 年）
・心理学（鈴木先生）はリアクションペー

パーが良かったです。（薬学部・5 年）
・特に問題無いと思う。（薬学部・5 年）
・良いと思う。（薬学部・5 年）
・一般教養をもっと充実させてほしい。

（薬学部・5 年）
・今のままで良いと思う。（薬学部・5 年）
・覚えていないので，よくわからない。（薬

学部・5 年）
・妥当。（薬学部・5 年）
・何をやったか覚えていない（薬学部・5

年）
・あまり覚えていない（薬学部・5 年）
・教養科目の数が少ない（薬学部・5 年）
・覚えていない（薬学部・5 年）
・必修にする必要はないと思う。数年経っ

てその内容をほぼ全て忘れているから。
（薬学部・5 年）

・妥当であるとは思うが，何か少々めず

らしい科目があれば良かったと思う。
（薬学部・5 年）

・ちょうど良かった（薬学部・5 年）
・大学に入ったばかりで，大学がどんな

ところか感じるにはいいと思う（薬学
部・5 年）

・妥当（薬学部・5 年）
・単位数，内容に関しては十分だと思う。

（薬学部・5 年）
・ちょうど良いのではないかと思います。

（薬学部・5 年）
・科目数は普通だと思う（薬学部・5 年）
・現状でよい。（薬学部・5 年）
・現在と同じでよいと思う（科目数，単

位数）内容については，英語が難易度
に差がある（先生によって，進級／留
年に関わる）ので，改善した方が良い。
（薬学部・5 年）

・単位数と内容ともに妥当だと思う。（薬
学部・5 年）

・私は文系科目の一部に興味があったた
め，その内容について学ぶことが出来
たのはよかった。ただ，他の人がどう
かは分かりません。（薬学部・5 年）

・適切（薬学部・5 年）
・自分が学んでゆく専門分野とは全く異

なる方々と触れ合うことのできる，素
晴らしい内容だと内容だと思う（薬学
部・5 年）

・おぼえてないです。（薬学部・5 年）
・ちょうど良い。（薬学部・5 年）
・多い（薬学部・5 年）
・あった方が良い（薬学部・5 年）
・丁度良いと思う。幅広い分野の中から，

自分が興味あるものを学ぶことができ
る。（薬学部・5 年）

・適正（薬学部・5 年）
・自分の興味でとった授業は，おもしろ

かった。国試などに直結しない分，自
由に楽しく学べた。（薬学部・5 年）

・専門以外を学べるいい機会。（薬学部・
5 年）

・理論的・教科書にのっていること中心
で，身近な印象ではない。（薬学部・5 年）

・適切だと思う。（薬学部・5 年）
・もう少し選択肢があると嬉しいです。

（薬学部・5 年）
・ちょうどよい。（薬学部・5 年）
・覚えていません。（薬学部・5 年）
・もう少し上の学年まで教養あってもよ

い（薬学部・5 年）
・十分だと思う。（薬学部・5 年）
・よかった（薬学部・5 年）
・基礎がしっかり学べて良いと思う。（薬

学部・5 年）
・適切（薬学部・5 年）
・適切。（薬学部・5 年）

・？（薬学部・5 年）
・内容はすごく充実していたと思う。自

分が履修していた科目以外にも魅力的
なものが多かった。（薬学部・5 年）

・科目の数が少なく感じたのでもう少し
増やして欲しいです。（薬学部・5 年）

・丁度良いと思う。自由に選択できたの
で，良かった。（薬学部・5 年）

【６年生】
・妥当（薬学部・6 年）
・よく分からない。（薬学部・6 年）
・覚えていません。（薬学部・6 年）
・レポートのみで単位がとれるようにし

てほしい（薬学部・6 年）
・良かったと思う。私自身倫理や文化の

楽しみなど文化系の科目も好きなので
楽しかった。（薬学部・6 年）

・薬学部生は取れる科目も少ないし（他
の科目で手いっぱい）今の状態で良い
と思います。（薬学部・6 年）

・適切（薬学部・6 年）
・教養科目を学ぶことができた良かった。

（薬学部・6 年）
・文化人類学のことですか？とっても面

白い内容でした！！！！（薬学部・6 年）
・ちょうど良（薬学部・6 年）
・適切だったと思う。（薬学部・6 年）
・唯一理系じゃない分野で楽しかったで

す。単位数などちょうど良いと思いま
す。（薬学部・6 年）

・覚えていません（薬学部・6 年）
・倫理，心理は，色々と考えさせられた

ので，受けてよかった。（薬学部・6 年）
・よい（薬学部・6 年）
・良かった。2 年次以降は専門科目が多い

ので貴重な機会だったと思う。（薬学部・
6 年）

・宗教の話はおもしろかったです。（薬学
部・6 年）

・覚えていない（薬学部・6 年）
・楽しかった。安藤さんという建築家を

知った。専門以外が教養としてたのし
めた。（薬学部・6 年）

・専門分野以外について見識を深めるこ
とができた。単位数等はちょうど良かっ
た。（薬学部・6 年）

・科目数や単位は必要十分。内容は医療
に関連したものもあり，大学としての
特色を感じられた。（薬学部・6 年）

・適切であった。（薬学部・6 年）
・語学関係を充実させてほしい（薬学部・

6 年）
・単位が多いと思う。必要なのか不明（薬

学部・6 年）
・あまり必要性は感じなかった（薬学部・

6 年）
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・教養を学べたのはよかった（薬学部・6
年）

・1 年のうちに，専門以外の科目を学ぶに
は丁度よかった。（薬学部・6 年）

・適当（薬学部・6 年）
・文化人類学　とても興味深くおもしろ

かったです　いろいろな文化や歴史，
考えかた，視点を学べました。今でも
印象に残っています。（薬学部・6 年）

・心理学，倫理学など，役立つ，ために
なる内容も多い授業もあったが，ただ
教か書を読んでいるだけの授業もあり，
これは取っても無駄と感じるものも
あった。（薬学部・6 年）

・好きなのを受こうすればOK。（薬学部・
6 年）

・適当。（薬学部・6 年）
・単位が多い（薬学部・6 年）
・覚えていない。（薬学部・6 年）
・倫理とか人として大切なことを学べた。

（薬学部・6 年）
・ちょうどよいと思います。（薬学部・6年）
・達切でした（薬学部・6 年）
・適切だと思う（薬学部・6 年）
・多くもなく少なくもなくだと思う。ただ

必要ないような気もする（薬学部・6年）
・1 年次から 2 〜 6 年次の科目にあまりつ

ながりがなく，意義を感じにくい。（薬
学部・6 年）

・専門では学べないことをやってくれた
のでよかった。（薬学部・6 年）

・科目の数は多かった（薬学部・6 年）
・もっと教養を自由に学ぶ機会，時間が

欲しかった（薬学部・6 年）
・少なくてもよいと思う（薬学部・6 年）
・ちょうどいいと思います。（薬学部・6年）
・良かったと思う（薬学部・6 年）
・ちょうどいいと思う（薬学部・6 年）
・全てちょうど良かった。（薬学部・6 年）
・文系に近い科目を学べたのは楽しく，教

養にもなって良かった。（薬学部・6 年）
・適切（薬学部・6 年）
・文化人類学がすごく好きでした。初め

て教わる物事の考え方などがとても新
鮮で面白かったです。（薬学部・6 年）

・少なすぎることも多すぎることもなく，
ちょうどよいと思います（薬学部・6年）

・覚えてない（薬学部・6 年）
・覚えていない（薬学部・6 年）
・学んだ内容で覚えていることはあまり

ない。役立つと実感できていない。（薬
学部・6 年）

・はい（薬学部・6 年）
・必要だったから受けたが，なるべく少

なくしたい（薬学部・6 年）
・印象に残っていないのであまり役立っ

ているとは思えない。他学部と関われ

たのは良かった。（薬学部・6 年）
・もっと幅広い科目を学びたかった。（薬

学部・6 年）
・ちょうど良かった。（薬学部・6 年）

【学年不明】
・満足でした。（薬学部・学年不明）

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・内容はどの授業もよかったと思う。（薬

学部・1 年）
・若干多い。（薬学部・1 年）
・日本と国際社会についてやった→話す

力がついた　要約したりディスカッ
ションが多くてよかった。4 科目 8 単位
（薬学部・1 年）

・もっとflexibleでもいいと思います。（薬
学部・1 年）

・丁度いい（薬学部・1 年）
・そのままでかまわない（薬学部・1 年）
・適当（薬学部・1 年）

【２年生】
・楽しかった。（薬学部・2 年）
・必要単位数が多い。科目の数は選択肢

が多くて良かった。（薬学部・2 年）
・興味が広がったのでよかった。（薬学部・

2 年）
・必要単位数はこのままでよいが，二外

を必修にすべき（薬学部・2 年）
・多い（薬学部・2 年）

【３年生】
・鵜澤先生の倫理Ｂで動物実験に関する

授業があり，現在の自分の将来とつなが
る部分があってよかった。この先生の授
業は是非継続すべきだ。（薬学部・3 年）

・前・後期と同じ先生が行う授業をとる
と，より広い話がきけて面白かった。（薬
学部・3 年）

・楽しかった。（薬学部・3 年）
・もう少し増やしてほしい。（薬学部・3年）
・もうすこしとれる単位数を増やしてほ

しかった。（薬学部・3 年）
・取りたい単位をすべて取ろうとすると

上限に達してしまうのが少し残念。興味
深いものは多くあった。（薬学部・3 年）

・上限でなければもう少し履修したかっ
た（薬学部・3 年）

・ちょうどいい（薬学部・3 年）
・十分であると思う。（薬学部・3 年）

【４年生】
・特に変える必要はないと思います。（薬

学部・4 年）

獣医学部獣医学科
【１年生】
・いいと思う。（獣医学部・1 年）
・個人と社会はおもしろかった（獣医学

部・1 年）
・すべて妥当だと思います。（獣医学部・

1 年）
・妥当（獣医学部・1 年）
・科目数（必要な）が多すぎる。（獣医学

部・1 年）
・適当。残念だが，専門科目でないこと

を理由に，手を抜く学生が多い印象が
ある。（獣医学部・1 年）

・科目の選べる幅が少なく感じる。（獣医
学部・1 年）

・教養をもっと深めたい。内容にかぶり
を感じるという意味で，新たな知識を
得られる授業を少し増やして，授業内
容を通して熟考することで自己形成に
役立つような授業の単位数を少しだけ
減らしてほしい。（獣医学部・1 年）

・将来役に立つ授業で，科目の数や必要
履修単位数は適正だと思う。（獣医学部・
1 年）

・学部・学科にって必要修得単位数は違
うが，妥当な必要数だと思う。内容も
十分だと思う。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・もっと科目数を増やして欲しい。語学

など，十和田キャンパスからもビデオ
で受けたい。（獣医学部・2 年）

・理系の学生にも必要な内容だし，受講
するとおもしろいと感じたので，もっと
あってもいいと思った。（獣医学部・2年）

・妥当だと思う。（獣医学部・2 年）
・ちょうど良かった。ただ心理学の民位

評価は謎だった。何を基準に良や優の
評価しているのかがあいまいだった。
（獣医学部・2 年）

・必要なことだと思う。2 年生からは専
門科目しかやらなくなってしまうので。
（獣医学部・2 年）

・科目数も充実し，単位数，内容も満足
のいくものであったと思う。（獣医学部・
2 年）

・自分で決められて良かった。1 年の時は
必修も少ないので丁度良い単位数だと
思う。（獣医学部・2 年）

・文化人類学は様々なものの見かたや世
界のことを知れて楽しかった。（獣医学
部・2 年）

・良い授業が多かったように思います。
（獣医学部・2 年）

・興味深い物が多かったので，もっと受
けられる科目数を増やしてほしい。（獣
医学部・2 年）

薬学部／獣医学部
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・問題提起のある授業がおもしろかった。
（獣医学部・2 年）

・頑張れば前期だけで必要単位が取れる
点が良い。（獣医学部・2 年）

・ 6 単位は多いと思う。4 単位で充分（獣
医学部・2 年）

・ちょうどいいと思う（獣医学部・2 年）
・ちょうどよい（獣医学部・2 年）
・ 6 科目は多すぎる（獣医学部・2 年）
・ちょうどいいと思う。（獣医学部・2 年）
・あまり必要なし（獣医学部・2 年）
・以前国立の大学にいたせいか，北里の

科目・単位が驚くほど少ないと思った。
もちろん，先生が自前で用意しづらい
という理由もあるのだろうが。（獣医学
部・2 年）

・適切だと思う。（獣医学部・2 年）
・選択できる単位の上限が低いので，多

くしてほしい。（獣医学部・2 年）
・興味をもてる科目もあったが必要履修

単位数は半分でよかった。（獣医学部・
2 年）

・ 2 年次以降は専門分野ばかりになって
しまうので，1 年次のうちに教養を深め
るのがよいと思う。色々な科目もある
ので学生は自分が何を学ぶか選べるの
で良いと思う。（獣医学部・2 年）

・もっと履修したかった。他大の授業も
受けてみたかった。（獣医学部・2 年）

・今のままで満足している。（獣医学部・
2 年）

・科目の数がもう少し多く，自由に選べ
ると良いと思う。（獣医学部・2 年）

・覚えていない（獣医学部・2 年）

【３年生】
・後期をもう少し専門科目に回してほし

いです。（獣医学部・3 年）
・科目数，必要履修単位数はちょうどよ

いと思います。（獣医学部・3 年）
・ちょうどいい（獣医学部・3 年）
・研究室の決定に影響するのか否か最初

にしっかり説明してほしい（獣医学部・
3 年）

・おもしろいものもあったが，大学でやる
内容というよりも自分から興味をもって
調べたりした方が身につくし，そうする
べき内容だと思った。（獣医学部・3 年）

・ちょうどよかったと思う。高校で日本史
を学ばなかったので，歴史系の教養科目
を履修できてよかった。（獣医学部・3年）

・単位数は少ない方がいい。（獣医学部・
3 年）

・ 1 年から十和田でいいと思うのでPCで
受けることができればいいと思う。（獣
医学部・3 年）

・忘れた（獣医学部・3 年）

・適切だと思います。（獣医学部・3 年）
・適当であると思う（獣医学部・3 年）
・ちょうどよいと思います（獣医学部・3

年）
・科目の幅が足りていなかった。（獣医学

部・3 年）
・特になし・・・忘れてしまいました。（獣

医学部・3 年）

【４年生】
・一般的な教養を身につけるのに役立ち，

自分の学びたいことを選択できるのが
良かった。（獣医学部・4 年）

・妥当。理系だとこういう科目にふれる
ことがないので良い。（獣医学部・4 年）

・ 4 年前のことなので，ほとんど覚えて
いないです。専門科目の方に時間を使っ
てほしかったです。（獣医学部・4 年）

・適切だと思う（獣医学部・4 年）
・面白かったので多めにとって単位も取

得した。文句なし（獣医学部・4 年）
・ちょうどいいくらいの量だった。（獣医

学部・4 年）
・ 1 年の頃は専門科目も少なく，人文社

会科学のことを学べる授業は 1 年のと
きしかとれない（2 年以降はずっと専門
科目のみ）のでもっと必要単位を増や
し内容を濃くしても良いと思う。（獣医
学部・4 年）

・受けて損はないと思う。（獣医学部・4年）
・興味深いものもあったが数が多いし，

意外と厳しい。（獣医学部・4 年）
・最小限で良いと思う（獣医学部・4 年）
・単位のために受けたため（獣医学部・4

年）
・大切です。理系にも必要！（獣医学部・

4 年）

【５年生】
・よいと思う。（獣医学部・5 年）
・科目数や単位数はよいと思います。内

容をもっと厚くしてほしいです。（獣医
学部・5 年）

・宗教などの内容はおもしろかった（獣
医学部・5 年）

・社会科学系の科目は 1 年次にしか触れ
られないため，数多めにあってもよい
と思う。単位数はちょうどよいと感じ
た。文化人類学がいまだに印象に残っ
ている。（獣医学部・5 年）

・ 2 年以降に触れる機会が無いからこそ
受けた意味はあったと思う。（獣医学部・
5 年）

・必要はあまりないと思う。（獣医学部・
5 年）

・覚えていません。（獣医学部・5 年）
・文学的な授業は好きだった。もっと文

系科目に力を入れて，多様な見方がで
きる学生を生み出していってはどう
か？（獣医学部・5 年）

・もう少しとりたかったです。（獣医学部・
5 年）

・適度。（獣医学部・5 年）
・専門が高学年で殆どを占めるからこそ，

ここで知らないと将来恥をかくと思う。
充実させてほしい。（獣医学部・5 年）

・当時は楽しかったが，今にどう役立っ
ているかは不明。（獣医学部・5 年）

・多い。将来的に求められる技術・知識
とはあまり関係ない。（獣医学部・5 年）

・獣医師としてこれらの科目から得られ
る教養としては「どのような思想，思考
の人々がいて，どう接することが大切な
のか」を学べる科目が（獣医学部・5 年）

・覚えていない。（獣医学部・5 年）
・これらの科目は必要ないと思う。文系

大学だけでやってほしい。（獣医学部・
5 年）

・専門科目だけを学ぶのではなく，社会
で必要な幅広い知識を身に付けること
ができた。（獣医学部・5 年）

・人生を歩むうえで，必要な知識である
と思う。（獣医学部・5 年）

・理系だから，文系の科目を学べるのは
楽しかった。（獣医学部・5 年）

・適切（獣医学部・5 年）
・良い（獣医学部・5 年）

【６年生】
・もっと授業の数を増やした方が良い。

（獣医学部・6 年）
・現状維持で良いと思います。（獣医学部・

6 年）
・もっといろいろな科目を他の学年に

なってからも触れたい。専門科目ばか
りで専門学校にいるみたいだ。（獣医学
部・6 年）

・ちょうど良かった。（獣医学部・6 年）
・ちょうどよい科目数，単位数だったと

思います。（獣医学部・6 年）
・昔のことなのでおぼえていません。（獣

医学部・6 年）
・いらないです。専門科目をもっと早く

からやった方が良いです。（獣医学部・
6 年）

・興味深い内容の授業が多かったので，
もっとたくさん受けてみたかった（獣
医学部・6 年）

・良い思い出になっている。（獣医学部・
6 年）

【学年不明】
・答えの出ない問題について話し合った

り聞いたりするのが良い。十和田キャ

獣医学部
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ンパスでも開講して下さい。（獣医学部・
学年不明）

・科目数，必要単位数，内容とも適切で
あった。（獣医学部・学年不明）

獣医学部動物資源科学科
【１年生】
・ちょうど良い単位数だと思う。2 年次か

らは専門分野に入ってしまうため，1 年
次に教養科目をやっておいたほうがい
いと思う。（獣医学部・1 年）

・専門の科はテストでもよいが社会学な
どはテストなしでもよいのではないか。
（獣医学部・1 年）

・文系の科目が充実していて非常に満足
している。全く知らなかったことばか
りで大いに楽しさを感じている。（獣医
学部・1 年）

・科目数は豊富で，学生それぞれが興味
のあるものを選択することができて良
いと思うし，必要履修単位はちょうど
良いと思う。（獣医学部・1 年）

・必要履修単位数をへらしてほしい（獣
医学部・1 年）

・理系メインの大学で文系の科目が学べ
るのは貴重だし，科目数も多くてよかっ
たです。単位数はちょっと多いかなと
思いました。（獣医学部・1 年）

・おもしろく，興味をそそるものが多かっ
た。ただ，歴史について深く入り込ん
だ授業（例えば戦国時代についての授
業は皆，興味を持つと思う）がもっと
ほしかった。（獣医学部・1 年）

・適正だと思う（獣医学部・1 年）
・必要履修単位数が多いと感じた。（獣医

学部・1 年）
・ちょうど良かった。（獣医学部・1 年）
・科目の数が多かった。（獣医学部・1 年）
・少し多いかもしれない。（獣医学部・1

年）
・妥当である（獣医学部・1 年）
・単位数はもう少し少なくてよいと思う。

（獣医学部・1 年）
・良い。（獣医学部・1 年）
・人文社会科学系の教養科目を減らして必

修科目を増やすべきだ。（獣医学部・1年）
・今のままで良いと思う。（獣医学部・1年）
・普段考えたりしないことを考えること

ができたので，良かったです。（獣医学
部・1 年）

・良いと思う。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・ 1 群とかでくぎられて卒業単位に関係な

い（必要最低限とっとけば）だとやる気
がでない（獣医学部・2 年）

・理系の知識をどのようにこれから使っ

ていくか考えることができる内容でし
た。（獣医学部・2 年）

・必要ないと感じた（獣医学部・2 年）
・適当だった。社会や政治を知ることが

できたからよかった。（獣医学部・2 年）
・世界の文化や思想の違いなどを深くま

なべた。人との考えなどの違いを受けと
めることができ，相手を思いやることが
できるようになった（獣医学部・2 年）

・さほど重要視しなくて良いと思う（獣
医学部・2 年）

・ちょうど良いと思う（獣医学部・2 年）
・丁度良かったと思う。（獣医学部・2 年）
・理系以外にも広い分野にふれることがで

きてとてもよかった。（獣医学部・2 年）
・ちょうどいいと思う。（獣医学部・2 年）
・2 群科目を履修したくて大学に入った

人たちにとってはつまらないかと思う，
ので，単位数や科目数は減らさなくて
いいがもう少し 2 群科目を意識できる
ものもしくは 2 群を増やしてほしい（獣
医学部・2 年）

・適当だと思う。（獣医学部・2 年）
・少し多すぎたと思います。専門の科目

をふやしてもいいと思います（獣医学
部・2 年）

・科目数は少し多いような気がした。（獣
医学部・2 年）

・何取ったか覚えてないので，書くこと
なし。（獣医学部・2 年）

・妥当（獣医学部・2 年）
・丁度よかったと思います。（獣医学部・

2 年）
・文系科目，幅広くて良いと思う。（獣医

学部・2 年）
・適切だと思う。（獣医学部・2 年）
・倫理学はとてもおもしろかった。（獣医

学部・2 年）
・科目数が多くあり，自分の学びたい授

業が選びやすかった。（獣医学部・2 年）
・ 2 年になるとこういう科目はほぼなく

なるので，1 年生のうちにしっかりと学
ぶべきだと思う。（獣医学部・2 年）

・獣医学部でも必要な科目なのか疑問に
思った。（獣医学部・2 年）

・内容が好まないものが多かった。（獣医
学部・2 年）

・妥当。（獣医学部・2 年）
・妥当だと思う（獣医学部・2 年）
・ちょうどよい。（獣医学部・2 年）
・興味のある分野を，選択的に学べて良

かった。（獣医学部・2 年）
・ちょうどいいと思う。（獣医学部・2 年）
・適当だと思う。（獣医学部・2 年）
・単位数が多い（獣医学部・2 年）
・丁度良い。（獣医学部・2 年）
・丁度良いと思う。（獣医学部・2 年）

・専門分野では扱わない文系的な学問で
あり，新鮮で面白かった。（獣医学部・
2 年）

【３年生】
・必要履修単位数は多いと感じた。（獣医

学部・3 年）
・月曜・火曜に授業が集中しており，必修

科目の授業や，教職課程の授業と重な
ることが多く，履修したくてもできない
授業が多かった。もっと，木曜・金曜に
も開講してほしい。（獣医学部・3 年）

・科目の数を増やしたい。履修できる時
限を増やしてほしい。（獣医学部・3 年）

・私は文系出身なので楽しかったです。
（獣医学部・3 年）

・ 2 年次以降は専門科目が主になるので，
現在と同じくらいの科目数等で良いと
思う。（獣医学部・3 年）

・理系の学校であるため 1 年次に学べる
ことはよかった（獣医学部・3 年）

・すでに入試で能力を確認されているた
め，基礎の基礎から教える必要はない
と思う（獣医学部・3 年）

・適当だと思います（獣医学部・3 年）
・必要単位数が多く感じた。（獣医学部・

3 年）
・教養を身につける上で役に立つ。（獣医

学部・3 年）
・ちょうどいいと思う（獣医学部・3 年）
・必要履修単位数が多かった。そこまで

興味を持てるのが少なかったから大変
だった。（獣医学部・3 年）

・特に意味はない（獣医学部・3 年）
・必要だと思う。（獣医学部・3 年）
・良い。（獣医学部・3 年）
・専門科目を学ぶにあたって，あまり必

要ないように思える。（獣医学部・3 年）
・科目数が多いのは良いが，必要履修単位

数は多くなくて良い（獣医学部・3 年）
・科目数は多くていろいろ選べてよかっ

たと思う。専門分野以外のことも学べ
てよかった。（獣医学部・3 年）

・もう少し減らしてもよい（獣医学部・3
年）

・興味のある科目については知識の幅も
広がり，おもしろかった。丁度いいと
思う。（獣医学部・3 年）

・良い（獣医学部・3 年）
・科目が多く，様々な分野からやりたい

科目を選べるのは良かった。（獣医学部・
3 年）

・もっと多様化してほしい（獣医学部・3
年）

・理系の専門分野だけでは不十分と考え
るので，もっと科目や必要単位が多く
ても良いと思う。（獣医学部・3 年）

獣医学部
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・適切である。選択肢の幅が広く，受講
してみて自分はどの分野に興味がある
のかを理解できた。（獣医学部・3 年）

・科目数，単位はちょうど良い。二年次
以降は専門的となり，この分野にはふ
れることがないので，きちょうな経験
だった。（獣医学部・3 年）

・私は，前後期ともなるべくバランス良
く履修するようにしていたので，その
点で丁度良かったように思います。（獣
医学部・3 年）

・非常に内容も良く，単位数も適当であっ
た。（獣医学部・3 年）

・よかったと思う。専門分野を学ぶ上で，
基礎を身につけていないとわからなく
なってしまうため。（獣医学部・3 年）

・ 1 年次に受けたこれらの授業はどれもお
もしろく，興味が持てた。科目の数や単
位数も適切だと思う。（獣医学部・3 年）

・適当な数，内容であったと思います。（獣
医学部・3 年）

・あまり興味がなくても単位のために受
ける必要があったため，幅広く科目を
増やしてほしい（獣医学部・3 年）

・科目の数はちょうど良かったが，内容
が理解できなかったものがある。（獣医
学部・3 年）

・受けてみたかった科目が単位数に含ま
れない科目だったのが残念だった。（獣
医学部・3 年）

・自分の知らない文化や考え方を学ぶこ
とができてよかった。（獣医学部・3 年）

・自分の専門分野以外の事を知る機会に
なったので良かった。数もちょうど良
いと思う。（獣医学部・3 年）

・憶えていない（獣医学部・3 年）
・覚えていない（獣医学部・3 年）
・妥当だと思います（獣医学部・3 年）
・良いと思う。2 年以降は専門を深く学ぶ

ので，1 年生のうちにこれを学べるので，
負担にならない（獣医学部・3 年）

・今のままでいいと思う（獣医学部・3年）
・良いと思う（獣医学部・3 年）
・ちょうどいいと考える。（獣医学部・3年）
・あまりいらない。1 年次から専門的なこ

とを学びたかった。（獣医学部・3 年）
・適切だと思います。（獣医学部・3 年）

【４年生】
・適切であると感じる。語学については

集中講座にするか，週 2 － 3 回のコマ
数にすると効率よく知識が付くのでは
ないかと思う。（獣医学部・4 年）

・理系の学生になじみやすいように工夫
されたものもあり，楽しいものが多かっ
た。選択の幅が広くて楽しかった。単
位数は，多すぎず少なすぎずよかった

と思う。（獣医学部・4 年）
・幅広く学べるのでとても楽しかったで

す。単位数も特に問題ないと思います。
（獣医学部・4 年）

・あまりおぼえてない（獣医学部・4 年）
・覚えていません。（獣医学部・4 年）
・取得単位も丁度良い数だと思った。（獣

医学部・4 年）
・ちょうど良い（獣医学部・4 年）
・おぼえていません。（獣医学部・4 年）
・もう少し科目数が多い方が良い（獣医

学部・4 年）
・ 2 〜 4 年次でも，活用できる授業の選択

ができるとよいと思う。（獣医学部・4年）
・発想をより豊かにするのによいと思い

ます。理系の科目だけだと頭が固くなっ
てしまう気がします。（獣医学部・4 年）

・私立理系型の大学であるためか，一般
常識レベルでの社会科目への知識が不
足している学生が多いと感じる。社会
へ出る事を視野に入れるのなら，必修
科目として設定しても良いと思う。（獣
医学部・4 年）

・科目の数は丁度よかったと思うが，理
解し辛い科目が多々あったように思う。
（獣医学部・4 年）

・ちょうど良かったと思います。（獣医学
部・4 年）

・選択科目数が多くあるのがよいと思い
ます。（獣医学部・4 年）

・単位をかせぐのにいいと思う。（獣医学
部・4 年）

・科目数や必要単位はちょうどいいと思
いますが，内容が科目ごとにレベルが
違いすぎる。（獣医学部・4 年）

・科目数，単位数はちょうどよかった。（獣
医学部・4 年）

・あまり必要ないと思う（獣医学部・4年）
・覚えていない（獣医学部・4 年）
・十分。（獣医学部・4 年）
・専門科目とあまり関連はないが，教養

を広げる上で役に立っと思う。（獣医学
部・4 年）

・よいと思う。（獣医学部・4 年）
・良いと思う（獣医学部・4 年）
・ある方がいいと思う。もっと幅広い科目

があってほしかった。（獣医学部・4 年）
・あまり覚えていない。（獣医学部・4 年）
・科目の数は十分だと思います。（獣医学

部・4 年）
・科目数，単位数，内容ともちょうど良

いと思う。（獣医学部・4 年）
・必要単位数は，適当であると思います。

（獣医学部・4 年）
・良いと思います。専門的に知識だけで

なく，広い知識が得られた。（獣医学部・
4 年）

・いろいろな授業があっておもしろかっ
た。ドイツ語で，Ｚ学科は自由選択掲
目になっていて，履修しても単位にな
らないものがあり，単位として認める
べきだと感じた。（獣医学部・4 年）

・適当（獣医学部・4 年）
・もっと多いほうが良いと思う。（獣医学

部・4 年）

【学年不明】
・適当だと思う。（獣医学部・学年不明）

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・必要単位数が多い（獣医学部・1 年）
・良いと思う。政治はとても楽しかった。

（獣医学部・1 年）
・科目数や必要単位数はちょうど良いと

思うが，役立つものではないと思った。
（獣医学部・1 年）

・そのままでいいです。（獣医学部・1 年）
・よいと思う。（獣医学部・1 年）
・ちょうど良いと思います。（獣医学部・

1 年）
・とても充実していると思う。（獣医学部・

1 年）
・多くもないし少なくもないのではない

かと思いました。（獣医学部・1 年）
・個人的に人文社会科学系の教養科目に

興味のわく授業が多かった。必要履修
単位数については特に異論はない。（獣
医学部・1 年）

・科目数や単位数は丁度良かったと思い
ます。（獣医学部・1 年）

・丁度良い。（獣医学部・1 年）
・興味深い内容の科目が多くあった。（獣

医学部・1 年）
・申し訳程度で受けていれば良い。（獣医

学部・1 年）
・すべてちょうど良いと思う。（獣医学部・

1 年）

【２年生】
・日本国憲法はとても教えが良く一般知

識を学ぶ場として大変良かった。（猪な
んちゃら先生の講議）（獣医学部・2 年）

・変更なしでよいと考える。（獣医学部・
2 年）

・ちょうどいいと思う。（獣医学部・2 年）
・たのしかった（獣医学部・2 年）
・ちょうどいい（獣医学部・2 年）
・1 年次しか履修できないのは残念（獣医

学部・2 年）
・覚えていない。（獣医学部・2 年）
・科目数，単位数ともにちょうど良いと

思う。内容には難易度にばらつきがあっ
た。（獣医学部・2 年）

獣医学部
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・科目は 1 科目選択で良いと思う。単位
数は何でも良い。内容は視野を広げら
れるような，世界を知れる内容が良い。
（獣医学部・2 年）

・幅広い知識を得る上でしっかりと考慮
する必要性があると感じる。（獣医学部・
2 年）

・物事の考え方の多様性について学べた
と思う。（獣医学部・2 年）

・考えを深める上で役立っている。他分
野との結びつきが見える。（獣医学部・
2 年）

・不満は特にありません（獣医学部・2年）
・いらないです。（獣医学部・2 年）
・選択できる科目なのでいままで通りで

良いと思う。（獣医学部・2 年）
・文系科目な感じだったため苦手だった。

（獣医学部・2 年）
・高校であまり触れなかった分野に触れる

ことができるので有用。（獣医学部・2年）
・ちょうど良いと思う。（獣医学部・2 年）
・ちょうど良い（獣医学部・2 年）
・もう少し必要履修単位数が多くてもいい

と思う。1，2 科目分程。（獣医学部・2 年）
・適当だと思う。内容も良かった。（獣医

学部・2 年）
・適切（獣医学部・2 年）
・このままで良い（獣医学部・2 年）
・現在のままで十分満足だと思います。

（獣医学部・2 年）
・とても興味深く，勉強になることばかり

だった。特に文化人類学がおもしろかっ
たし，今の社会を生きていくうえで理
解しておくべきことだと思った。倫理
もおもしろかった。（獣医学部・2 年）

・科目数・必要履修単位数については，
Ｅ科はこの位で良いと思います。（獣医
学部・2 年）

・科目数は十分　授業内容は専門科目よ
り充実。（獣医学部・2 年）

・適切な単位数だと思います。（獣医学部・
2 年）

【３年生】
・適切だと思います。（獣医学部・3 年）
・問題なし（獣医学部・3 年）
・妥当である（獣医学部・3 年）
・適切であった。（獣医学部・3 年）
・意味のある授業だと思いました。（獣医

学部・3 年）
・科目の数が少ない。単位数は十分。もっ

と深い内容でいいと思う。（獣医学部・
3 年）

・ちょうど良いと思う（獣医学部・3 年）
・あまり科目数も多くなくある程度自由

に選べる点もよいと感じた（獣医学部・
3 年）

・ほどよく感じた。（獣医学部・3 年）
・よいと思う（獣医学部・3 年）
・今まで経験したことのない授業ばかり

で楽しかった。（獣医学部・3 年）
・適切でした（獣医学部・3 年）
・適切である。（獣医学部・3 年）
・選べる科目数は十分あったと思うが，何

のために履修すべきなのか，どうして
必要単位数がこれ程あるのか，よくわ
からず履修していた。（獣医学部・3 年）

・特に不満はありません（獣医学部・3年）
・適切だった。（獣医学部・3 年）
・適当であった。（獣医学部・3 年）
・興味がある内容が多く，良かったと思

いました。科目の数もちょうど良いと
思いました。（獣医学部・3 年）

【４年生】
・具体的にどの科目のことか，パッと思

い出せない。（獣医学部・4 年）
・おぼえてない（獣医学部・4 年）
・文化や社会について学ぶのは専門とは

関係なく教養として役に立つので学べ
て良かったと思う。できれば 1 年次だ
けでなく 2 年以降にも履内できたら良
かった。（獣医学部・4 年）

・たくさん履修できて良かったです。（獣
医学部・4 年）

・やりやすかった（獣医学部・4 年）
・もう覚えてないです（獣医学部・4 年）
・覚えていない（獣医学部・4 年）
・ちょうどいいと思う。（獣医学部・4 年）
・特にどうとは思わない。1 年次では，必

要な科目をとり，あとは必要履修単位
におさまるように適当にとればいいと
考えていたから。（獣医学部・4 年）

・丁度良い。（獣医学部・4 年）
・増した方が，いいと思う。（獣医学部・

4 年）
・科目の数や単位数は適当であった。高

校で学んでいて当たり前という授業も
あり，苦労したものもあった。（獣医学
部・4 年）

・必要単位数はもう少し多くてもいい。
（獣医学部・4 年）

・理系に偏よらず，良い教養の勉びになっ
たと思っています。（獣医学部・4 年）

・履修することができる科目数を増やし
て欲しいと感じた。（獣医学部・4 年）

・選択肢が幅広く，興味のある分野を選
べた（獣医学部・4 年）

・適切な配分だと思います。（獣医学部・
4 年）

・自身の教養を深める上で必要であると
考えるため，科目数，必要単位数を増や
すべきだと思います。（獣医学部・4 年）

・単位数は充分である。内容もよかった。

（獣医学部・4 年）
・ちょうど良い。（獣医学部・4 年）
・履修時に足りていない科目について教

えてくれるのはよい。（獣医学部・4 年）
・おもしろかった（獣医学部・4 年）

【学年不明】
・ＢＦ（獣医学部・学年不明）

医学部
【１年生】
・良いと思う。（医学部・1 年）
・あまり興味がわかなかった。（医学部・

1 年）
・適当。（医学部・1 年）
・4 つは多いかな！！（医学部・1 年）
・必要だと思う専門科目を学んでいく上

で。（医学部・1 年）
・4→3単位で良いと思う。（医学部・1年）
・いらないと考える（医学部・1 年）
・いいと思う（医学部・1 年）
・医学部において，鵜澤先生の倫理学を

必修にし，原論や，チーム医療論，医
学研究をなくすべきであると思う。医
学研究はもう少し時間がたってからの
方が良いと思う（医学部・1 年）

・内容は，興味のわくものが多く，楽し
いです。（医学部・1 年）

・適切だと思います。（医学部・1 年）
・ちょうどよいと思う（医学部・1 年）
・もっと多くの科目と選択時間があると

よい（医学部・1 年）
・良いと思う（医学部・1 年）
・よい。（医学部・1 年）
・「芸術」で出欠をとらなくなったが，出 

欠をとらないと授業に行かなくなった
り学生が不真面目になるため出欠は
とってほしい。（医学部・1 年）

【２年生】
・倫理系は，必修にしたほうがいいと思

う。（医学部・2 年）
・全く必要ない（医学部・2 年）
・良い。（医学部・2 年）
・必修単位に入れるべきじゃない（医学

部・2 年）
・特に必要ないと思う。他大学では教養

科目を減らしてその分を専門科目（医
学）に当てているから。（医学部・2 年）

・適当であると思う。（医学部・2 年）
・いいと思う（医学部・2 年）
・意味ないです（医学部・2 年）
・意味ないです（おちた笑）（医学部・2

年）
・とても良い（医学部・2 年）
・あんまいらない（医学部・2 年）
・興味があまりなかった。（医学部・2 年）

獣医学部／医学部
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・医学だけではなく，その周りの色んな
世界を知れて良かった。（医学部・2 年）

・ちょうど良い（医学部・2 年）

【３年生】
・受けたい科目はいくつもあったが，学部

の必修科目と被ることもあり，残念で
あった。逆に興味がない科目が多いのに，
最低限の単位をとるために受講する必
要性がわからなかった。（医学部・3 年）

・経済や倫理など，常識として必要な科
目は，受けていてとても勉強になった。
こういう機会しか受けられないと思う
ので，もっと大切にすればよかった。
選べる科目数が多いのは良いこと。必
要履修単位数は少し減らしてもいいか
な。（医学部・3 年）

・必要なものであり，量もこれくらいで良
い。これからも続けるべき。（医学部・3年）

・ちょうどいいですかもっと自由にせん
たくしが多いといいと思いました（医
学部・3 年）

・いらない（医学部・3 年）
・必要なし（医学部・3 年）
・経済　世界史，などを 3 科目受けた，有

意義ではあったが，専門科目をもっと早
くやるべきだと思った（医学部・3 年）

・充分（医学部・3 年）
・あまり必要ではなかったなと感じてい

ます。（医学部・3 年）
・時間の無駄なので今すぐやめて 1 年次か

ら専門分野を扱うべき。（医学部・3 年）
・理想のカリキュラムに合わせて調節し

てよい（医学部・3 年）
・だとうだと思う。（医学部・3 年）

【４年生】
・心理学が楽しかった（医学部・4 年）

【５年生】
・どーでもよかった（医学部・5 年）
・忘れた。そんなレベルの授業（医学部・

5 年）
・教養が全く深まらない（医学部・5 年）
・適当（医学部・5 年）
・とてもいいです（医学部・5 年）
・教養として必要な授業，知識だと思う。

（医学部・5 年）
・教養科目は 1 年間をかけて行うもので

はないと感じました。（医学部・5 年）
・適度で良いと思います。（医学部・5 年）
・適切な単位数であった。（医学部・5 年）
・多い（医学部・5 年）
・適切だと思う（医学部・5 年）
・適切（医学部・5 年）
・必要履修であるべきではないが，希望者

のみ履修できれば。（医学部・5 年）

【６年生】
・内容が不十分。（医学部・6 年）
・ちょうどいい（医学部・6 年）
・やるんならしっかりやった方がいい。

（医学部・6 年）
・履修単位数が多すぎる。（医学部・6 年）
・必要ないと思う（医学部・6 年）
・十分であると思います（医学部・6 年）
・不要（医学部・6 年）
・ちょうどよいと思う。（医学部・6 年）
・科目の数が多いです（医学部・6 年）

海洋生命科学部
【１年生】
・現在のままで十分だと思います。（海洋

生命科学部・1 年）
・必要履修単位数は丁度良いと思った

（海洋生命科学部・1 年）
・興味がわく授業が多数あって良かった。

（海洋生命科学部・1 年）
・適切であったと思う。（海洋生命科学部・

1 年）
・科目の数，種類共に豊富ではあったが，

同一教員のものや，やや文系範囲にま
で届いていないものが多く，そこまで
魅力的なものは少なかった。卒業必修
単位も 6 単位と少なく，評価方法もま
ちまちで，若干の不公平感を感じた。（海
洋生命科学部・1 年）

・いまの内容や数，単位数で十分だと思
う（海洋生命科学部・1 年）

・ちょうど良い。（海洋生命科学部・1 年）
・専門外のことで楽しく受けることがで

きた（海洋生命科学部・1 年）
・適当だと思う。（海洋生命科学部・1 年）
・科目の数，必要履修単位数，内容とも

に全て丁度よいと思う（海洋生命科学
部・1 年）

・理科や数学，英語以外のことも学ぶこ
とができて充実していました。（海洋生
命科学部・1 年）

・自分にとっては興味のわく，いい授業
だったと思います。（海洋生命科学部・
1 年）

・心理学など興味深い授業もあったが，
地理なども学びたかった。（海洋生命科
学部・1 年）

・特に問題はない（海洋生命科学部・1年）

【２年生】
・適度であると思う。（海洋生命科学部・

2 年）
・よかったと思う　もう少しいろいろな

講義があるとよかった（海洋生命科学
部・2 年）

・ 2，3 年次でもとれるよう自由科目として
開講してほしい（海洋生命科学部・2 年）

・科目の数や内容など適切だと思います。
専門分野に入る前の教養科目として，
優意義な科目が多かった気がします。
（海洋生命科学部・2 年）

・内容は良いが，単位にかかわらず取り
たい科目が単位上限etcであまり取れな
かった（海洋生命科学部・2 年）

・心理学や哲学，文化人類学など，興味
のわく科目があり，楽しかった。色々
な物の見方を学べた。（海洋生命科学部・
2 年）

・必要履修単位数が多すぎる。もっと選
択の幅があって良いと思う。（海洋生命
科学部・2 年）

・ 2 年では全く無くなってしまうので，
もう少し必要単位数を増やしてもいい
と思った。（海洋生命科学部・2 年）

・もう少し少なくてもいいかなと思いま
す（海洋生命科学部・2 年）

・とても多くの科目があると思うが，多
い科目の中から自分のやりたい科目も
選ぶための幅が広がるので，その点に
関してはいいと思った。（海洋生命科学
部・2 年）

・社会常識，知識の拡大という点で役に
立った（海洋生命科学部・2 年）

・履修するにたりないと思う科目があっ
た（海洋生命科学部・2 年）

・興味がない人が多かったようだが，私
は必要だと思うし，とても楽しかった
（海洋生命科学部・2 年）

・必要な単位数がもう少し多くてもよい。
（海洋生命科学部・2 年）

・第二外国語の講義は二年次以降も履修
しなければ身につけることは難しいと
思う（海洋生命科学部・2 年）

・適当。（海洋生命科学部・2 年）
・単位数も内容も良かったと思う。（海洋

生命科学部・2 年）
・ 6 単位必要だったと思いますが，適切

だったと思います。（海洋生命科学部・
2 年）

・経済や心理学など，さまざまな科目が
あり，身近なテーマを扱っていたため，
興味をもつことができた。（海洋生命科
学部・2 年）

・とても良かったし，これからも続けた
方が良い。2 年にあがっても関連する
本を読んだりするくらいには良かった
（海洋生命科学部・2 年）

・どんな力がついたのかよく分からな
かった（海洋生命科学部・2 年）

【３年生】
・もう少し科目の種類を増やしても良い

と思う（海洋生命科学部・3 年）
・たくさん科目があって興味のあるもの
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を選択できてよかったです。（海洋生命
科学部・3 年）

・科目数は多いが，あまり取りたいのは
ない　歴史の変化とともに移り行く庶
民の生活について学べ，より歴史に興
味を持った。（海洋生命科学部・3 年）

・楽しかった（海洋生命科学部・3 年）
・こんな世界もあるのかと思った。（海洋

生命科学部・3 年）
・今のままで可（海洋生命科学部・3 年）
・科目数，必要履修単位数については 2

年前なので覚えていませんが，内容は，
とても興味あるものでした。（海洋生命
科学部・3 年）

・高校の授業では学んだことのない内容
で，とても役に立った。（海洋生命科学
部・3 年）

・良かったと思います（海洋生命科学部・
3 年）

・専門分野以外の学習が出来てよかった。
（海洋生命科学部・3 年）

・若干必要ないかなと思う科目があった
と思う。（海洋生命科学部・3 年）

・そんなにとっていなかったので，何と
も・・・（海洋生命科学部・3 年）

・現在の科目数，内容で十分だと思いま
す。（海洋生命科学部・3 年）

・適した単位数であると思う。また，内
容もそこまで難しくなく学びやすかっ
た。（海洋生命科学部・3 年）

・適切だと思います。（海洋生命科学部・
3 年）

・得に何も思わなかった（海洋生命科学
部・3 年）

・教養を身につける上で質，量ともによ
かったと思う（海洋生命科学部・3 年）

・文化人類学は内容がとてもおもしろ
かった。（海洋生命科学部・3 年）

・丁度いい（海洋生命科学部・3 年）
・興味のわくような内容ではなかったと

思う。（海洋生命科学部・3 年）
・もうおぼえていない（海洋生命科学部・

3 年）
・ちょうど良かったと思います。（海洋生

命科学部・3 年）
・科目の数は十分だが必要履修単位数は少

し多めだった。（海洋生命科学部・3 年）

【４年生】
・科目の数も必要単位数も適切だったと

思います。（海洋生命科学部・4 年）
・それぞれの講義で興味を深めるように

工夫されていて，受けていて楽しかっ
た（海洋生命科学部・4 年）

・十分（海洋生命科学部・4 年）
・もっと理系科目増やした方がいい（海

洋生命科学部・4 年）

・あまり覚えてないです。（海洋生命科学
部・4 年）

・妥当だと思います。（海洋生命科学部・
4 年）

・いいと思う（海洋生命科学部・4 年）
・興味のある科目を履修できることは，

自身の知識を深めていくのに役に立ち
ましたが，単位数や科目の重複などで
履修できなかったものもあったので，
それに関して不満はありました。（海洋
生命科学部・4 年）

・多くていい（海洋生命科学部・4 年）
・芸術の楽しみはかなり面白かった。（海

洋生命科学部・4 年）
・科目数や内容などに不満はないし，教

養を深められる良い機会だった。漠然
としたテーマで選択する時に悩んだ。
（海洋生命科学部・4 年）

・多すぎる　専門を増やしてほしい（海
洋生命科学部・4 年）

・自分の興味・関心に合わせて様々な科
目を履修できる事が良かった。ただ，出
席についてはリアクションペーパーで
代筆が可能な状況だったのが残念だっ
た。（海洋生命科学部・4 年）

・授業内容によっては，グループディス
カッションが設けられている科目もあ
るため，それを増やせばいいと思った。
（海洋生命科学部・4 年）

・取って良かったと思います。（海洋生命
科学部・4 年）

・必要履修単位数が少ない（海洋生命科
学部・4 年）

・丁度良い。（海洋生命科学部・4 年）
・必要（海洋生命科学部・4 年）
・もう少し深く内容を理解したいと思う

ときもあった。（海洋生命科学部・4 年）
・現況のままでいいと思います。（海洋生

命科学部・4 年）
・適当だと思う（海洋生命科学部・4 年）
・妥当な科目の数，必要履修単位数だと

思います。（海洋生命科学部・4 年）
・必要履修単位数は十分だと感じる。科

目数は理系学部とはいえ少なく感じた。
（海洋生命科学部・4 年）

・人文社会科学系の授業が楽しかったし，
物事を考える上で一番ためになった気
がする。（海洋生命科学部・4 年）

・妥当（海洋生命科学部・4 年）
・社会生活の上で必要になる知識でもあ

り，数や内容は満足だった。（海洋生命
科学部・4 年）

・多くても良いと思った。（海洋生命科学
部・4 年）

・おもしろかった気がします。（海洋生命
科学部・4 年）

・たのしくてよい授業が多かったのでた

いへんよいと思います。（海洋生命科学
部・4 年）

・社会に対して興味をもつきっかけに
なった。（海洋生命科学部・4 年）

・ちょうど良いと思う。（海洋生命科学部・
4 年）

・文化人類学は他文化と自分が身をおく
文化の違いを理解するのに大変有用で
した。（海洋生命科学部・4 年）

・適切（海洋生命科学部・4 年）
・必要な科目だとは思うが，もう少し履

修単位数を減らしていいと思う。（海洋
生命科学部・4 年）

・もっと単位数を減らして良いと思う。
（海洋生命科学部・4 年）

・少なくて良い（海洋生命科学部・4 年）
・適切だと思う（海洋生命科学部・4 年）
・現行で適正であると考える。（海洋生命

科学部・4 年）
・苦痛（海洋生命科学部・4 年）
・その時のニュースなどについていく？

ような授業だと思います。（海洋生命科
学部・4 年）

・今ぐらいある程度あっていいと思う。
（海洋生命科学部・4 年）

看護学部
【１年生】
・抽選で履修できるか，できないかが決

まる科目が多過ぎると思う。（看護学部・
1 年）

・このままで良いと思います。（看護学部・
1 年）

・適切であったと思います。（看護学部・
1 年）

・だとうだと思う。（看護学部・1 年）
・適切だと思います。（看護学部・1 年）
・特に不満に思うことはない。（看護学部・

1 年）
・自分にあっていると思う。（看護学部・

1 年）
・妥当だと思います。（看護学部・1 年）

【２年生】
・よいと思う。（看護学部・2 年）
・よい。（看護学部・2 年）
・よいと思う。（看護学部・2 年）
・よい。（看護学部・2 年）
・このままで良いと思う。（看護学部・2年）
・減らして良いと思います。もっと専門

的な事を学びたい（看護学部・2 年）
・必要履修単位の数は多いように思う。

（看護学部・2 年）
・数や単位について思う事はないが，内

容は興味をひかれる物が多くあった。
（看護学部・2 年）

・分野ごとに最低単位数が決められてお
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り，興味のない分野も履修しなければ
ならない（看護学部・2 年）

・今のもので良いと思う。1 回目の授業
をうけてから履修できるような仕組み
がよいと思っている。英語の授業は，
授業が淡白である気がする。ただ訳し
ているだけで学びになるのかと思った。
（看護学部・2 年）

・興味がある科目が多く，必要履修単位
以上に履修をした。内容も面白く，適
切なものが多かった。（看護学部・2 年）

・ちょうど良い（看護学部・2 年）
・適切であると思う。（看護学部・2 年）
・適切だと思います。（看護学部・2 年）
・科目の数が絞られていたため，選びや

すく，また 1 つの科目の中で幅広いこ
とが学べるため，とても良かった。（看
護学部・2 年）

・妥当（看護学部・2 年）
・必要な教養だと思うので今まで通りで

良いと思います。（看護学部・2 年）
・単位をとるだけの無駄な授業でした。

先生からも，単位をとらせるだけとい
う意欲のなさが感じられました。（看護
学部・2 年）

・単位数 4 でしたかね？それで良いと思
います。哲学がとても面白かったです。
ただ日本国憲法が，選ぶ先生により重
さが違いすぎるのはどうかと思いまし
た。（看護学部・2 年）

・妥当な，単位数や内容だと思う。（看護
学部・2 年）

・良いと思う。（看護学部・2 年）
・適当であった。（看護学部・2 年）
・あまり印象に残っていません。（看護学

部・2 年）
・適切だと思う（看護学部・2 年）
・適切である。（看護学部・2 年）
・いいと思います。（看護学部・2 年）
・倫理観や社会問題に関心を持てる内容

でよかった。（看護学部・2 年）
・適切である。（看護学部・2 年）

【３年生】
・覚えてない。（看護学部・3 年）
・覚えていません（看護学部・3 年）
・よいと思います。（看護学部・3 年）

【４年生】
・内容をほとんど覚えていない。（看護学

部・4 年）
・看護以外を学べ，科目数，単位数ともに

よかったと思います。（看護学部・4 年）
・人文社会学系の教養科目がどの授業の

ことだったかわからないです（看護学
部・4 年）

・適切であった（看護学部・4 年）

・適切だと思います。（看護学部・4 年）

【学年不明】
・経済とか日本がどういう状況なのか知

れてよかった。（看護学部・学年不明）
・ちょうど良いと思います。（看護学部・

学年不明）

理学部物理学科
【１年生】
・ディスカッションの場が少ない（理学

部・1 年）
・適切だと思う。（理学部・1 年）
・内容うすい（理学部・1 年）
・単位ほしさにとりたくないのをとって

た。（理学部・1 年）
・法律憲法を履修したが，これから生き

ていく上で必要な知識を得ることがで
きたと強く感じた。（理学部・1 年）

・もう少し科目数が増えても良い，他は
妥当。（理学部・1 年）

・レベル低い（日本国憲法）（理学部・1年）
・妥当だと思う（理学部・1 年）
・おもしろい（理学部・1 年）
・外国での活動の時にとてもやくにたつ

と思います。（理学部・1 年）
・先生方のお話はその道の人ということ

もあっておもしろい。（理学部・1 年）
・科目の数も内容も妥当だと思います。

（理学部・1 年）
・少し多い気もしたが，基礎固めにはちょ

うど良いと思う。（理学部・1 年）
・十分。（理学部・1 年）

【２年生】
・必要履修単位数はちょうどいいと思い

ます。内容も楽しく 1 年生のころの楽
しみでした。（理学部・2 年）

・あまり有用だと思えない。（理学部・2年）
・もっと必要履修単位数をへらしてもよ

い（理学部・2 年）
・いらない（理学部・2 年）
・今のままで良い（理学部・2 年）
・ただ出欠をとってレポート出すだけで

身につかない。卒業するためにとって
るだけ。意味ない。（理学部・2 年）

・もう少し少なくてもよい（理学部・2年）
・科目が少し多いように感じた（理学部・

2 年）
・これからの社会において，人情という

か，人の気持ちを理解するための講義
は重要であると思う　科目の数を現状，
もしくは増やしてもいいと思う（理学
部・2 年）

・良いと思う（理学部・2 年）
・丁度良いと思います。（理学部・2 年）
・必要履修単位数は適切だと思う。（理学

部・2 年）

【３年生】
・適当だったと思います。（理学部・3 年）
・非常に興味深い内容もあり，また，専

門科目も学ばなければならないことを
考えると，現行のままで充分だと思う。
（理学部・3 年）

・内容は基本的な事のみで良いと思う。
どんな分野でも基本はおもしろいと感
じる（理学部・3 年）

・今の状態が良いと思った（理学部・3年）
・理科系学生でも知っておくべき内容の

講義が多かったと思います。（理学部・
3 年）

・良いと思う。ただ出席だけを重視する
授業はどうかと思う。（理学部・3 年）

・適切だと思います（理学部・3 年）
・少し忙しかったがあってよかった。（理

学部・3 年）
・なにとったかおぼえていません！（理

学部・3 年）
・今のままでよい（理学部・3 年）
・一般教養としてはおもしろいものも

あったが覚えていないし役に立っては
いない（理学部・3 年）

・イタリア語の勉強がしたかった。（理学
部・3 年）

・1 年の内は単位を取る事にしか重点が置
かれていないのではっきり言って無意
味に近い。就活の終わった後に 4 単位
〜 6 単位必修で取った方が勉強の意欲
もあるし，良いと思う。（理学部・3 年）

・よく分かりません（理学部・3 年）
・妥当（理学部・3 年）
・人間として知っておくべき，学んでお

くべき内容が多い科目なので，もっと
必要性を見出し，多くの科目，単位数
を置くべき。（理学部・3 年）

・人数制限があり取れなかった教科が
あったので残念だった（理学部・3 年）

・必要数が多い（理学部・3 年）
・選ぶ科目にもよると思うが，私は科目

数についてはちょうどよいと感じた。
（理学部・3 年）

【４年生】
・ 2 科目，不必要。内容は物事を論理的に

考えさせるものだった。（理学部・4 年）
・多分 5 科目　法律と憲法はとても役

立った。（理学部・4 年）
・覚えていません。（理学部・4 年）
・あまりおぼえていないです。（理学部・

4 年）
・適切（理学部・4 年）
・科目数，必要単位数は適切だと思いま

す。（理学部・4 年）
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・科目数は妥当だと思います。単位数に
ついては，科目ごとに重みに差がある
と思います。例えば，大学基礎演習（レ
ポート，プレゼン，通年科目）とその
他の半年の科目とでは，内容に差があ
ります。（理学部・4 年）

・一般教養は必要であると思います。単位
数は丁度良いと思います。（理学部・4年）

・ちょうどよい単位数（理学部・4 年）
・ディスカッション・グループワークを多

く取り入れて考えを深めたいが，不真面
目に受ける人が多くて有効な話しあいが
もてなさそうだと感じた（理学部・4年）

理学部化学科
【１年生】
・科目数，必要単位数，内容，いずれも

適当だと思う。（理学部・1 年）
・もう少し面白い，やっていて楽しい授

業が欲しい（理学部・1 年）
・科目数，単位数は妥当であり，自らの

見識も深めることができる内容である。
（理学部・1 年）

・全てにおいて妥当だと思います。（理学
部・1 年）

・適切だと思う（理学部・1 年）
・あと 2 単位など必要なものが少なくて

もいいと思った。（理学部・1 年）
・十分だと思う。（理学部・1 年）
・適切だと思う。（理学部・1 年）
・よかったと思う。（理学部・1 年）
・面白く講義を受けられた（理学部・1年）
・適切であった（理学部・1 年）
・ふつうだと思います。（理学部・1 年）
・全て単位2にしてほしい（理学部・1年）
・ライスポは半年で 2 単位なのに健スポ

は 1 年で 2 単位なのはなぜですか。不
満です。（理学部・1 年）

・少なくしてもよい，本当にやりたいや
つだけやればよい（理学部・1 年）

・法律系の科目は英語より大事だと思う。
（理学部・1 年）

・適当にやってる人など身につかなくて
も単位がもらえるなら，元々の必要単
位数を減らして，専門科目に専念した
い。（理学部・1 年）

・週に 2 回は同じ授業を受けたい。Ａ，
ＢでＡだけまたはＢだけ時間割の関係
で履修できなくなるのを改善してほし
い（たとえば哲学Ｂは後期 2 限で履修
できない）（理学部・1 年）

・単位数は適切だと思う。（理学部・1 年）
・特に問題は無い（理学部・1 年）
・良いと思う。（理学部・1 年）
・ちょうどいいと思う（理学部・1 年）
・今のカリキュラムぐらいで良いと思う。

（理学部・1 年）

・妥当だと思う。（理学部・1 年）
・教養としては役に立った。（理学部・1年）
・特に問題ないと思う。（理学部・1 年）
・とても興味深い話が聞け役に立つとい

うよりおもしろかった（理学部・1 年）
・よく分からない（理学部・1 年）
・単位数は適切。思っていたのと異なる

内容があった。（理学部・1 年）
・科目数に幅をもたせるべきだと考える。

（理学部・1 年）
・将来にもう少し役に立つ内容だといい。

（理学部・1 年）
・妥当だと思う（理学部・1 年）
・社会に必要なことを学べるととても良

い機会になった。（理学部・1 年）
・若干はクドいと感じる内容はあったが，

妥当であると思った。（理学部・1 年）

【２年生】
・必要（理学部・2 年）
・経済のしくみを受講した際，医療系大学

である北里大学だからこその医療と経済
の関連を学べて良かった。（理学部・2年）

・少ない。もう少し色々選べるとよい。
内容がとてもよいので，必修科目と時
間が同じだと受けられなくてもったい
ない。（理学部・2 年）

・適切（理学部・2 年）
・役に立った（理学部・2 年）
・適切だと思う（理学部・2 年）
・妥当である（理学部・2 年）
・十分だと思う。（理学部・2 年）
・あんまりいらない（理学部・2 年）
・心理学楽しかったです。（理学部・2 年）
・課題を増やしたほうがよい（理学部・2

年）
・ちょうどよい。（理学部・2 年）
・ちょうどいいと思ってます。（理学部・

2 年）
・特になにも思わない。（理学部・2 年）
・これで良いと思う。（理学部・2 年）
・科目数もっとふやしてほしい。選択の

幅的に（理学部・2 年）
・十分な量だと思います（理学部・2 年）
・わからない（理学部・2 年）
・特にやる必要を感じなかった（理学部・

2 年）
・幅広い考え方ができるようになった

（理学部・2 年）
・丁度良いと思う。様々な文化に触れる

ことができるので，考えの幅を広げる
ことができた。（理学部・2 年）

・ある一定数は必要，内容は詳しくして
もよい（理学部・2 年）

・適切である。（理学部・2 年）
・必要単位数を減らしてほしい。（理学部・

2 年）

・科目はたくさんあればあるほど良いと
思います。必要履修単位は特に設定する
必要がないと思います。（理学部・2 年）

・科目の種類が少ない（理学部・2 年）
・仕事と人生では様々な社会人の体験が

聴けて，将来の為になったと思う。（理
学部・2 年）

・2 年から専門科目しかないので，1 年
生のうちに何科目か人文社会科学系を
履修するのはとてもよいことだと思う。
（理学部・2 年）

・ちょうどよい単位数（理学部・2 年）
・少なくとも教養科目として開かれてい

るほとんどの講義は私にとって興味も
意味も思い出せないものでした。もっ
と種類がほしい。（理学部・2 年）

・必要単位数に比べて興味のある内容が
あまりなかったです。（理学部・2 年）

・12 科目でちょうど良い（理学部・2 年）

【３年生】
・内容は自分の社会に対するモノの見方

を広げる意味で役立ったと思っている。
科目数履修単位数は共に丁度良い。（理
学部・3 年）

・適切（理学部・3 年）
・覚えてない（理学部・3 年）
・適当だと思う。（理学部・3 年）
・専門分野以外の科目にも触れることが

できて良かったと思う。（理学部・3 年）

【４年生】
・北里の悟りを聞けた。（理学部・4 年）
・忘れました。（理学部・4 年）
・いいと思う。（理学部・4 年）
・地理系の科目がほしかった。（理学部・

4 年）
・何も問題無いと感じた。（理学部・4 年）
・ある程度は必要だと思う。特に変える

必要はなく，このままでいいのでは（理
学部・4 年）

・専門科目が理系のみのため，教養とし
て必要であったと思う。（理学部・4 年）

・丁度良い。（理学部・4 年）
・科目数や必要単位数は適当。幅広い中

から自分の興味のあるものを選べたの
で自分の為になった。（理学部・4 年）

・全く以って必要ない。（理学部・4 年）
・単に与えられた知識をもらう為だけの

講義だったと今にして思いました。もっ
と積極的に自分の意見を述べる機会が
欲しかったです。（理学部・4 年）

・多い（理学部・4 年）
・教職に必要だったので良かった。（理学

部・4 年）
・もっと幅広い授業内容が展開されてい

ると嬉しかった。（理学部・4 年）

理学部
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・妥当であると思います。（理学部・4 年）
・減らして，専門分野をもっと学びたい

（理学部・4 年）
・今まで社会学系のことを学んでこなかっ

たので興味深かった。（理学部・4 年）
・大学4年になると殆ど忘れてしまうため，

教養よりも 1 年次から少しずつ専門科目
をやった方がいいと思う。（理学部・4年）

・だとうだと思う。（理学部・4 年）
・必要な単位数が多い，もっと自分の専

門をやりたかった。（理学部・4 年）
・妥当。特に無理がある単位数でも内容

でもなかった。（理学部・4 年）
・もう少しいろいろな分野の科目があれ

ばいいと思った。（理学部・4 年）
・もう少し分野をふやしてほしい（理学

部・4 年）
・科目の数はこのままでいいと思うが，

様々な分野に触れるためにも必要履修
単位数は増やした方がいいと思う。（理
学部・4 年）

・適度でよい。（理学部・4 年）
・全体的に妥当だと思うが科目によって

（先生によって）難易度に差があるよ
うに感じた（理学部・4 年）

・特に思うことはないです。（理学部・4
年）

理学部生物科学科
【１年生】
・適切と思います。（理学部・1 年）
・率直にシラバスをあまり凝視できては

いませんが，良いと思います。（理学部・
1 年）

・とても良いと思うが，単位によって難
易度の違いすぎる（理学部・1 年）

・1 人につき 2 つ程度でいいと思う。（理
学部・1 年）

・不満も希望もない（理学部・1 年）
・適当だと思う（理学部・1 年）
・科目数は十分あると思う（理学部・1年）
・妥当（理学部・1 年）
・このままで良いと思う。（理学部・1 年）
・わからない（理学部・1 年）
・必要単位数を増やして，基本的な知識

（専門に関係なくても）を増やす機会
があると良いと思う。（理学部・1 年）

・必要単位数はもっと減らした方がいい
と思う。（理学部・1 年）

・もう少し，科目の種類を増やしてほし
い。（理学部・1 年）

・ちょうど良いと思う（理学部・1 年）
・理系科目だけでは学ぶ内容が偏るなと

感じるため，これらの科目があるのは
ありがたい。（理学部・1 年）

・おもしろい授業が多かったように思う。
単位数もよい（理学部・1 年）

・丁度良い（理学部・1 年）
・理系大学だが，このような知識は将来

重要になると思うので，より充実させ
てほしい。（理学部・1 年）

・必要履修単位数をもう 2 単位ほど増や
しても良いので，もっと多くの選択肢
が欲しい（理学部・1 年）

・今のままで十分（理学部・1 年）
・シラバスの授業内容を見て興味を持っ

て履修したが，あまり楽しく感じない
ものもあった。（理学部・1 年）

・専門分野から離れ，様々な事を知る意
味で重要。1 つの科目でももう少し開講
時間が多いか複数の科目がかぶらない
ようにしてほしい。（理学部・1 年）

・おそらく 2，3 年次に使うであろう知
識の基礎を学べたので良かったと思う。
（理学部・1 年）

・必要履修単位数が多い（理学部・1 年）
・必要履修単位数が多すぎる（理学部・1

年）
・適切である。（理学部・1 年）
・特に悪いと思う点はなかったです。（理

学部・1 年）
・科目数は他の大学と比べると少ない気

がしますがそれ以外は適切だと思いま
す（理学部・1 年）

・内容がびみょう。（理学部・1 年）
・ちょうど良いと思いました。（理学部・

1 年）

【２年生】
・他大に比べて教養単位数が少ないと感

じる。（理学部・2 年）
・たのしかったです（理学部・2 年）
・もっと増やしていいと思う（理学部・2

年）
・妥当だと思います（理学部・2 年）
・ある程度は必要だと思う。（理学部・2年）
・適切だと思う。（理学部・2 年）
・基本的な考えを学べた（理学部・2 年）
・適当だった。（理学部・2 年）
・理系しかできない人が多いので，もっ

と増やした方がいい（理学部・2 年）
・多い（理学部・2 年）
・覚えていません。すみません。（理学部・

2 年）
・文化人類学最高でした。（理学部・2 年）
・教養を深めるために必要だと思う。（あ

る程度）（理学部・2 年）
・ちょうど良かった。（理学部・2 年）
・適当だと思う。（理学部・2 年）
・単位数は別に苦はない。内容は一般教

養が学べて良いと思う。（理学部・2 年）
・分かりやすく，自分の生活にリンクし

た内容をとりあつかっていて良かった。
必要単位数はちょうどいいと思うが，

もっと科目の種類が多くてもいいと思
う。（理学部・2 年）

・第 2 外国語って必修じゃなくていいん
ですか？（理学部・2 年）

【３年生】
・丁度良いと思う。（理学部・3 年）
・パソコンの授業を取っていたが，現在

実験レポートで必要なExcelの使い方に
ついては学ばなかったでの苦労した。
Office製品についての授業があったらよ
り役立つと思う。（理学部・3 年）

・一年時のうちには，十分に必要な数だ
と考える。大学の環境に慣れたり，大
学の授業形態という今までとは異なる
環境を，自由な科目として取ることが
できるのは良い。（理学部・3 年）

・程良いと思った（理学部・3 年）

【４年生】
・初学者にもわかりやすいよう，身近な

題材（新聞記事など）を利用して授業
を進行してくれていた。とてもわかり
やすかった。（理学部・4 年）

・倫理学や心理学など，普段では学べな
い授業をうけれて，有意義だった。（理
学部・4 年）

・その授業記憶にありません。（理学部・
4 年）

・理系であっても社会系には興味あるの
でいい。将来のことも考えると，経済
についてもさわりでも学んでおきた
かった。（理学部・4 年）

・ 2 年次でも受講すべき。（理学部・4 年）
・適当であると思う。（理学部・4 年）
・少なくしてもいい。（理学部・4 年）
・もう少し教養のウエイトを上げてもよ

いと思います。（理学部・4 年）
・きちんと授業を聞けば自分にとって役

に立つものが大いにあるが，たいして
話を聞いていなくても単位が取れるの
で，有用性に気がついている学生は少
ないと思う。（理学部・4 年）

医療衛生学部健康科学科
【４年生】
・適切だった。（医療衛生学部・4 年）
・幅広いジャンルから学べて良かったと

思うが，単位数が多いと思った。（医療
衛生学部・4 年）

・だとうだと思う。（医療衛生学部・4 年）
・一般教養として必要なことだと思った

（医療衛生学部・4 年）

理学部／医療衛生学部
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医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・適切だったと思います。（医療衛生学部・

1 年）
・もっと少なくても良いと思う。（医療衛

生学部・1 年）
・あまり，必要性を感じない。（医療衛生

学部・1 年）
・適切だと思う（医療衛生学部・1 年）
・単位数も妥当であり内容も今まで勉強

しなかった領域でよかった（医療衛生
学部・1 年）

・適切だと思う。（医療衛生学部・1 年）
・今の通りでよいと思う（医療衛生学部・

1 年）
・今のままで良いと思います。（医療衛生

学部・1 年）
・ちょうど良い（医療衛生学部・1 年）
・興味のある内容のものは，おもしろかっ

た。（医療衛生学部・1 年）
・今くらいでいいと思う。（医療衛生学部・

1 年）
・適切だと思う（医療衛生学部・1 年）
・もう少し科目の種類をふやして，選択

肢をふやしてほしい。（医療衛生学部・
1 年）

・適当だと思う。（医療衛生学部・1 年）
・ちょうど良いと思います。（医療衛生学

部・1 年）
・妥当（医療衛生学部・1 年）
・必要履修単位数が多い（医療衛生学部・

1 年）
・特になにも思わない（医療衛生学部・1

年）
・ちょうど良い科目数だと思う。（医療衛

生学部・1 年）
・知識が広がるのでおもしろかった。（医

療衛生学部・1 年）
・いいと思う（医療衛生学部・1 年）
・良いと思う。（医療衛生学部・1 年）
・ちょうど良いと思う。（医療衛生学部・

1 年）
・もっと学びたいものに近づけられる様

に，分野内で細分化してほしかった。（医
療衛生学部・1 年）

・良いと思う。（医療衛生学部・1 年）
・多いと思う。（医療衛生学部・1 年）
・幅広い教養を身につけることができた。

（医療衛生学部・1 年）
・妥当（医療衛生学部・1 年）
・丁度良い。（医療衛生学部・1 年）
・専門教養では得られない，より社会的

で日常的な知識が得られるので，よい
と思う。（医療衛生学部・1 年）

・問題ない（医療衛生学部・1 年）
・倫理学は，医療職につく者として必要

だと思う（医療衛生学部・1 年）

・適切（医療衛生学部・1 年）
・もっと専門的なことをやりたいので別

にいらない（医療衛生学部・1 年）
・ちょうどいいと思う。（医療衛生学部・

1 年）
・適切だと思います。（医療衛生学部・1年）

【２年生】
・おもしろかった（医療衛生学部・2 年）
・グループワークがよかった。（医療衛生

学部・2 年）
・科目数，単位数，内容すべて適切だと

思います。（医療衛生学部・2 年）
・覚えてません（医療衛生学部・2 年）
・世の中のことを知るきっかけにはなる

と思うので良かったと思う（医療衛生
学部・2 年）

・倫理学を受けたのは有意義であったと考
える（鵜澤先生）（医療衛生学部・2 年）

・単位数などは適当だと思います。（医療
衛生学部・2 年）

・心理学は役に立ったと思う。倫理は，
小林先生のようにもっと臨床の話をし
てほしかった。（医療衛生学部・2 年）

・ちょうどよかった。（医療衛生学部・2年）
・理系の知識■■て世の中のことを知れ

て良かった（医療衛生学部・2 年）
・おもしろかったから良かった（医療衛

生学部・2 年）
・社会に出てから必要な知識を得られる

授業だった。科目数，単位数は適当だ
と思う。（医療衛生学部・2 年）

・適切だと思う。（医療衛生学部・2 年）
・2 年次の授業数が多いので社会とかやる

より早めに 2 年次の授業をやってほし
い（医療衛生学部・2 年）

・単位数はちょうど良いと思う（医療衛
生学部・2 年）

・特に問題ないと思う。（医療衛生学部・
2 年）

・科目の数，必要履修単位数は良いと思う
　内容は医療を身近に感じるようなも
のが良いと思う（医療衛生学部・2 年）

・科目数 2，倫理（小林先生）の授業は医
療人としてとても役に立った。新しい考
え方が身についた。（医療衛生学部・2年）

・編入学なので履修していません。（医療
衛生学部・2 年）

・科目の数 ：2　医療にも役立つ内容で良
かったと思う（医療衛生学部・2 年）

・医療人になる前に一人の人間として身に
つけるべきものだと思うので今のままで
妥当であると思う（医療衛生学部・2年）

【３年生】
・あまりやる意味がない気がする。（医療

衛生学部・3 年）

・単位は少なくしてほしい（医療衛生学
部・3 年）

・文学，日本と国際社会を履修したが，
もっと科目数が多くて良かったと思う
（医療衛生学部・3 年）

・適切（医療衛生学部・3 年）
・全く覚えていない　やらなくてよいと

思う（医療衛生学部・3 年）
・医学ともっと関係性を深めた内容にし

てほしかった（医療衛生学部・3 年）
・ちょうど良いと思う。少人数での学習

をとり入れてもいいと思う。（医療衛生
学部・3 年）

・今の 1 年生の学年で減ってしまったの
が少し残念だなと思った。（医療衛生学
部・3 年）

・ちょうど良かったと思います。（医療衛
生学部・3 年）

・適当である（医療衛生学部・3 年）
・役に立った（医療衛生学部・3 年）
・1 つだけでいいと思います。（医療衛生

学部・3 年）
・適当だと思う（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・よく覚えていません（医療衛生学部・4

年）
・先生によって，生徒とコミュニケーショ

ンとったり，とっていなかったり差がある
ように感じました。（医療衛生学部・4 年）

・いらない（医療衛生学部・4 年）
・いい経験になりました。（医療衛生学部・

4 年）
・特に必要は感じない（医療衛生学部・4

年）
・良い経験になりました。（医療衛生学部・

4 年）
・文化人類学がおもしろかった（医療衛

生学部・4 年）
・単位数は適切であったと思う（医療衛

生学部・4 年）
・いいと思う（医療衛生学部・4 年）
・必要履修単位数がもう少し多くても良

かった（医療衛生学部・4 年）
・授業内容に関心はなかったが，先生が

一生懸命話してくれた。リアクション
ペーパーの授業が印象的（医療衛生学
部・4 年）

・この科目はあまり必要ないと感じた。
（医療衛生学部・4 年）

・必要履修単位が多い。1 年からもっと専
門科目やるべき。（医療衛生学部・4 年）

・あまり必要ない。だったら，専門科目を
じっくり学びたい。（医療衛生学部・4年）

・ちょうどいい（医療衛生学部・4 年）
・理系に進学したが，興味のあった法律

や憲法について学べ良かった（医療衛

医療衛生学部
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生学部・4 年）
・もっとくわしくやりたい！！→学問とし

て深めたかった（医療衛生学部・4 年）
・もう少し自由度が高くてもよかったと

思う（医療衛生学部・4 年）
・覚えていない（医療衛生学部・4 年）
・科目数，単位数は妥当だと思う。内容

は興味があれば楽しいと思う。（医療衛
生学部・4 年）

・特に覚えてない（医療衛生学部・4 年）
・倫理や宗教など学べて良かったです。

数は程度だと思います。（医療衛生学部・
4 年）

・今のままで十分。（医療衛生学部・4 年）
・人間として生きていく上であった方がい

い科目だと思った（医療衛生学部・4 年）
・高校で，理系では取れない様な授業だっ

たので現状に満足（医療衛生学部・4年）
・ちょうど良いと思う。（医療衛生学部・

4 年）
・理系に進んだため，文学や歴史とは距

離をとりがちになっていましたが，自
主的に本を読むきっかけになりました。
内容も堅い授業というものではなく他
学部との交流もとることができ良かっ
たです。（医療衛生学部・4 年）

・必要ないと思う。単位数も少なくてい
いと思う。（医療衛生学部・4 年）

・必要履修単位数は今のままでいいと思
う　文化人類学を履修したが，自分に
とっては意味のある有意義な時間だっ
た（医療衛生学部・4 年）

・必要履修単位数は少なくても良いと思
う。（医療衛生学部・4 年）

・適切だと思う（医療衛生学部・4 年）
・専門分野以外のことを学ぶことができ，

視野も広まったので内容はよかったと
思う。（医療衛生学部・4 年）

・心理学や文化人類学は，楽しかったし，
患者さんと接する時の接し方などで役
に立つ部分も多いので，やっていてよ
かったと思う。（医療衛生学部・4 年）

・聞いていておもしろいと感じたり，世
界観が広がったと感じた授業と，そう
でなかった授業の差が大きかった。（医
療衛生学部・4 年）

・良いと思います（医療衛生学部・4 年）
・心理学はとても面白かった（医療衛生

学部・4 年）
・大学らしい授業でおもしろかった（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】
・適切だった（医療衛生学部・1 年）
・もう少し減らしても良いと思う。（医療

衛生学部・1 年）
・専門的な科目を学ぶためにもっと少な

くていいと思う。（医療衛生学部・1 年）
・必要修得数を増やし，他の文系学部を

有する大学からの先生をもっと増やし
たほうがよい。（医療衛生学部・1 年）

・将来のためにも受けた方がいい（医療
衛生学部・1 年）

・もう少し少なくてもいいと思われる。
（医療衛生学部・1 年）

・必要履修単位数が多いと思う。どれも
単位をとりやすい授業にした方がいい
と思う。（医療衛生学部・1 年）

・妥当だと思う。（医療衛生学部・1 年）
・内容はよかった。（医療衛生学部・1 年）
・このままでよい（医療衛生学部・1 年）
・適切（医療衛生学部・1 年）
・医療系など専門にとらわれず学べてちょ

うど良いと思う。（医療衛生学部・1 年）
・必修と重なって受けられないものが多

い（医療衛生学部・1 年）
・資格に直接結びつかなくとも人として

の教養を得られたことはとても役に立
つと感じたので，内容には満足してい
る。科目数・単位数に関してはよく分
からない。（医療衛生学部・1 年）

・今のシステムについて良いと思ってい
る。（医療衛生学部・1 年）

・妥当である。（医療衛生学部・1 年）
・単位数はちょうどいいと思います。教

養科目の授業は面白かったです。（医療
衛生学部・1 年）

【３年生】
・適当であると思います（医療衛生学部・

3 年）
・理系大学だけど，けっこう面白い。（医

療衛生学部・3 年）
・単位数は適切であった（医療衛生学部・

3 年）
・適当だと思う　変更しなくて良い（医

療衛生学部・3 年）
・単位数は適切だと思う。（医療衛生学部・

3 年）
・全く覚えていない（医療衛生学部・3年）
・覚えてない（医療衛生学部・3 年）
・いいと思います！（医療衛生学部・3 年）
・必要履修単位数が多いと思う。（医療衛

生学部・3 年）

【４年生】
・もう少し少なくても良いと思う。（医療

衛生学部・4 年）
・丁度良い科目数と単位数だと思う。（医

療衛生学部・4 年）
・今のままでちょうど良いと思う（医療

衛生学部・4 年）

・もう少し多くても良いと思った。（医療
衛生学部・4 年）

・必要ない（医療衛生学部・4 年）
・授業に出ていれば優がもらえるので楽

だった。（医療衛生学部・4 年）
・今のままで良い（医療衛生学部・4 年）
・理系の専門科目だけを学ぶだけでなく，

人文社会科学系の教養科目を学ぶ事で
社会に対する教養を少しでも身に付けら
れたと思います。（医療衛生学部・4 年）

・妥当である。（医療衛生学部・4 年）
・現状のままで良いと思います。（医療衛

生学部・4 年）
・現状で良い。（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】
・いまひとつ必要単位が足りないように思

う。このあたりは世間でいう一般教養，
身につけてしかるべきなのだから，医療
人として一般常識や倫理が劣るようなこ
とがないように，一年のうちに学ばせた
方が良いと思う。（医療衛生学部・1 年）

・信仰と救いは素晴らしかった（医療衛
生学部・1 年）

・必要単位をもう少し下げて（医療衛生
学部・1 年）

・自分の将来の仕事にあまり関係ないと
思った。（医療衛生学部・1 年）

・適切であると思う。（医療衛生学部・1
年）

・興味が持てる科目が少なかったので履
修登録のとき苦労した。（医療衛生学部・
1 年）

・とても興味深いものだと思います。（医
療衛生学部・1 年）

・ある程度必要。（医療衛生学部・1 年）
・内容は自分の考えを見直せる良い機会

となったが全て出席してみて，2 科目も
とってそこまで利益があったとは思え
なかった。（医療衛生学部・1 年）

・幅広い知識にふれることができた。（医
療衛生学部・1 年）

・社会系は多くあった方がいいが文化の
領域はいらない（医療衛生学部・1 年）

・科目の数が少し多いと思う。（医療衛生
学部・1 年）

・内容は楽しいです。もっと厳しくても
いいかなと思います・・・（特に哲学）（医
療衛生学部・1 年）

・いずれも満足している。（医療衛生学部・
1 年）

・自分が今まで勉強したことない，ふれ
たことのない分野のことについて学ぶ
ことができてためになった。（医療衛生
学部・1 年）

医療衛生学部
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・十分だと思います。（医療衛生学部・1年）
・適度だと思います（医療衛生学部・1年）
・よいと思う。（医療衛生学部・1 年）
・良かったと思う。（医療衛生学部・1 年）
・必要履修単位数に関して科目ごとに決め

るのではなく，教養科目全体としての単
位数にしてほしい。（医療衛生学部・1年）

・自分が興味のある講義なら良いけど本
当に興味のないつまらない講義には出
たくない。リアクションペーパーを少
なくして欲しい。（医療衛生学部・1 年）

・好きなものをとれるので少しだがモチ
ベーションが上がる。（医療衛生学部・
1 年）

・視野が広がるものだったのでとても良
いと思います（医療衛生学部・1 年）

・十分に満足のいく内容だった。（医療衛
生学部・1 年）

・様々な視点で物事を見る力がついたと
思います。（医療衛生学部・1 年）

・適切（医療衛生学部・1 年）

【４年生】
・あまり必要ないように思います。論理

は少し必要？（医療衛生学部・4 年）
・より医療に関連した内容にしてほしい。

そうでないなら不要。（医療衛生学部・
4 年）

・記憶に残っていないのであまり必要と
感じない。（医療衛生学部・4 年）

・とくに何も（医療衛生学部・4 年）
・専門科目はより早く学びたかったです

（医療衛生学部・4 年）
・少し多いかも。その分専門分野の基礎固

めにしてほしい（医療衛生学部・4 年）
・いらん（医療衛生学部・4 年）
・妥当（医療衛生学部・4 年）
・必要はないと感じた（医療衛生学部・4

年）
・適度な量だと思います。（医療衛生学部・

4 年）
・科目数は少ないと感じた　内容は十分。

（医療衛生学部・4 年）
・適当（医療衛生学部・4 年）
・多いと思う（医療衛生学部・4 年）
・いらない（医療衛生学部・4 年）
・平均的だと思う（医療衛生学部・4 年）
・いいと思います（医療衛生学部・4 年）
・覚えていない（医療衛生学部・4 年）
・ある程度必要（医療衛生学部・4 年）
・単位数は妥当だと思う　内容も医療よ

りのものが多くて楽しかった（医療衛
生学部・4 年）

・妥当（医療衛生学部・4 年）
・特にいらない（医療衛生学部・4 年）
・何をとったかさえ覚えていない。（医療

衛生学部・4 年）

・十分だと思う。（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】
・ちょうどよい。（医療衛生学部・1 年）
・社会系と人文系それぞれでなくまとめ

ての必要履修単位 8 が良いと思う（医
療衛生学部・1 年）

・多い（医療衛生学部・1 年）
・単位を取るためだけに受けている人も

多いので，必要単位数は減らしても良
いと思います。（医療衛生学部・1 年）

・科目数が少し多い気がしました。（医療
衛生学部・1 年）

・現代の社会について知れて良かった。
（医療衛生学部・1 年）

・十分に適切である。（医療衛生学部・1年）
・このままでいいと思う（医療衛生学部・

1 年）
・科目数，履修単位数は良い。内容も興

味のある科目を選んだので良かった。
（医療衛生学部・1 年）

・科目数，必要履修単位数，内容ともに
良いと思う（医療衛生学部・1 年）

・あまり知らない分野の学習で幅広く学
ぶことができた（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・ちょうどいいと思う。（医療衛生学部・

2 年）
・第 2 外国語を必修にすべき。あと英語

のレベルが入学試験より全然低いのが
疑問。（医療衛生学部・2 年）

・必要ない。（医療衛生学部・2 年）
・特に問題ないと思います。（医療衛生学

部・2 年）
・内容は興味深かったが，将来的に必ず

しも必要かはわからない（医療衛生学
部・2 年）

【３年生】
・必要ない。何に使われているかわから

ない。（医療衛生学部・3 年）
・論理の授業をとったが生命倫理につい

てよく知ることができて今役立ってい
る（医療衛生学部・3 年）

・ちょうどいいと思う。（医療衛生学部・
3 年）

・今まで通りで充分であると考えていま
す。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・自分にとって興味はなかったのですが，

幅広い知識を身につけるために必要
だったかなと思います（医療衛生学部・
4 年）

・妥当だと思います。（医療衛生学部・4年）
・今のままで良いと思います（医療衛生

学部・4 年）
・あまり自分がなじみのない科目だった

のですが，就職後にも役立つような幅
広い分野に興味を持つことは必要だと
思うのでよかったのかなと思います。
（医療衛生学部・4 年）

・政治や経済など，常識として必要な科
目に触れる機会をつくるべきだと感じ
た。（医療衛生学部・4 年）

・自分の興味がある分野の講義が聞けて
良かったです。（医療衛生学部・4 年）

・質問に記載してある科目の例を示して
下さい。興味が無さすぎて覚えていま
せん。（医療衛生学部・4 年）

・とても重要な科目だと思います（医療
衛生学部・4 年）

・様々な体験が出来て刺激的で良い授業
であった（医療衛生学部・4 年）

・良いと思います。（医療衛生学部・4 年）
・受講して楽しかった上に，必要なこと

だと感じました。（医療衛生学部・4 年）
・良かった。（医療衛生学部・4 年）
・一般教養の授業はとても楽しく色々学

べた（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
【１年生】
・興味を持ってもらえるような内容に

なっていて良い（医療衛生学部・1 年）
・単位取得に対してレベルに差があった。

（医療衛生学部・1 年）
・おもしろい内容で，数もよかったと思

う（医療衛生学部・1 年）
・適切（医療衛生学部・1 年）
・個人と社会Ｂをとったが，「前期に話し

たように－，前期のことを参考に－」
という言葉が多く，後期からとると周
りと差があるように感じてしまい，とっ
てから後悔した。前期をひきずるので
あればシラバスに書いてほしかった。
（医療衛生学部・1 年）

・特に何も思いませんが，あの授業は良い，
あれは悪いなど様々なウワサをきくの
で，どれも同じぐらいのレベルにするべ
きだと考えます。（医療衛生学部・1 年）

・ちょうど良い（医療衛生学部・1 年）
・今のままで良いと思う。（医療衛生学部・

1 年）
・科目数は少々多いと感じる。必要履修

単位数は適切な量だと思う。（医療衛生
学部・1 年）

【３年生】
・内容，科目数共にちょうど良いと感じ

医療衛生学部
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る（医療衛生学部・3 年）
・先生がとても熱心に教えてくださった

が単位数はもっと少なくて良いと思う
（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・良いと思った。（医療衛生学部・4 年）
・良い（医療衛生学部・4 年）
・適度（医療衛生学部・4 年）
・適度（医療衛生学部・4 年）
・とても楽しかった。1 年次しか受けられ

なくて残念だった。（医療衛生学部・4年）
・内容は興味深かったです。必要履修単

位数もほどよいと思います。（医療衛生
学部・4 年）

・覚えていません（医療衛生学部・4 年）
・妥当だと思う。（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
言語聴覚療法学専攻
【１年生】
・内容は浅いが，幅広く多くのことに触れ

ることができ，自分にあったものを学ぶ
ことができた。（医療衛生学部・1 年）

・もう少し少なくしてもいいと思う。（医
療衛生学部・1 年）

・そのままで十分だと思った。（医療衛生
学部・1 年）

・教養が深まってよかったと思う。（医療
衛生学部・1 年）

・一般知識が身について良かった。（医療
衛生学部・1 年）

・必要履修単位数は妥当だと思う。（医療
衛生学部・1 年）

・定期試験の内容が全て記述という自分
としては負担のかかる科目（生物学な
ど）が 2 単位なのが納得出来ない。も
う1単位程欲しい。（医療衛生学部・1年）

・ちょうど良い。（医療衛生学部・1 年）
・面白いものは面白いと思う。教養を深

めるのにはいいと思う（医療衛生学部・
1 年）

【２年生】
・あまり興味がわくような科目がなかっ

た。（医療衛生学部・2 年）
・良いと思う（医療衛生学部・2 年）
・文化人類学は必修にすべき。今の自分

の糧になった。（医療衛生学部・2 年）
・自分で履修科目を選択でき一番大学生活

を送っていた感覚。今まで触れたことの
ない分野で戸惑いはあったが常に新しく
新鮮で面白かった。（医療衛生学部・2年）

【３年生】
・楽しかったです。（医療衛生学部・3 年）
・良いと思う（医療衛生学部・3 年）

・文化人類学はとても勉強になりました。
（医療衛生学部・3 年）

・自分の興味外のことに世界が広がって，
考え方にも影響を受けました。もっと多
くの科目を履修したかったのですが，専
攻の授業とかぶってできないものがあっ
たので残念でした。（医療衛生学部・3年）

・保険制度について学べたので良かった
です（医療衛生学部・3 年）

・妥当だと思います。（医療衛生学部・3年）
・いいと思います（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・単位数は程良いと思う。内容はもう少

し興味の持てるものがあったら良かっ
たなと感じた。（医療衛生学部・4 年）

・もっとおもしろい内容を沢山やってほ
しい（医療衛生学部・4 年）

・適切だと思います（医療衛生学部・4年）
・とても興味深く講義を授けたものもあり

ますが，少し必要履修単位数が多いと思
いました。その分，専門科目に振り分け
てほしいです（医療衛生学部・4 年）

・これまで通りで良いと思います（医療
衛生学部・4 年）

・妥当（医療衛生学部・4 年）
・多少単位はもう少し数は少なくてもよ

かったです。（医療衛生学部・4 年）
・単位数も内容も十分だった。（医療衛生

学部・4 年）
・自分の世界だけじゃないいろいろな世

界を知ることができた。（医療衛生学部・
4 年）

・文化人類学を取っていました。とても
おもしろくて，私は好きな授業でした。
（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
【１年生】
・良いと思います。（医療衛生学部・1 年）
・必要単位数はもっと少なくていいと思

います。あまり役に立たないと思いま
す。（医療衛生学部・1 年）

・科目数，必要履修単位数は，十分であ
るように感じられたが，興味をもてる内
容は少なかった。（医療衛生学部・1 年）

・十分（医療衛生学部・1 年）
・科目の数・必要履修単位数は妥当だと

思うが，興味がわく内容が少なく選ぶの
に少しこまった。（医療衛生学部・1 年）

・少し多い　一科目でいい（医療衛生学
部・1 年）

・適切だと思う（医療衛生学部・1 年）
・ちょうど良い。（医療衛生学部・1 年）
・良いとおもう（医療衛生学部・1 年）
・適切だと思う（医療衛生学部・1 年）

・丁度よいと思う。今まであまり関心の
なかったことにも触れることができ，よ
い経験になった。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・少しは学んでおくべきことだと思うの

で，必要履修単位にはいっていることは
いいことだと思う（医療衛生学部・2年）

・世界について知るいい機会となった。
（医療衛生学部・2 年）

・理系科目以外の科目として，英語以外
は，人文社会科学系の教養科目ぐらい
しか受けなかったため，個人的には，
気分転換になったため，良かったと思
う。（医療衛生学部・2 年）

・自分が興味のある文系の科目が学べて
良かった。（医療衛生学部・2 年）

・息抜きの授業だったので 1 単位が妥当
だと思われる。（医療衛生学部・2 年）

・覚えていません（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・良いと思います。（医療衛生学部・3 年）
・ 1 年次にもう少し専門科目を入れてほ

しいのであまり必要ない。（医療衛生学
部・3 年）

・将来に活きるような（医療に関連した）
内容になると良い（医療衛生学部・3年）

・単位数は少ない。必要ないと思う。（医
療衛生学部・3 年）

・適切だと思う。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・良いと思う。（医療衛生学部・4 年）
・内容は好きだったけど先生がちょっと

生理的にダメでした。（医療衛生学部・
4 年）

・内容はあまり覚えていませんが，少し
重く，他の教科の勉強時間に当てたい
なと思っていた記憶があります。（医療
衛生学部・4 年）

・履修できるコマを増やしてほしい（医
療衛生学部・4 年）

・1 年次のため覚えていないです。（医療
衛生学部・4 年）

・ちょうどいい（医療衛生学部・4 年）

学部不明
【３年生】
・覚えてない（学部不明・3 年）

学部・学年不明
・ 1 年通年で 1 単位と半年で 1 単位のも

のがあったのが不公平に思いました。
（学部不明・学年不明）

・良い，おもしろい。（学部不明・学年不明）
・ＢＦ（学部不明・学年不明）

医療衛生学部／学部不明／学部・学年不明
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・いらない（学部不明・学年不明）
・少なめで基礎科目に力を入れれるので

良いと思った。（学部不明・学年不明）
・多い（学部不明・学年不明）
・必要履修単位数が多い。これについて

は独自で学んでいくべき内容も多く，
わざわざ大学の授業で行う必要はない。
（学部不明・学年不明）

・科目数，単位数はちょうど良い。内容
も社会に出てから役立つことが多かっ
たと思う。心理学は？だったけど・・・（学
部不明・学年不明）

・自分の興味のあるもののみでいいと思
う。必要単位をもっとへらしていいと
思う。（学部不明・学年不明）

・法律とか経済でしたっけ？あんがい興
味をもって学べました。（学部不明・学
年不明）

・覚えていない（学部不明・学年不明）
・もっと楽にして（学部不明・学年不明）
・多い（学部不明・学年不明）
・法律　経済 ： 医療経済について学んだ。

今でも時々思いだすことがあり，勉強
していて良かったと思う。（学部不明・
学年不明）

・ 1 年次のみで履修する量としてはやや
多いが，卒業までを考えると妥当（学
部不明・学年不明）

・種類が増えるとより良いと思った（学
部不明・学年不明）

・覚えてない（学部不明・学年不明）
・必修が多くてあまり取れなかったのが

残念でした。（学部不明・学年不明）
・息ぬきにちょうどよかった。（学部不明・

学年不明）
・第二外国語は，もっと深く学びたかっ

た。（学部不明・学年不明）
・専門分野以外にも触れることができる

唯一の機会でよかった。（学部不明・学
年不明）

・このままでいいと思う。（学部不明・学
年不明）

・妥当だと思う。（学部不明・学年不明）
・適当だと思います（学部不明・学年不明）
・ちょうどいいと思う。（学部不明・学年

不明）
・一般科目は全く意味がないので，やめ

て 1 年次からもっと専門的なものを覚
えられるようにした方が良い。（学部不
明・学年不明）

・良い。（学部不明・学年不明）

学部・学年不明
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薬学部薬学科
【１年生】
・化学系の授業で薬剤師としての能力が

備わったと思った。（薬学部・1 年）
・先生の雑談があると内容が入ってきや

すいので，もっとして欲しいなと感じ
ました。（薬学部・1 年）

・テストプリント等はどこが違っていた
のか知るために返してほしかった。（薬
学部・1 年）

・講義中，私語をしている学生に注意し
ない点（薬学部・1 年）

・チーム医療論では毎回同じようなこと
を言っていた。毎回出る意味があまり
見出せなかった。（薬学部・1 年）

・チーム医療論の内容が同じような内容
ばかりだった。（薬学部・1 年）

・チーム医療論いつも同じことを言って
いる。（薬学部・1 年）

・つめこみすぎ。解剖の授業で提示された
ページと教科書のページが合っていな
い。早口でききとれない。（薬学部・1年）

・必修かもくを 5 限にいれるのはなるべ
くさけてほしい（薬学部・1 年）

・チーム医療論のレポート提出期限を 13
時→ 17 時にしてほしい。（薬学部・1 年）

・学生の意見をもっときくべきです。（薬
学部・1 年）

・出席システムを改善して欲しい。全部
タッチにしてほしい。（薬学部・1 年）

・難しいと感じたところの復習を定期的
にしなかった（薬学部・1 年）

・高校とは違う，自分主体の授業構成で
良かったと思う。（薬学部・1 年）

・出席に厳しい（薬学部・1 年）
・出席が思ったより厳しい（薬学部・1年）
・ほとんど必修なのであきコマにうまい

こと選択を入れたい。（薬学部・1 年）
・もう少し教養科目学びたかった。（薬学

部・1 年）
・カリキュラムの内容が多すぎて，授業の

質がおちている（数学）（薬学部・1 年）
・勉強になった。（薬学部・1 年）
・専門科目があまり興味をもちにくい進

め方。先生によっては良い人もいた。（薬
学部・1 年）

・Ｐの北里の世界が必修はなぞ。講義で
受ける意味は言われたけど・・・。結局
内職やら何やらで受けない人もぼちぼ
ちいる気がした。（薬学部・1 年）

・さむい（薬学部・1 年）

・同じ内容をくり返されるとつまらない
（薬学部・1 年）

・ポインターの赤が見にくかった。緑が
いい（薬学部・1 年）

・幅広い分野を学べた（薬学部・1 年）
・抽選のシステムが面倒だと感じた。（薬

学部・1 年）
・他の大学より授業数が多い。（薬学部・

1 年）
・細かい話になるのですが，文化人類学

の授業が一番面白く，ためになった気
がします。（薬学部・1 年）

・静かでないのに授業を始めたこと。（薬
学部・1 年）

・良かった点は基礎的なことから学び直
せたこと。悪かった点は出席だけとっ
て帰れること。（薬学部・1 年）

・前期はほんとにだらけてしまった。後
期は真面目にやっている方だと思う
（薬学部・1 年）

・抽選が多い。（薬学部・1 年）
・レジュメがあれば講義いらないのでは

と思うことがある（薬学部・1 年）
・授業がわかりやすい（薬学部・1 年）
・履修を決めるのが難しかった。（薬学部・

1 年）
・出席に関してゆるかった。（薬学部・1年）
・解説がなさすぎる。自分が提出した課

題は返却してほしい。（薬学部・1 年）
・参加しているか分からないような授業

が多い。先生がただ話しているだけで
あった。（薬学部・1 年）

・先生によって厳しさや授業の分かりや
すさが違って不平等。（薬学部・1 年）

・授業きいてもプリントみてもとけない
問題つくるのはいみわからない。（薬学
部・1 年）

・幅広い授業がとれるからおもしろかっ
た。（薬学部・1 年）

・教員の授業のわかりやすさ，にくさに
差が激しいように思います。（薬学部・
1 年）

・出席をもう少し厳しくつけてほしい。（薬
学部・1 年）

・物理のクリッカーは必要ない。全てに
おいて競争させられるのが辛い。本試
験でだけ判断すればいいと思う。（薬学
部・1 年）

・チーム医療論は先生によって内容がか
ぶることがあり，ムダだと思いました。
北里の世界を必修にする意義がわかり

ません。（薬学部・1 年）
・チーム医療論では同じ話をちがう先生

が何度もされて退屈でした。（薬学部・
1 年）

・レポートだるすぎ（薬学部・1 年）
・先生の質に差がありすぎる。数学を教

えている●●先生は先生として適切で
はない。（薬学部・1 年）

・前期の必修科目が少ない。前期と後期
のバランスが悪い。（薬学部・1 年）

・チーム医療論は同じことをくり返し言
いすぎです。（薬学部・1 年）

・板書であると文字が見えない。（薬学部・
1 年）

・黒板の字が遠くからだとあまり見えま
せんでした。（薬学部・1 年）

・チーム医療論はほぼ毎回同じだったし，
北里の世界はある意味が分からない。
（薬学部・1 年）

・チーム医療論の内容が毎回同じな気が
しました。（薬学部・1 年）

・冷房の温度は全く適切でない。（薬学部・
1 年）

・想像以上に苦しい　1 年半前こうなると
思ってなかった（薬学部・1 年）

・必要だと感じられない授業があった。
（薬学部・1 年）

・時間は丁度良いと思います。（薬学部・
1 年）

・必修が多く，自由に好きな授業をとれ
ないこと。（薬学部・1 年）

・必修単位が多すぎる。専門知識の前に
基礎の力をつけさせてほしい。博識オ
ナニーは，ひどすぎる。（薬学部・1 年）

・教授の説明が分かりにくかった。もう
少し分かりやすく授業してほしい。（薬
学部・1 年）

・北里の世界やチーム医療は同じことが
くりかえしのべられていて少し退屈で
あった。（薬学部・1 年）

・北里の世界やチーム医療論などのオム
ニバス形式の授業において同じ内容が
くり返し述べられていることが悪いと
感じた。（薬学部・1 年）

・履修登録を教学が確認してくれて良
かった。（薬学部・1 年）

・様々なことを学べた点（薬学部・1 年）

【２年生】
・人数が多いわりに，自分から発信する機

会が多いことがいい点だと思った。実習

問12　�「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
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の予習復習しか平日はできず，他の宿
題ができてないので，もう少し均等に勉
強ができるような実習の日程にしてほ
しい（可能であれば）（薬学部・2 年）

・授業がつまらない（薬学部・2 年）
・スライドの情報量が多すぎたり少なす

ぎたり。（薬学部・2 年）
・出席を重視する必要性が分かりません

（自己管理でよい）（薬学部・2 年）
・分かりにくい先生は分かりにくく（講

義が）勉強で困ることがよくあります。
実習等は様々なことをやらせて頂けて
良いなと思います（薬学部・2 年）

・数学を学修した意味が見出せない。（薬
学部・2 年）

・講義内容とレジュメのあまり対応しな
い講義は理解しにくい。（薬学部・2 年）

・教授の勘違いによる怒声で授業が止ま
るのはたまったものではない。（薬学部・
2 年）

・授業中うるさい（薬学部・2 年）
・学びやすい，わかりやすいレジュメを

使用したい。（薬学部・2 年）
・時間配分がされてなく，後の方をすごい

スピードで飛ばすこと。（薬学部・2 年）
・白金と相模原の授業の開始時間はそろ

えるべきだと思う。（薬学部・2 年）
・参考書には書いていない，覚え方のコ

ツやその先生しか持っていないワザを
教えてくれる授業はとてもおもしろい。
単々とレジュメの内容を進める授業は
元々好きな科目であっても嫌いになる。
（薬学部・2 年）

・授業出席は厳しくすればするほど，教
室でおしゃべりする人がふえるので，
めいわく。やる気のある人だけが参加
するために，出席はゆるくしてよいと
思う。（薬学部・2 年）

・北里の世界は必要ない。（薬学部・2 年）
・あきこまがない（薬学部・2 年）
・概論や北里の世界など必要性の感じら

れない科目を減らして選択科目を増や
してほしい。（薬学部・2 年）

・必修が多すぎる。12 月後半まで授業で
良い。前半につめすぎ。（薬学部・2 年）

・学生の私語がうるさいです。毎回のよ
うに先生が注意されています。（薬学部・
2 年）

・言語が学べて良かった。ただ，せっかく
医療の総合大学なのだから，もう少し教
養科目を受けたかった。（薬学部・2 年）

・夏休みが短すぎる。後期試験の日程を
遅くしてほしい。（薬学部・2 年）

・選択科目がもう少しあると良かった。
（薬学部・2 年）

・2 年で，病院や役所に行く時間がない。
コマが多すぎる（薬学部・2 年）

【３年生】
・人が多くて不安に感じました。（薬学部・

3 年）
・もう少し広い部屋がいい（薬学部・3年）
・机にコンセントがある（薬学部・3 年）
・レジュメさえあればテストに受かるの

はどうなのかなと思います。（薬学部・
3 年）

・おもしろくない（薬学部・3 年）
・自分 1 人では学習するのには限界があ

るし理解できないことも多いが授業だ
と理解しやすい（薬学部・3 年）

・ 2，3 年でも授業を選びたいです（薬学
部・3 年）

・専門知識が増えた。視野が広がった（薬
学部・3 年）

・現場で働いている人の声がきけてよ
かったです。（薬学部・3 年）

・専門的なことを学ぶ学部ではあるが，
もう少し他のことも学ぶ機会があって
もよいと思う。（薬学部・3 年）

・あまり思っていた勉強と違っていた。
（薬学部・3 年）

・レジュメを白黒のみで出されると読み
辛いので，カラーにしてほしい。（薬学
部・3 年）

・英語の授業，特に 1 年生の時，2 年生の
時の外人講師がよかった。留学のチャン
スや企業セミナーなどをもっと授業で身
近なものにしてほしい（薬学部・3 年）

・授業中に私語が多過ぎる。「北里の世界」
を必修にする必要は無い（薬学部・3
年）

・授業時間を前みたいに 60 分にしてほし
い。回数ふえてもいいので。（薬学部・
3 年）

・授業の出席の代筆が多すぎる（薬学部・
3 年）

・実習は自分で考えて動くことが多く授
業の復習になってよかった。声が小さ
くて全然聞こえない講義がある。レジュ
メの字が小さすぎてうすすぎて見えな
いものも。（薬学部・3 年）

・教えるのに不向きな先生が多少いらっ
しゃる。プリントの文字の大きさが小
さすぎて読めないことや，声が小さい。
喋り方がこもっているなど聞きとれな
いことが多い。（薬学部・3 年）

・マイクの使い方をもう少し学んで欲し
い。教え方・話し方が上手くない先生が
いらっしゃると思います。（薬学部・3年）

・語学の授業が少なくたいくつ（薬学部・
3 年）

・必修がたくさんあって毎日疲れていま
すが広く学べることは良いことだと
思っています。（薬学部・3 年）

・配布されるレジュメを読むだけの授業

はいらないと感じた。（薬学部・3 年）
・講義者の日本語能力が低い。いくら理

系学部しか無い大学といえどお粗末す
ぎる。（薬学部・3 年）

・難しい（薬学部・3 年）
・楽しい（薬学部・3 年）
・知識力が増えた。（薬学部・3 年）
・生徒のことを考えて授業してくれる先

生がいるところが良い（薬学部・3 年）
・パワーポイントやスライドをつかった

授業は見やすいことが多いが，自分で
手をうごかす機会が一気に少なくなっ
たので，座っているだけの時間になり
がちだと感じた。（薬学部・3 年）

・文章（レジュメの）を読むだけの授業
は出る意味がない。（薬学部・3 年）

・先生によってかたよりがひどい（薬学
部・3 年）

・北里の世界は無駄です。（薬学部・3 年）
・うるさい人を放っておく授業がいやだ。

（薬学部・3 年）
・良かった（薬学部・3 年）
・話していてうるさい人がいる（薬学部・

3 年）
・他学部との合同の授業は広い分野のこ

とが学べるので良い。（薬学部・3 年）
・出席をもっと重視してほしい（薬学部・

3 年）
・授業中うるさい人達をどうにかしてほ

しい（薬学部・3 年）
・教授のやる気がない科目がある。出席

してうるさいなら出席とらなくても良
い。（薬学部・3 年）

・話している中容が聞き取りづらい先生
が専門科目に多い（薬学部・3 年）

・出席チェックは代筆でほぼ無意味に
なっていると思う（薬学部・3 年）

【４年生】
・実習のせいでちょっとした風邪では休

めない所が社会の縮図のように感じる
（薬学部・4 年）

・受け身の授業が多い（薬学部・4 年）
・出席をとるなら本人が来ているとわか

る工夫が必要だと思う。むずかしいけ
れど。（薬学部・4 年）

・クリッカーをもっと使って欲しかった。
（出席とかにも）（薬学部・4 年）

・出席簿の回し方が科目により異なり，
たびたびトラブルが起こる（1 列だけ
回っていない等）ので回し方を統一し
てほしい。（薬学部・4 年）

・薬剤師として働くフィールドが臨床に
傾っているため，ビジネスの世界に行
く人が少ないと思う。（薬学部・4 年）

・「大学は自分で勉強する所」ということ
に甘えすぎていて，授業を良くしていう
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こという先生が少ない（薬学部・4 年）
・先生によって，ちゃんと教えようとし

ている先生もいれば，ごく一部ではあ
まりそれを感じることのできない先生
もいらっしゃって，授業が理解できな
い点。（薬学部・4 年）

・シラバスがほしい。（薬学部・4 年）
・4 年後期の実習。実践的でよかった。（薬

学部・4 年）
・先生によって授業の良し悪しに差が出

てる。授業の仕方を見直して欲しい。（薬
学部・4 年）

・教わる科目の順序がわかりやすかった
（薬学部・4 年）

・高校から大学に入ったときに授業につ
いていけなくなりました。専門分野の
教授だからこそある程度学生に歩み
寄った授業をしてもらえると嬉です。
（薬学部・4 年）

・本当に出席しているかを確認すべき
（薬学部・4 年）

・レジュメを読んでいるだけの講義では
なくレジュメに載っていないことを教
える講義をしてほしい。（薬学部・4 年）

・忙しいこと（薬学部・4 年）
・ねむくなる（薬学部・4 年）
・自由に選べる幅がせまい。（薬学部・4年）
・時々，スライドが分かりにくかったり

説明が分かりにくかったりする先生が
いたのでもう少し質の良い授業を受け
たいと思うことがありました。（薬学部・
4 年）

・とてもためになると思う授業もあれば，
結局何がしたいかわからないものもあ
るため一定のレベルがあると良い（薬
学部・4 年）

・もうちょっとがんばればよかった（薬
学部・4 年）

【５年生】
・専門的知識を身につける良い機会と

なった。（薬学部・5 年）
・外国人講師の英語の授業がよくわからな

くて時間のムダだった。（薬学部・5 年）
・グループディスカッションなど，討議

できる機会をふやすべき。問題演習を
増やすべき。（薬学部・5 年）

・1 年次の物理は，もっと実践的な内容に
してほしかったです。（薬学部・5 年）

・基本的に生徒の視野が狭い。もっと大
学だけではなく，外には面白いものが
たくさんあると学ばせてほしかった。
今になって後悔している。あくまで大
学は勉強する場所で，生活する場所で
はないと。（薬学部・5 年）

・CBTや国試対策をもう少し早めに取り
組みたいです。（薬学部・5 年）

・出席が紙媒体なところ（薬学部・5 年）
・専門性が高く良い。（薬学部・5 年）
・もう少し空き時間があると嬉しい（薬

学部・5 年）
・自習室もう少しあるとうれしいです。

授業で使わない教科書は参考書扱いに
してほしい。授業のレジュメがみにく
いことが多かった。（薬学部・5 年）

・騒がしい状況が改善されない点が悪
かった（薬学部・5 年）

・どうども良い授業で成績を落とさない
で欲しい。専門科目以外は対象外にし
て欲しい。（薬学部・5 年）

・レジュメがしっかりしている（薬学部・
5 年）

・大学 1 年生のときの英語の講義につい
て→宿題をやり，講義中にただ○×を
つけるだけでは意味がないと思う。問
題を解いたらきちんと解説してほしい。
（薬学部・5 年）

・妥当。（薬学部・5 年）
・実務実習が終わった今は勉強しておけ

ばよかったと思うが，当時は何の役に
立つのかよくわからずあまり興味を持
てなかったので，もっと興味をもてる
ようになっていればよかったと思う。
（薬学部・5 年）

・実習や研究が始まってから，もっと授
業を真剣に受けておけばよかったと反
省することが多かったため，授業の重
要性や意図をもう少し教えてほしかっ
た。（薬学部・5 年）

・大学は職業訓練の場ではなく学問を極
める所だということをあまり言われな
かったのでもっと学生に伝えた方が良
いと思う（薬学部・5 年）

・一年次の英語の授業の評価が明らかに先
生によって偏っていた。内容のボリュー
ムにも差があり，他の教科の勉強が疎か
になるほどだった（薬学部・5 年）

・サボっても友だちに頼めば出席になる
のがずるい。（薬学部・5 年）

・同じ内容の講義が学年ごとに何度も
あって効率が悪い。必修が多すぎる。（薬
学部・5 年）

・生薬の実習は北里大学独自な感じで良
かった。（薬学部・5 年）

・プリントの穴埋めがめんどう（薬学部・
5 年）

・講義プリントを縦か横に統一して頂き
たい（薬学部・5 年）

・資料がわかりづらくて，勉強する気に
なれなかった科目があったので，講議
資料をもっとわかりやすくコンパクト
にまとめて欲しい。（薬学部・5 年）

・開放してくれる教室数が少ない（薬学
部・5 年）

・先生にもプレゼンの仕方を学んで欲し
い。（薬学部・5 年）

・もっと問題演習があるとよいと思った。
（薬学部・5 年）

・選択がほぼないので，高校の延長とい
うかんじです。（薬学部・5 年）

・教養科目の必要性があるのか，疑問で
す。（薬学部・5 年）

・一方的なものが多い。専門的な話を多
く聞けるのは良い。（薬学部・5 年）

・講議室が広く，教授の声がきき取りに
くいことがある。（薬学部・5 年）

・75 分授業が良かった。（薬学部・5 年）
・化学系の授業はわかりやすくてよかっ

たです。（薬学部・5 年）
・学生がうるさくてこまった。（薬学部・

5 年）
・倫理学の授業で，交通の遅延を認めて

くれない教授がいたため，改善してほ
しい。1 年の英語の授業で，非常に厳し
い先生に教わり，英語が嫌いになって
しまった。また，他の科目がおろそか
になってしまった。（薬学部・5 年）

・一年次の教養科目は見識を広められた
と思います。（薬学部・5 年）

・白金キャンパスだと専門科目しか学べ
ない。（薬学部・5 年）

・話している内容が聞きとりづらい場面
が多々あった。（薬学部・5 年）

・国試対策，CBT対策がない（薬学部・5
年）

・選択科目の抽選は嫌だった。自分の本
当に学びたいこと，やりたいことがで
きなくなり，その他のあまり興味のな
い授業に対するやる気がなくなる。（薬
学部・5 年）

・もう少しきそもしっかりと，その授業
の意義がわかるように（薬学部・5 年）

・（十）再試で受からせてくれる点。素晴
らしい教授方が教えてくれる点。（薬学
部・5 年）

・自分が理解できているか確認するため
の課題がもう少しあった方が良い。（薬
学部・5 年）

・選択肢が狭い（薬学部・5 年）
・一般教養の科目をもう少し充実させて

ほしい。医療関連以外の内容もあって
ほしかった。（薬学部・5 年）

【６年生】
・流れがあってわかりやすい授業と専門

的すぎてついていけない授業があった
（薬学部・6 年）

・テストの日程が，正月，盆休みにかぶっ
ている（薬学部・6 年）

・授業や先生によって差がありすぎる
（薬学部・6 年）
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・実習の時間が長い。その分勉強したい。
（薬学部・6 年）

・先生によってレジュメの字が見えない
ことがあり，がっかりしています。印
刷する前に確認していただきたいと
思っています。（薬学部・6 年）

・試験前に使える自習室が少ない。（薬学
部・6 年）

・大学の先生の教え方が下手すぎる。と
思う教科がいくつもありました。もっと
国試対策に目を向けたわかりやすい授
業を低学年のうちから行ってほしかっ
たです。国試にどう考えても出ないよう
なところを覚えるのに時間をついやさ
ないでほしかったです。（薬学部・6 年）

・カリキュラムにもっと余裕を持たせて
ほしい。あと卒業研究は不要かと思い
ました。（薬学部・6 年）

・大学なのに勉強する場所が少ない。自
習室の開放時間が短い（薬学部・6 年）

・分かりやすい授業と分かりにくい授業
の差が激しい。（薬学部・6 年）

・毎年授業アンケートをとってるのに，
ひどい授業をする先生は変わらないの
で意味ないと思う（薬学部・6 年）

・薬理など初めはとりかかりが難しいも
のは，概論などで大枠を理解してから，
肉付けして詳細な機序などに関する授
業をした方が，理解がはやいように私
は思いました。（薬学部・6 年）

・講義資料がみにくかったり，まちがっ
ていたり，何が大切なのかわからず，6
年次にやっと知識がつながるところが
多々ありました。（薬学部・6 年）

・わかりにくい授業・同じことのくりか
えしの授業はよくない（薬学部・6 年）

・毎年こうしてアンケートにかいている
のに病態の●●先生の授業は改善され
ないのでアンケートなんて意味ない
（薬学部・6 年）

・一部臨床の情報が最近に得られて良
かったと思うが，Wikiなどの資料を使う
講義があって失望した。（薬学部・6 年）

・先生は伝えることしか考えておらず，
伝わったかを気にしていない…（薬学
部・6 年）

・人に教える気のない教員があまりに多
すぎる（薬学部・6 年）

・参考図書等，発展的な学習につなげる
ための情報を提供して頂けると非常に
ありがたいです。スライドの最後にの
せるだけでもいいので。（薬学部・6 年）

・e-learningが有用で，共用試験のみなら
ず国家試験にも役立っている。ただ，
出題に偏りがあるなど，いくつかシス
テム面での改良が必要だと感じた。（薬
学部・6 年）

・良かった点・・・手厚い指導で勉強する
環境が整っていた。悪かった点・・・必
修科目が多く，2 年次 3 年次の勉強が不
十分になることがあった。（薬学部・6年）

・先生によってプリントがとても見づら
い時がある。（薬学部・6 年）

・専門知識を身につけることができたが，
全体像がわからず把握しづらい授業も
多かった。（将来どのように役立つか知
ることができた。）（薬学部・6 年）

・低年次の頃は，国家試験に対する自覚
が全く無かったけれど，そこをもっと
引き出してもらえるような授業がよ
かった。（薬学部・6 年）

・レジュメがほとんど読めないのとかは，
やめてほしい（薬学部・6 年）

・他学部がいない（薬学部・6 年）
・クリッカーは特にいらない（薬学部・6

年）
・教え方の技術差が教員によってひど

かった。（薬学部・6 年）
・他学部との積極的な交流（薬学部・6年）
・チーム医療は 4 年生でやりたかった（薬

学部・6 年）
・私は最終目標は薬剤師の国家試験に受

かることが重要だと思いますが，それ
に向けて分かりやすい授業にしようと
かそういう先生の努力があまりみられ
ない先生が多かったように感じます。
（薬学部・6 年）

・熱意のある先生と伝える気のない先生
の差が大きい。（薬学部・6 年）

・英語の内容が浅すぎた。いくら専門分
野に特化した学部とはいえ，グローバル
化している世の中なのでもっと深く学
べる機会がほしかった。（薬学部・6 年）

・先生によって講義の内容の質が異なっ
ている。マイクを使っていても声がはっ
きりと聞こえない先生もいて，90 分もっ
たいないと思う。（薬学部・6 年）

・北里学内の内輪。（薬学部・6 年）
・同じ科目でも先生によりテスト・点数

が違うので不公平（薬学部・6 年）
・国試対策はもう少し早めでも良いと思

う。（薬学部・6 年）
・先生によって授業にムラがある。わか

りにくい先生，スライドがみにくいこ
ともあるので改善してほしいと思った。
（薬学部・6 年）

・先生方がすごくていねいに教えてくだ
さいました。（薬学部・6 年）

・合否の掲示ミスはありえない（薬学部・
6 年）

・ネットで課題やレポートを出せるよう
にしてほしい（薬学部・6 年）

・薬はほぼ必修だったので講義選択が楽
だった（薬学部・6 年）

・質問しやすい環境などを先生方がつくっ
てくれたのでよかった。（薬学部・6 年）

・必須が多く，ほぼ履修の自由がなかっ
たが，専門科目が多いので致仕方ない
とは思う（薬学部・6 年）

・先生の研究分野などを深く話されても
まったく分からず授業を聞く気になら
なかった。（薬学部・6 年）

・6 年後期の授業の詰め込みはよろしく
ない。疲れるだけだし何より授業のレ
ベルが一定の水準に達していないもの
がいくつか見られる。学生のポテンシャ
ル頼りの，いい加減さに不信感を覚え
る。（薬学部・6 年）

・授業を受けやすい教室と受けにくい教
室の差が大きい。（薬学部・6 年）

・あまり出席を重視せず，自主性に任せ
るところがよかった。（薬学部・6 年）

・もっと真面目に授業を受けておけば良
かったと国試前になって思う（薬学部・
6 年）

・必修多い（薬学部・6 年）
・違う科目でも，授業内容が重複している

ことが多いのが良くない（薬学部・6年）
・レジュメの穴うめがおいつかない授業

は辛い。（薬学部・6 年）
・レジュメが，読めないようなものだっ

たりすると残念だった。（薬学部・6 年）
・専門領域について，最新の研究内容を

交えた講義は，とてもためになり，興
味をそそられるものがあった。（薬学部・
6 年）

・わかりやすい授業とそうでない授業の
差が激しかった。（薬学部・6 年）

・先生によって，教え方も異なり，プリ
ントが見辛いため，改善してほしい（薬
学部・6 年）

・必須科目で大体占められていたので，
選択科目は厳選することができた。（薬
学部・6 年）

・基礎系科目を学んだ後，臨床系科目を
学ぶことで知識が身に付きやすかった。
（薬学部・6 年）

・90 分長い。（薬学部・6 年）
・課題で復習ができる点，レジュメが比

較的分かりやすい点（薬学部・6 年）
・教室がせまい（薬学部・6 年）
・先生によって教え方に差がありすぎて

辛い。（薬学部・6 年）
・先生本意の内容になっていることがあ

る。理解できるプリントではない先生
がいる。（薬学部・6 年）

・レジュメをもう少し見やすくしてほし
い人がいた。（薬学部・6 年）

・もうちょっと分かやすくする工夫が欲
しい人がいる（薬学部・6 年）

・先生によってとても分かりやすく説明
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してくれる先生とそうでない先生がい
て，後者は自分で勉強するのが少し大
変だった。（薬学部・6 年）

【学年不明】
・ひたすら文しかないレジュメ，簡潔が

よい（薬学部・学年不明）

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・●●先生の英語をなくしてください

（薬学部・1 年）
・立地が悪い。（薬学部・1 年）
・周りがうるさすぎる　先生のこえがき

こえないときがしばしばある（薬学部・
1 年）

【２年生】
・人が多い点。2 年になり担任がとおい

（薬学部・2 年）
・教室が狭く，集中できない。（薬学部・

2 年）

【３年生】
・良い授業もあれば悪い授業もあるから

何とも言えない（薬学部・3 年）
・ 2，3 年は単位をとり切ることが中心で，

授業の内容に興味がなくてもとってい
た。（薬学部・3 年）

・もっと自由に授業を選択したかった。
（薬学部・3 年）

・有機化学の面白味に気づかせてもらっ
た。（薬学部・3 年）

・出度を無くしてほしい。（薬学部・3 年）
・席が少なくて座るのが難しい（薬学部・

3 年）
・レジュメが見やすい講義が多かった。

（薬学部・3 年）
・出席は不問にするべき。（薬学部・3 年）
・北里の世界は選択でよい（薬学部・3年）
・授業数を増やしても良いから，教える

べき内容はすべて伝えてほしい。（薬学
部・3 年）

獣医学部獣医学科
【１年生】
・世界史を学べたのはよかった。積極性

がみにつかない。（獣医学部・1 年）
・無駄が多い（獣医学部・1 年）
・教養演習や，実験等で，大学の授業を

知り，慣れることができて良かったで
す。悪かった点は，休講が多い授業が
あったことです。（獣医学部・1 年）

・後期に解剖・生理・生化・微物がある
のに対して，前期は概論のみと木曜が
全休で前期と後期で科目の偏りがあり
すぎて，もっとカリキュラムを組む時

に配慮してほしい。前期にわりと余裕
があったので，前期に少し後期の必修
科目をもってきてほしかった。（獣医学
部・1 年）

・授業中に，自己学習してほしいところを
指示してくれればどれだけ膨大な量でも
やります。それがテストの点に繋がるな
らなおさらやります。（獣医学部・1 年）

・出席を重視すると，自宅が遠いと一限
が出れない。（獣医学部・1 年）

・復習や自習できる設備がよく整ってい
ると感じた。どの先生方もパワーポイ
ントや配付資料を丁寧に作られている
と思った。（獣医学部・1 年）

・暗い教室の中で，スライドを見ながら
話をきいている授業で眠くなってしま
うのは仕方がないと思った。どんな授
業しても，ディスカッションなどの活
動的な時間が欲しい。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・私語が気になる（獣医学部・2 年）
・授業中に出入りする人が多くてうるさ

い。スライドや板書をスマホの写真で
撮る人がいて，シャッター音がうるさ
い。レジュメに載っていないスライド
が出るたびにシャッター音がなるので，
最初からレジュメに組み込んでおいて
ほしい。（獣医学部・2 年）

・今のままで良い。（獣医学部・2 年）
・生物基礎などは，十分に実になるもので

はありませんでした。（獣医学部・2 年）
・学生課の事務の人が態度悪すぎる。（獣

医学部・2 年）
・テストの問題をもってかえることができ

ず，また，答案もかえされないので，あ
らためてテストで出た内容を復習しよう
としてもできない。それが普通だと思っ
ていたが，他校の生徒は答案がかえされ
ているときき，北里もできればそうして
ほしいと思った。（獣医学部・2 年）

・家が遠かったので一時限目が少なかっ
たのは助かった。（獣医学部・2 年）

・再履制度や，留年基準がよく分からな
い。再試験の合否が発表されない。（獣
医学部・2 年）

・文化人類学はとてもおもしろかった。
（獣医学部・2 年）

・1 年次にもっと専門科目をやるべき（獣
医学部・2 年）

・もっと専門科目をリンクさせた教え方
をしてほしい。二度手間なだけならと
もかく，二度手間なことになかなか気
付けないこともある。少なくとも，座学
と実習はしっかりリンクさせてほしい。
実習のための座学・座学のための実習
になるべきだろう。（獣医学部・2 年）

・初めてふれる分野が多く，楽しかった。
（獣医学部・2 年）

・学年制での授業なので，空いている時
間に高年次選択科目がとれない。（獣医
学部・2 年）

・一年次のような一般科目を，二年次に
も入れてほしい。十和田にもう少し外
部刺激を取り入れてほしい。（獣医学部・
2 年）

・学問への視野を広げることができた
（良かった点）（獣医学部・2 年）

【３年生】
・レジュメにないことをスライドに出し

てずっと話されると，今どのようなこ
とを学ぶべきなのかがわからなくなる。
（獣医学部・3 年）

・ 1年から十和田でいい。（獣医学部・3年）
・心理学や倫理学の講義は有意義でした。

（獣医学部・3 年）
・毒性学実習でレジメをしっかり配らな

い。のっていないスライドを使う。3 年
間の中でもっとも必要性を感じない。
（獣医学部・3 年）

・おもしろい授業が驚くくらいない。（獣
医学部・3 年）

・勉強する場所が少ない（獣医学部・3
年）

【４年生】
・先生の授業で使っているマイクの電池

がきれやすく，後方の席では話がきき
とれないことがある。授業アンケート
で各科目の要望を伝えられるのは良い
と思う。（獣医学部・4 年）

・授業中に出席を取られと必要なメモを
取れないことがあり，良くないと思う。
（獣医学部・4 年）

・キーワード，教えるべきことがしっか
りした授業が良い。資格がかかってい
るので。（獣医学部・4 年）

・出席にうるさい（獣医学部・4 年）
・一般教養科目たくさんとりましたが，1

年のあのひまな勉強時間を 2 年以降の
専門科目の予習に使っていたら，と後
悔しています。（獣医学部・4 年）

・ 3，4 年の専門授業のつめこみが辛い。
（獣医学部・4 年）

・一般教養はいらないと思います。（獣医
学部・4 年）

・学生カードを忘れると欠席になること
がある。カードリーダーをもった人が
授業中にまわってくるのが集中できな
いので，カードリーダーは置型にして
ほしい。ex）機械が定時，遅刻 5 分以内，
15 分以内，30 分以内などよみとってく
れるなど。（獣医学部・4 年）

薬学部／獣医学部
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・獣医学科が 1 年のときあまり専門的な
ことが学べず，2，3 年の時に急に授業
をつめこまれるのが少し大変（獣医学
部・4 年）

・テストを分散してほしい（獣医学部・4
年）

・一般教養ばっかりで 1 年はつまんない
（獣医学部・4 年）

・やはり講義よりも実習をしっかりした
方が，理解も興味も深まると感じる。（獣
医学部・4 年）

・どこが重要なのか分からない。問題集
などを出してくれればテスト勉強しや
すい（獣医学部・4 年）

・勉強の楽しさがわかりました！大学楽
しい！（獣医学部・4 年）

・ 6 年制でCBTも始まる年で，ただただ
時間のなさと，カリキュラム（4 年後期
の 17 科目）の過密さに苦しめられてい
る。1 年の頃の一般教養の不要さと，そ
の時間を少しでも専門科目に回してく
れていたらと度々思うことがある（獣
医学部・4 年）

【５年生】
・分かり易く教える気がある授業が本当

に少ない。また，最近の知識に触れる
キカイもあまりないので改善してほし
い。（獣医学部・5 年）

・テストの範囲があいまいな科目があっ
たことはどうにかしてほしい。（獣医学
部・5 年）

・1 年のときの英語の授業がよくなかった
（獣医学部・5 年）

・座学において，出席すべき回数はなく
てもよいと思う。（獣医学部・5 年）

・自慢話しかしない外部講師の授業はい
らないと思う。（獣医学部・5 年）

・1 年生の時のALTの先生がいる英語の
授業はプレゼンテーションをする力な
ど，色んな力がついてとても良かった
と思います。（獣医学部・5 年）

・学費高すぎ。高いなら施設の拡充に使っ
てほしい。十和田キャンパスの自習施
設を増やして。予備校のように。（獣医
学部・5 年）

・テストの返却をしてほしい。やりっぱ
なし，受けっぱなしで終わる。（獣医学
部・5 年）

・学ぶことが多くて，その分自由がきか
ない。一年のうちに，広い分野に触れ
る機会がもっとあればと思う。（獣医学
部・5 年）

・学年ごとの履修科目の数に差がありす
ぎる。（獣医学部・5 年）

・総論，各論をまじえた科目にたどり着
くまで，学年を重ねすぎで遅く感じる。

（獣医学部・5 年）
・理解しやすい授業を心掛けてほしい。

（獣医学部・5 年）
・先生どうしの連携をしっかりしてほし

い（獣医学部・5 年）

【６年生】
・英語の授業内容をもっと役に立つ内容

にした方がよい。（特に 2 年以降）（獣医
学部・6 年）

・テストの答案を返却してほしいです。
（獣医学部・6 年）

・試験問題などが返されず，やりっぱな
しになることが多く問違って覚える原
因だった。（獣医学部・6 年）

【学年不明】
・出席 3 分の 2 以上はやめて欲しいです。

授業に出る人は出るし，出ない人は出
ない，でいいと思います。（獣医学部・
学年不明）

獣医学部動物資源科学科
【１年生】
・生物や化学など大切な教科の授業が分

かりにくい（獣医学部・1 年）
・幅広い学習ができてよかった。特に心理

学はおもしろかった。（獣医学部・1 年）
・出席のみで単位がとれる授業は，授業

内容に集中できるので良かった。（獣医
学部・1 年）

・世界が広がった。（視野）（獣医学部・1年）
・1 年次でも，専門の科目をもっと学びた

い。（獣医学部・1 年）
・専門科目についてもっとやりたかった。

（獣医学部・1 年）
・先輩方の意見とか聞けるタイミングが

ほしかった。（獣医学部・1 年）
・心理学や農医連携論など高校までの勉

強では学べないことを学修できる機会
があって色々考える機会が持てて良
かったと思う。（獣医学部・1 年）

・一般教育科目がおもしろくない。説明
しながら書かれる先生がいるので，書
くのにおいつくので精一杯。内容の理
解がおいつけない。（獣医学部・1 年）

・授業でしゃべっている人がいて聞きと
れなかった。（獣医学部・1 年）

・楽しい授業が多いけれど，数学（基礎）
の授業は分かりにくいです。（獣医学部・
1 年）

・専門教育科目の先生方に質問すると丁
寧に対応していただける点，心理学の授
業で将来役に立つ情報を教えていただけ
る点が良いと思う。しかし履修している
「数学」の先生の教え方がとてもわかり
にくい点が悪かった。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・その科目が苦手な人への対応が親切で

ない（獣医学部・2 年）
・心理学，倫理学がおもしろかった。（獣

医学部・2 年）
・単位上限を開放してほしい（獣医学部・

2 年）
・スライドに書いてある文字を読んでい

くだけの授業は興味をもってききにく
い。なるべく手を動かして授業が聴き
たい。（穴うめがあったり，黒板を使っ
たりするなど）（獣医学部・2 年）

・将来的に役立つものがあり大学らしい
と感じた。（獣医学部・2 年）

・教科書の読み合わせのような授業なら
いらない。（獣医学部・2 年）

・ 1 年次のものほとんどは 2 年次つかわ
ないので必要ないと感じた。（獣医学部・
2 年）

・興味を引く授業をしてほしい。（スライ
ドを読むだけではつまらない）（獣医学
部・2 年）

・第二言語（中国語を履修していました。）
も卒業単位に加えて欲しい。（獣医学部・
2 年）

・パワーポインドとノートを書かせる授
業は理解が深まった。（獣医学部・2 年）

【３年生】
・一年次の専門科目が少なすぎて，大学

に通う意味をあまり感じなかったので
ぜひ増やしてほしい。（獣医学部・3 年）

・パワポをひたすら読んだり，ただ説明
されるだけではわかりにくいし頭に入
らない。（獣医学部・3 年）

・他の大学と異なり，1 年次に多くの，選
択授業をとることで，4 年次の空き時間
を確保することができない。（獣医学部・
3 年）

・社会に出てから役立つことを学びたい。
グループワークを増やして欲しい。（獣
医学部・3 年）

・中国語の先生がネイティブの先生で良
かった。（獣医学部・3 年）

・1年次に専門分野の授業がなさすぎてこ
の大学に入ったイミを失いかけた（獣
医学部・3 年）

・単位をもっと取りやすくしてほしいで
す。（獣医学部・3 年）

・細胞工学実習が十分に理解できずに進
んでいる。又，特定の人しかクリーン
ベンチが使えないのはどうかと思う。
（獣医学部・3 年）

・英語（初級クラス）はレベルが低すぎ
た（獣医学部・3 年）

・良かった点・・・動物のこと以外での雑
学が含まれている授業があったこと。悪

獣医学部
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かった点・・・特にない。（獣医学部・3年）
・英語というのはとても大切だと今になっ

て思うため，実用的な英語を学びたかっ
た。また，第 2 外国語を必修にしても
良いのではないか（獣医学部・3 年）

・1 年次は教養科目ばかりだったのでもっ
と専門科目を学ぶ機会が欲しかった。
（獣医学部・3 年）

・スライドをよみあげるだけの授業より
も先生の話が聞ける授業の方が良いが，
一般教養に多く専門科目では少なく感
じている。（獣医学部・3 年）

・学期末にアンケートを実施しているが，
あまり改善されていないように感じる。
（獣医学部・3 年）

・必修科目が多く，自由に学ぶことがで
きない。（獣医学部・3 年）

・学内での公務員対策講座を（11 月〜 5
月）までの間など，期間限定でも，週
一回でも良かったので，もっと頻ぱん
に行って欲しかった（獣医学部・3 年）

・専門分野の中での種類の量にかたより
があるように感じた。（獣医学部・3 年）

・専門的なことを深く学ぶことができた。
（獣医学部・3 年）

・先生によって授業が何のおもしろさも感
じられない時があった（獣医学部・3年）

・各講義で内容が重複しすぎる点，があ
なり良くない。（獣医学部・3 年）

・一番最後の講義で行うアンケート結果が
反映されないこと。・・・（獣医学部・3 年）

・出席のとり方がバラバラなので，統一す
るべきかもしれない（獣医学部・3 年）

・スライド見にくい　授業が分かりにく
い先生がいる（獣医学部・3 年）

・教授次第で授業のやる気が異なってい
る。（生徒ではなく，教員側）（獣医学部・
3 年）

【４年生】
・専門分野について深く学べて楽しさを

感じた。（獣医学部・4 年）
・専門分野のことを 2 年生以後多く学べ

たため，良ったが，1 年生の時からも学
びたかった。（獣医学部・4 年）

・2 年次からいっきに専門分野を学ぶた
め最初の頃ついていくのが大変でした。
（獣医学部・4 年）

・実習を通しより理解が深まった（獣医
学部・4 年）

・1 年生の時に履修した「仕事と人生」で
は，これからの自分の将来のことをき
ちんと考えられたからとても良かった。
（獣医学部・4 年）

・人によって黒板に書く字がわからな
かったことが多い。たまにわけのわか
らない授業があった。口で言ったこと

を試験に出してくるのがきびしかった。
（獣医学部・4 年）

・十和田の英語系の講義はマジでクソ。担
当者の能力に問題がある。毎年指摘して
いるのに改善されない。（獣医学部・4年）

・補講を行う日が土・日になることはよ
くないと思う。（獣医学部・4 年）

・悪かった点は，くせのある教師がいて，
授業がつまらなかったこと。良かった点
は，幅広く学べたこと。（獣医学部・4 年）

・入学前は動物看護師の資格取れるときい
ていたのに，入ってから取れませんと言
われて残念に思った。（獣医学部・4 年）

・十和田では一部の学科にのみ自習室が
あり，学修について差を感じる。（獣医
学部・4 年）

・思っていたのと違う授業が多かった。
（特に専門的な分野）（獣医学部・4 年）

・先生によってはレジュメを読み上げる
だけの授業だったりするため，退屈に
感じることが多々あった。（獣医学部・
4 年）

・授業内容があまり身についた感じがせ
ず，ただテストへ向けて勉強しただけ
といった感じだった。（獣医学部・4 年）

・板書があまり良くない（汚い）。誤字が
多い先生がいる。（獣医学部・4 年）

・テスト期間作るのやめてほしい。（獣医
学部・4 年）

・専門的で難しい授業は，みんなが理解
していないことが多いように感じた。
（獣医学部・4 年）

・動物を使った実習が良かった。大学（北
里）でしかできないことだった。（獣医
学部・4 年）

・授業数が多すぎる。（獣医学部・4 年）
・出席を厳格にしていないため，授業に出

てこない人も多かった。（獣医学部・4年）
・一年次の授業が一番面白かった。（獣医

学部・4 年）
・芸術の人がきてる授業おもしろかった。

（獣医学部・4 年）
・英語は先生を変え，どうせ受けるなら，

学びのあるものにして欲しい。（獣医学
部・4 年）

・板書を使う先生は字を読みやすい字で
書いて欲しかった。（獣医学部・4 年）

・見やすいスライドが多く良かった。（獣
医学部・4 年）

・専門科目は，基本から教えてもらえて，
分かりやすかった。（獣医学部・4 年）

・出席をもう少しちゃんと考えた方が良
い（獣医学部・4 年）

・パワポばかりで，黒板を全く使わない
授業もあった。使ったほうがよい。（獣
医学部・4 年）

・良い点は，自分でカリキュラムを立て

られることだが，選択科目をもう少し
増やしてほしかったかも。家畜人工授
精師の講義と実習は，3 年のときにやっ
た方が良い（獣医学部・4 年）

・せっかく動物がいる大学なのだから，
動物に触れる，扱う実習（牛や豚や羊
etc）を増やした方が良いと思った。（獣
医学部・4 年）

・音楽，文化人類，経済，ドイツ語など，
1 年次は幅広く学べてとても楽しかっ
た。先生方もとても授業がおもしろかっ
た。2 年次からは専門が深く学べて楽し
かった。（獣医学部・4 年）

・板書が下手なのに板書をする教授が多
い（獣医学部・4 年）

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・黒板やパワポに出す時，字があいまいで

分からないのがあった。（獣医学部・1年）
・十分満足しています。（獣医学部・1 年）
・先生が授業を忘れていることがあった。

（獣医学部・1 年）
・自由に選択できる科目が少ないと感じ

た。（獣医学部・1 年）
・基準が厳しい（獣医学部・1 年）
・学部ごとに態度を変えている先生がい

る気がします。（獣医学部・1 年）
・意外と専門的なものが少ないかなと

思った。一般教養中心の学年だが，今
から専門的な知識をたくさん入れたい
と感じた。（獣医学部・1 年）

・自分の興味のある授業を取れることが
良いと思う。中・高と違って休みやすく，
5 回休むとテストが受けられなくなって
しまうのは悪い点だと思う。（獣医学部・
1 年）

・自由科目多い。（獣医学部・1 年）
・専門的な知識を学べた。実験がかなり

ハードだった。（内容・レポートなど）
（獣医学部・1 年）

・面白くないネタを持ちだしたりして無
理に笑いをとろうとするのをやめて欲
しい。（獣医学部・1 年）

・先生たちは自分のマニア領域に入り浸
り，自分勝手に進めている。そして，我々
が理解出来ないと「そこは君らが聞いて
ないからだ。」と自己責任という免罪符
でもって，自分の行動を正当化している
に過ぎない連中である。（獣医学部・1年）

【２年生】
・板書が多く先生の話を聞くよりも書く

ことに集中していて内容が入ってこな
いことがあった。（獣医学部・2 年）

・相模原と十和田の教員のレベルが違う。
相模原の方が良い先生が多い。（獣医学

獣医学部
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部・2 年）
・代理出席をしている人が多いので出席を

厳しく管理してほしい（獣医学部・2年）
・出席の取り方が先生によってまばらと

なり統一できていない点が悪い点であ
る（獣医学部・2 年）

・教師の質，人としてダメな教師がいる
（獣医学部・2 年）

・教科書の内容まんまのばかりなので授
業受けなくても大体どうにかなる点が
悪い。（獣医学部・2 年）

・一年次は自身で選択できることが良い
と考える。（獣医学部・2 年）

・先生のやる気が感じられない科目があ
る（獣医学部・2 年）

・自分は，ある程度の板書，授業中の作
業が必要だと思っているが，先生によっ
てかなり授業形式が異なるため，受け
やすい（わかりやすい）授業，受けに
くい（わかりにくい）授業が出てくる。
（獣医学部・2 年）

・まったく可もなく不可もなくである。
（獣医学部・2 年）

・必修の科目が多すぎて，好きな分野にま
で，知識を広められない。大学は，研
究機関であるから，もっと，研究内容に
ついてふれてほしい。（獣医学部・2 年）

・全部とまでは言わないが，やはり，い
くつかは専門でも科目を選べるように
してもらいたい。（頭の中での整理が大
変であるため）（獣医学部・2 年）

・何を教えたいのかわからないことがあ
る。（獣医学部・2 年）

・Ｅ学科の校舎だけ汚くて古くて不快
（獣医学部・2 年）

【３年生】
・「健康の科学」などの授業が，医療系の

大学だけあって，最も面白いと感じた。
（獣医学部・3 年）

・出欠席がきびしい。（獣医学部・3 年）
・その科目，学問が何のためにあるのか

を事前に説明してほしかった。（獣医学
部・3 年）

・獣医学部のせつびが悪いので，PPTが
何かない等のトラブルが起こり，授業時
間が短くなっている。（獣医学部・3 年）

・代筆できないようにすべきだと思う。
（獣医学部・3 年）

・どうしても授業がわかりやすい先生も
いれば，わかりにくい先生もいる。後
者には授業アンケートで言ってみても，
やっぱり授業がわかりにくいままであ
る。（獣医学部・3 年）

・遅刻した者に対しての対応をもっと厳
しくしてほしい（獣医学部・3 年）

【４年生】
・キャンパスが異なるため仕方ないのかも

しれないが，1 年次と 2 年次での感覚的
楽さ加減に差がありすぎて授業について
いくのに必死であった。（獣医学部・4年）

・黒板をうつしているだけな感じがした。
（獣医学部・4 年）

・良かった点は広い範囲で学べたこと。
悪かった点はできていない人がおいて
けぼりになっていた気がした。（獣医学
部・4 年）

・楽しくなかった。（獣医学部・4 年）
・成績のつけ方など先生によって違うか

ら統一してほしい。（獣医学部・4 年）
・先生の想いが反映されにくい，カリキュ

ラム構成。（獣医学部・4 年）
・休まず授業を受けていたが，授業に出

ていない人も優をもらえるので（テス
トが良ければ）出席点も少し考慮して
ほしかった。（獣医学部・4 年）

・十和田に来ると 1 年生の教養系の講義
を受けられない（獣医学部・4 年）

・出欠確認をしているのは良いことだと
思っています。（獣医学部・4 年）

・選択科目等，必要な分野を学ぶものを
えらべた。（獣医学部・4 年）

・履修するかどうかを，もっと授業を聞
いてから決定したい（獣医学部・4 年）

【学年不明】
・ｂｆ（獣医学部・学年不明）

医学部
【１年生】
・アルクネットアカデミーについて，Mac

が使えず，microsoftが使えるのはあり
得ないと思った（医学部・1 年）

・もう少し人文社会科学を減らし，専門
科目を一年の段階で始めるべき。（医学
部・1 年）

・興味を持って臨んでも講師の熱意が感
じられず，分かりにくいものが多かっ
た。（医学部・1 年）

・電車の遅れは，認められない事は，悪
い点だと思います。（医学部・1 年）

・講義内容をもっと大切にしてほしい
（医学部・1 年）

・教養科目も必要だと思うが，医学に関す
ることをもっとやりたい。（医学部・1年）

【２年生】
・もう少し自由な時間が欲しい（医学部・

2 年）
・黒板を使った授業だとねむくならない

が，スライドだけだと，ねむくなる。（医
学部・2 年）

・眠くならない授業（板書等）を期待（医

学部・2 年）
・医療知識がより分かりやすいように学

べて良かった。（医学部・2 年）

【３年生】
・一般教養科目の先生は，わりかし授業

をきちんと準備し，わかりやすかった
が，専門の先生は，わからない先生が
多すぎる。また生徒参加型の授業が少
ない。（医学部・3 年）

・将来使うことの少ない，常識以上の学
問（例えば数学や物理・・・）は必要な
いと思う。他にやることあると思う。（医
学部・3 年）

・レジュメはせっきょく的にくばるべき。
（医学部・3 年）

・医学部のじゅぎょうにかぎると，おし
え方が■■下手（医学部・3 年）

・医師の授業はよい（医学部・3 年）
・一般教養科目が少ない。（医学部・3 年）
・授業がわかりづらい先生がいてレジュ

メがもっとわかりやすいといいと思い
ました。（医学部・3 年）

・1 ，2 年生の授業意欲の欠如（医学部・
3 年）

・ドイツ語を履修したことにより他国の
文化に触れるのもわるくないなと思っ
た。（医学部・3 年）

【４年生】
・1 年次から医学知識を勉強すべき（医学

部・4 年）
・一人よがり授業が多い（医学部・4 年）

【５年生】
・医学部内のみのチーム医療論は，茶番で

しかなく不愉快でした。（医学部・5 年）
・もっと早期に医学を学ぶべき（医学部・

5 年）
・出席が厳しすぎるので少し自主性を尊

重してほしい（医学部・5 年）
・分かりやすい授業でよかった。（医学部・

5 年）
・ 1年次の一般教養は無意味で不必要だっ

た。（医学部・5 年）
・出席が厳しすぎる・・カード制となった

が本末転倒な結果である。（医学部・5
年）

【６年生】
・授業や模試の出席が必須であるなど制

限が多いばかりで，中身は改善されて
いない点。（医学部・6 年）

・土日に予備校教師を招いて行なう講義
ありますよね。あれも出席取るべきで
は？先週なんて 20 人いませんでした
よ。（医学部・6 年）

獣医学部／医学部
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・出欠は自由にして欲しい。（医学部・6年）

海洋生命科学部
【１年生】
・パワーポイントの授業はついていくの

が大変でした。（海洋生命科学部・1 年）
・選択肢が多くて良かった。（海洋生命科

学部・1 年）
・学部間（及び大学間）での単位互換制

度において，受講できる科目を増やし
て欲しい。（海洋生命科学部・1 年）

・自由であるが，やはり教授との距離（関
係的に）が遠かった（海洋生命科学部・
1 年）

・英語の授業は，もっと文法とか長文と
かコミュニケーションとか役立つこと
をするべきだと思います（海洋生命科
学部・1 年）

・いくつか，先生が何を言っているか分か
らない科目あり（海洋生命科学部・1年）

・新しい知識（自分の専門）に触れる機
会が少なく知っていることやあたりま
えのことばかりで面白みを感じない授
業が多い。（海洋生命科学部・1 年）

・休講が唐突に決まり，無駄足をふむこと
が数回あった。（海洋生命科学部・1 年）

・出席をごまかしても特に大丈夫になっ
てしまう点。そういうことをする人が
多い。もう少し出席について厳しくて
もいいと思う。（海洋生命科学部・1 年）

【２年生】
・レジュメを用意してほしい。（海洋生命

科学部・2 年）
・理系の教科だけでなくて，宗教のこと

や論理問題など知ることができてよ
かったです。（海洋生命科学部・2 年）

・授業をする環境になっていない時を
多々見た。（海洋生命科学部・2 年）

・教養演習時にもっとグループワークを
増やしてほしかった。（海洋生命科学部・
2 年）

・必修科目で内容がかぶりすぎている
（海洋生命科学部・2 年）

・1年のころは，選択科目が多かったので，
自分の好きなように科目を組めて嬉し
かったです。（海洋生命科学部・2 年）

・宗教学，文化人類学等の範囲のひろい
科目があるのは良かった　もう少し第 2
外国語の範囲を広げてほしい（仏・独・
中のみでなく，露・西等も）（海洋生命
科学部・2 年）

・大幅に遅刻してきても出席簿に記名で
きる授業が多く，毎回遅刻してくる人で
も試験さえできれば良い成績が取れる
というのが納得できない。海棲哺乳動物
学の授業内容がシラバスと異なる点が

多くて困った。（海洋生命科学部・2 年）
・先生によって差があること（海洋生命

科学部・2 年）
・グループワークは，他の人とのつなが

りが持ちやすいため良かったと思った。
（海洋生命科学部・2 年）

・moodleがある（海洋生命科学部・2 年）
・必修科目が多いのと午前中のみと非常に

かたよっている（海洋生命科学部・2年）
・語学の選択肢が少ない　英語の授業が

少ない（海洋生命科学部・2 年）
・海産の哺乳動物学の●●先生は，毎回

のように講義に遅刻したり，復習のため
にmoodleを活用したいという学生を批
判したりと教員としてふさわしくない
態度であった。（海洋生命科学部・2 年）

・テストのときノート持ち込みやめてほ
しい（海洋生命科学部・2 年）

・スライドを使う先生の授業で話すだけ
の先生がいるので，スライドをMoodle
にのせるか，くばるなどはしてほしい。
できれば板書が良いと思う。解説もほ
しい。（海洋生命科学部・2 年）

・海棲哺乳学についてスライドをきりか
えるのが早すぎて，スライドの内容を
メモすることが全くできなかった。（海
洋生命科学部・2 年）

【３年生】
・スライドの授業が多すぎるとノートが

とれない（海洋生命科学部・3 年）
・Am9：00 〜の始業が辛かったです。（海

洋生命科学部・3 年）
・2 年次にも体育の授業を履修したかった

（海洋生命科学部・3 年）
・成績のつけ方が一年生の科目にひじゅ

うがたかすぎると思います（海洋生命
科学部・3 年）

・必修が多い。もっと自分の興味にあっ
た専門的な授業を選択で受けたかった。
（海洋生命科学部・3 年）

・スライドで授業を行うとき，ノートを
取れないのは困る　なるべく黒板をつ
かって欲しい（海洋生命科学部・3 年）

・先生方のほとんどが授業で使ったスラ
イドをMoodleにアップロードしてくれ
ないこと。（海洋生命科学部・3 年）

・簡単すぎる。もう少し必修増やしても
いい（海洋生命科学部・3 年）

・たまにヒステリックな先生いる。（海洋
生命科学部・3 年）

・ザンギ丼（海洋生命科学部・3 年）
・講義内容をメモし，後から見直すために

も，レジュメまたは板書がある授業の方
がありがたい。（海洋生命科学部・3 年）

・人が多く酸欠でねむくなる（海洋生命
科学部・3 年）

・先生の出張などはやむを得ないが，授
業変更が多すぎだと感じた。（海洋生命
科学部・3 年）

・大学 3 年にもなっていまだに講義中に
私語をする人がいるのが理解できない。
（海洋生命科学部・3 年）

・実践的なもの，体感できるものが少な
いと感じる。（海洋生命科学部・3 年）

・JABEE許すまじ（海洋生命科学部・3 年）
・先生の教え方や講義の進め方によって

も興味のわき具合や理解度に差がでる
と思う。（海洋生命科学部・3 年）

・淡々と教授の話すものが多く，面白い
と感じないものもあった。（海洋生命科
学部・3 年）

・どうしてもなあなあで受けてしまう　
何かやる気になれるものが欲しい（海
洋生命科学部・3 年）

・体育が 1 年生のときしか履修できなくて
体力が落ちる（海洋生命科学部・3 年）

・授業中の写真撮影について問題になっ
ていますが，授業をうけもつ先生が資
料をMoodleに上げることで解決できな
いでしょうか（海洋生命科学部・3 年）

・2 年次に受けた解剖生理学は全く刺激さ
れず，再履となりましたが，3 年のとき
に受けたときは刺激されました。（海洋
生命科学部・3 年）

・出席とテストが全てで授業態度はほと
んど関係ないような成績評価は悪いと
思う。（海洋生命科学部・3 年）

【４年生】
・もう少し実習が多くても良かったかも

しれません。（海洋生命科学部・4 年）
・「就活しっかりやれ」という割に，イン

ターンシップ（9 月）のサポートが悪す
ぎる（海洋生命科学部・4 年）

・先生によって，出席日数のカウントが
異なる（海洋生命科学部・4 年）

・興味が有るものを履修できた（海洋生
命科学部・4 年）

・覚えてない（海洋生命科学部・4 年）
・教師の自己慢授業（海洋生命科学部・4

年）
・一般教育の科目として，各学部の概論

を聞いてみたかった。（海洋生命科学部・
4 年）

・聞いて終わり，な授業が多く，その時
間，その場所でやる意味が感じられな
い。（海洋生命科学部・4 年）

・海洋系の科目でもっと深くやりたいと
思った。（海洋生命科学部・4 年）

・事務との連携がとれてない（海洋生命
科学部・4 年）

・試験等の不備への対応（海洋生命科学
部・4 年）

医学部／海洋生命科学部
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・1 年生時に文系の科目をある程度は自由
に選択できたので専門分野以外の知識
が深まり，良かったと考えている。（海
洋生命科学部・4 年）

・パソコンの授業が役に立っていない。
（海洋生命科学部・4 年）

・海洋生命科学部棟の講義室は席が少な
いのでは？うしろやはじにすわると黒板
みえないです。（海洋生命科学部・4 年）

・1 年生の時もっと遊べばよかった（海洋
生命科学部・4 年）

・教科書が高い（海洋生命科学部・4 年）
・大学事務の対応をもう少しソフトにし

てほしい。（海洋生命科学部・4 年）
・出席を重視しすぎだと思う。（海洋生命

科学部・4 年）
・数学は高校の復習であまり楽しくな

かった。（海洋生命科学部・4 年）
・2 〜 3 年次にかけての海洋実習がもっ

と増えてもいいと思う。（海洋生命科学
部・4 年）

・自分の意見を発表できる場がある授業
があった。（海洋生命科学部・4 年）

・教養科目が多すぎる。1 年次からもっと
専門科目にふれたかった。（海洋生命科
学部・4 年）

・専門科目が 1 年のときに少ない（海洋
生命科学部・4 年）

・理科系以外の講義はつまらなかった。
（海洋生命科学部・4 年）

・大人数の授業はやる気がでない・・・（海
洋生命科学部・4 年）

・卒業要件単位にならないものがあるの
が不満です。（海洋生命科学部・4 年）

【学年不明】
・MBの事務は「できません」ばかり言っ

て理由を話してくれない。融通が効か
ない。（海洋生命科学部・学年不明）

看護学部
【１年生】
・学生の態度が悪い。私語が多い。出席

を取らず，成績に影響を及ぼさないよ
うにしたら，授業の雰囲気も良くなる
のでは。（看護学部・1 年）

・必修とかぶっていると健スポがとれる
内容が数少ないと感じました。（看護学
部・1 年）

・もう少し専門科目の時間をメインで行
いたい。（看護学部・1 年）

・もっと学生参加型の授業をふやしてほ
しい。（看護学部・1 年）

・出席管理を厳密に行うことが必要だと
思う。（看護学部・1 年）

・レジュメ授業だと多少眠くなる。板書
をしたい。（看護学部・1 年）

・教養演習のある意味が良く分からな
かったです。（看護学部・1 年）

【２年生】
・良いと思う。（看護学部・2 年）
・1 つの授業で先生が何人かいる場合，

色々と統一してほしいです。（看護学部・
2 年）

・課題のレポートなど返却されないと自
己学習に生かせない。（看護学部・2 年）

・実際に現場の話が聞けるところが良い
と思う（看護学部・2 年）

・楽な時と忙しい時の差が大きい（看護
学部・2 年）

・グループワーク等を行って，コミュニ
ケーションにおいて考え方が前向きに
なった。（看護学部・2 年）

・何も資料を配付せず，黒板でサラっと
授業をする先生がいて，分かりづらかっ
た。・うるさい学生がいた場合，何も注
意をせず，その学生達が気がつき静か
になるまで講義を中断する先生がいる。
まじめに講義をうけている人からした
ら，早く注意をして，早く進めてほしい。
（看護学部・2 年）

・教授の趣味が主な講義の方が刺激的で
楽しい。国試に向けてだけでなく，偏っ
た授業があってもよいと思う。（看護学
部・2 年）

・先生によっては出席を重視しない方が
いるので，出席を重視して，授業にで
ている人と出ていない人の差をつける
べきであると思う。（看護学部・2 年）

・専門科目を学べる点（看護学部・2 年）
・授業がつまらない。まれに面白い講義

をして下さる先生がいらっしゃるがま
れです。（看護学部・2 年）

・教え方が下手な先生が多いです。（看護
学部・2 年）

・無駄な時間が多い。（看護学部・2 年）
・わかりやすく，興味がもてるよう授業

を展開して下さる先生もいて，よかっ
た。（看護学部・2 年）

・出席点をつけるのは良くないと思う。
出席していてもケータイをいじってい
たり寝ている人もいるから。評価はあ
くまでもレポートや試験で，理解の到
達度を見てほしい。（看護学部・2 年）

【３年生】
・提出したレポートは，点数やコメント

などを書いていただき，返却していた
だきたい。（看護学部・3 年）

【４年生】
・学習環境がとても良い。確実に学べる。

（看護学部・4 年）

・きちんと理解するのも大切だと思うが，
テストや課題のことを考え，履修を考
え（看護学部・4 年）

・わるかったところは特になかったと思
います（看護学部・4 年）

・先生が，私たちのためを思ってくれてい
ると分かる授業は，ためになったし，興
味深いと感じました。（看護学部・4 年）

・他職種についても学べて良かった。（看
護学部・4 年）

・実習は本当に多くのものを学ぶ機会と
なったが，授業は 3 年次以降しか役立
たなかった。（看護学部・4 年）

・先生の差があり，授業も差がある（看
護学部・4 年）

【学年不明】
・看護学部のカリキュラムの組み方がア

ンバランスに感じます。2 年前期まで
は時間あるけれど後期から密になって
いて，3 年前期が過密すぎると思います
（看護学部・学年不明）

理学部物理学科
【１年生】
・将来に役立っているものだけでなく，

音楽鑑賞とかの授業があることによっ
て，自分の心が満たされていくような
授業があるのはすばらしいと思います
（理学部・1 年）

・広く浅い必修科目でつまらない（理学
部・1 年）

・レベルは高く感じているがそこは自分
次第だと思う。（理学部・1 年）

・室内の温度調整が自分に合いません。
（理学部・1 年）

・知らなかった事や興味の無かった分野
に対し，興味を持てた。（理学部・1 年）

・説明がわかりにくい授業がある（理学
部・1 年）

・一般教養をもっと幅広くつくってくれ
たほうがよかった（理学部・1 年）

・夏の冷房が寒すぎる（理学部・1 年）
・内ようがとても難しいのにとらなくては

ならない授業数が多い（理学部・1 年）
・2 年次以降の必習科目が専門にかたよ

りすぎている。（理学部・1 年）
・専門分野の勉強はとても楽しかったです

が，ついていくのが大変でした。その分
とても充実していました（理学部・1年）

・ASCを利用していますが，とてもいい
です。何曜日にどの先生がくるか，そ
の先生はどの分野が得意かなどを書い
た表などがあったらもっと便利になる
と思いました。（理学部・1 年）

・自分の将来に役立つような知識が得ら
れた。また，興味を引くような内容の

海洋生命科学部／看護学部／理学部
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授業も多くあり，勉強が楽しく感じら
れることがあった。（理学部・1 年）

・教職をとっているのでバイトと合わせ
たら，自由な時間がほぼなかった。（理
学部・1 年）

・授業のレベルが極端に低く，高校レベ
ルのものがある。クラス分けのある科
目がもっと多いとよい。（理学部・1 年）

【２年生】
・実験レポートをかく時間を授業時間が

終わっても続けている教師がいる。21
時過ぎまでやらせるのはおかしい。ス
クバに乗れなくなる。（理学部・2 年）

・講義のアンケートが生かされている気
がしない（理学部・2 年）

・一般教養の人の教え方が上手い（理学
部・2 年）

・授業は有意義だが，うまくいかせてい
ないと感じました。（理学部・2 年）

・授業中の演示実験が増えた方が良い
（例）MIT Physics8，01，23 の様な（理
学部・2 年）

・アンケートを有効活用して下さい。（理
学部・2 年）

・知識が増えた事（理学部・2 年）
・もっと時間的余裕が欲しい（理学部・2

年）
・2 年次の英語でTOEICの解き方をおし

えられてもそもそも英語が苦手だと苦
痛でしかない（理学部・2 年）

【３年生】
・明らかに15時間でやれない内容はⅠ，Ⅱ，

通年する，とかしてほしい。中途半端に
おわると後で必要となった時，やってな
い分野がでてきてつらい（理学部・3 年）

・専門的な事が学べて良かった（理学部・
3 年）

・質問したい科目の先生が非常勤だった
時の対応がないこと。（理学部・3 年）

・どの教科においても先生方の字のてい
ねいさで，やる気はとても変わる。・授
業の間の時間は工夫してほしい。（1 と
5 限のみ等）（理学部・3 年）

・一限の授業での遅刻に対する考えを変え
てほしい　雨，雪などはどう頑張っても
遅くなってしまうから。（理学部・3 年）

・先生がおもしろい（理学部・3 年）
・授業の選択の幅が広い。（理学部・3 年）
・質問に行くと非常に丁寧に教えていた

だいてとても良かった。出席しなくて
も単位がとれる授業があるのはおかし
い。代筆が目立つ。（理学部・3 年）

・授業中の先生の説明が理解しづらかっ
たり説明が不十分である先生が多いの
で，なんとかしていただきたい。（理学

部・3 年）
・総じて専門分野（特に物理）が分かり

にくい。教える気がないのかとも思う。
いきなり知らない内容をさも当然の様
に扱うならアフターケアをして欲しい。
誰もが毎回予習復習してると思ったら
大間違い。それに小テストとか出して
本試ではどんな内容が出るのか見せて
ほしい。（理学部・3 年）

・先生はきっと素ばらしい人なのだろう
と思います（理学部・3 年）

・チューター制度は学修についてとても
良いと思っている。・2 年次の選択科目
の前後期での分配は酷いと感じた。・不
満は多いが，この欄が小さいこともそ
の 1 つ。（理学部・3 年）

・授業中にうるさい人が非常にわずらわ
しく感じたことが何度もあった。専門
の大好きな授業は特に邪魔されたくな
い。（理学部・3 年）

【４年生】
・良かった点→理論的な考えが出来るよ

うになった。悪かった点→授業が理解
しづらかった。もう少し理解しやすい
工夫が欲しかった。（理学部・4 年）

・理系だが，文章の書き方を学べた。（理
学部・4 年）

・求められるレベルの高いものも多く，幅
広く履修できなかった。（理学部・4 年）

・良かった点はありません。（理学部・4年）
・満足しているが，もう少し順位をつけ

てくれると燃える。（理学部・4 年）
・出席点のある程度大事だと思いますが，

期末テスト等で判断をした方が身につ
いているかどうかを確認できていいと
思いました。（理学部・4 年）

・4 年間で卒業研究以外は無意味だった。
（理学部・4 年）

・第 2 外国語が通年で 2 単位なのは大変
（理学部・4 年）

・倫理が楽しかった。もっと教職を充実し
て欲しい！！数学の教員免許がとれる
ようにしてほしかった。（理学部・4 年）

理学部化学科
【１年生】
・自分の興味のある授業をある程度自由

に受けれて，知識を深めることができ
ている点では良かったと思っている。
（理学部・1 年）

・高校のとき当たり前として覚えていた
ことの理論がわかったことは良かった
（理学部・1 年）

・もっと自ら進んで学習する必要があっ
た（理学部・1 年）

・もっと，出席を重要視しても良いと思

う。（理学部・1 年）
・単位をおとしてしまったこと。（理学部・

1 年）
・幅が狭い。（理学部・1 年）
・出席はもっときびしくするべき（理学

部・1 年）
・人によって教え方が違うが，板書をと

る先生よりもプリントをくれる先生の
方がとりくみやすい。（授業中写してお
わってしまうようなこともあるから）
（理学部・1 年）

・教養演習Ｃ（フィジカルトレーニング）
のような授業を増してほしい。（理学部・
1 年）

・高校のように問題集がなくとても勉強
しづらい，またテストを返さないので
復習もしづらい（理学部・1 年）

・開始する時間（遅れて始まる）授業が
ある点が残念。（理学部・1 年）

・板書が汚いことが多い，あらかじめど
の程度の実力なのかを授業の最初に把
握してほしい。（理学部・1 年）

・専門科目の授業は人に理解させる気が
ないような時がある。（理学部・1 年）

【２年生】
・自分から行動しないと何も起きない。

（理学部・2 年）
・出席がきびしい（理学部・2 年）
・自分がやりたい分野じゃないので早く

辞めたい（理学部・2 年）
・もう少し教授，先生とのキョリを近く

してほしい（理学部・2 年）
・先生と距離が近い。（理学部・2 年）
・耳を澄ましても声が届かないことがあ

る（理学部・2 年）
・出席の重要性（理学部・2 年）
・扱う内容が難しい。（理学部・2 年）
・先生は好きなことだけしゃべる人もい

てあまりさんこうにできない授業も
あった。（理学部・2 年）

・生徒と先生のキョリが遠いのがある。
（理学部・2 年）

・理系はコミュニケーション能力が低い
と言われるのがもったいない。4 年間で
それを補うグループワークなどをやる
べき。理系でコミュニケーション能力が
高ければ無敵だと思う。（理学部・2 年）

・無駄話の多い教授がいます。（理学部・
2 年）

・いきなり休講になるのは嫌だ。（理学部・
2 年）

・体調不良で休む先生をどうにかしてほ
しい。（理学部・2 年）

・先生がいいひと（理学部・2 年）
・わからない（理学部・2 年）
・教養における授業が良かった（理学部・

理学部
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2 年）
・化学科の●●●先生の授業で，分かり

づらくてテストでたくさん落ちている
のに底上げがないのはおかしい。（理学
部・2 年）

・問題を与えるだけで解説をしてくれな
い教科があった。でも，授業自体は丁
寧に教えてくれていると思う。（理学部・
2 年）

・授業がむずかしすぎる（理学部・2 年）
・基礎的なことをもう少しくり返しやっ

てほしい。（理学部・2 年）
・スライドの字が小さい科目は直してほ

しい。（理学部・2 年）
・ディスカッションしたい（理学部・2年）
・L2 の冷暖房が各教室で自由に設定でき

ないのは困ります。（理学部・2 年）
・1 群の単位を少なくしてほしい（理学

部・2 年）
・教室がさむい（理学部・2 年）

【３年生】
・もっとプレゼン形式の講義が多ければ

良いなと感じている。良かった点として
は自分の専門科目への関心を深めてく
ださる先生が多かった。（理学部・3 年）

・ドリルのような問題演習を添削してく
れると勉強しやすくなると思います。
（理学部・3 年）

・専門性の高い授業が刺激になりました
（理学部・3 年）

・テストと復習するきっかけがほしい
（理学部・3 年）

・教授が丁寧に教えてくれて良かった。
（理学部・3 年）

・お金もとりすぎているわりにはとくに
他の大学と変わらない，規制も多い（理
学部・3 年）

・専門分野の授業で分からない事などを
どのように理解すれば良いのか悩むこ
とが多かったです。（理学部・3 年）

・試験後のフィードバックが無いことを，
残念に思います。（理学部・3 年）

【４年生】
・分からないところをおしえてくれる。

（理学部・4 年）
・専門科目の内容が難しくてよかった。

（理学部・4 年）
・わからないまんま単位を取ってる（理

学部・4 年）
・プリントを作って配布してくれると分

かりやすかった。（理学部・4 年）
・自分の学習態度が悪く，気付けばいい

授業だったと後悔しています。（理学部・
4 年）

・専門科目の授業が充実していて助かっ

た。（理学部・4 年）
・人と議論する能力をもっと向上させた

かった。（理学部・4 年）
・やる気のない先生は教える必要ない。

（理学部・4 年）
・中途半端な空き時間が出来るのが困った。

必ず毎日 1 コマだけ必修授業を組むくら
いならまとめてほしい（理学部・4 年）

・もっと専門知識をふやしてほしい（理
学部・4 年）

・授業後に小テストやまとめのプリント
があった科目があり，学習内容の理解
がしやすかった。実習科目の日数を増
やして，実験ツールの使い方に慣れる
必要性を感じた。（理学部・4 年）

・倫理学Ａ／Ｂは良かった。（理学部・4年）
・知識が偏っていた。（理学部・4 年）
・他大に比べ，授業の専門性が高い（理

学部・4 年）
・専門分野を習う気満々で大学に入り，1

年で教養科目だらけで，勉強をあまり
しなくなった。2 年から専門が増え勉強
が楽しかった。個人的には教養科目は
いらない。（理学部・4 年）

・レポートの返却がなく，困った。テスト
の点をききにいっても何もおしえてもら
えず，復習ができなかった。（理学部・4年）

・再試で金をとりすぎじゃないかと思う。
（理学部・4 年）

・もっと自由に履修を組みたかった。（理
学部・4 年）

・授業をサボる生徒への対応があまい。
（理学部・4 年）

・やる気のある人とない人のギャップが
授業をわるい方に導いていると思う。
（理学部・4 年）

・先生によって評価基準がめちゃくちゃ，
プリントはどの先生もわかりやすい。
（理学部・4 年）

・先生によっては，板書が雑で全く理解
できない人がいた。（理学部・4 年）

・選択教科においてもう少し種類が欲し
い。（理学部・4 年）

理学部生物科学科
【１年生】
・黒板が読みにくい先生，話し方が明瞭

でない先生が多い。（理学部・1 年）
・授業内容をもう少し分かりやすくまと

めて欲しいです。おもしろい先生の授
業は聞きたくなります。（理学部・1 年）

・先生によって授業の楽しさのバラつき
がありすぎる。（理学部・1 年）

・科目にもよりますがもう少し出席には
厳しくするかどうかをきっぱりと決め
てほしいです。（理学部・1 年）

・必修科目について，もう少しわかりや

すく授業をしてほしい。（理学部・1 年）
・先生が漢字に弱すぎる。せめて常用漢

字位書いて欲しい。その方が理解しや
すい（理学部・1 年）

・北里の世界，農医，仕事と人生が 1 単
位なのが納得いかない。（理学部・1 年）

・もっと興味の湧く話をしてほしい（理
学部・1 年）

・単位の取得をもう少しゆるくしてほし
い（理学部・1 年）

・前期の専門科目の方が楽しかったです。
（理学部・1 年）

・提出物を返してほしい。黒板をキレイに
見やすくかいてほしい。（理学部・1 年）

・授業が難しい。（理学部・1 年）
・基ソ数学Ⅰ　既修クラスと未修クラス

で「優」の差があるのは改善した方が
よいと思う。（理学部・1 年）

・履修登録が実にめんどーである。（理学
部・1 年）

・学部・学科の枠にとらわれて，興味が
あっても取れない授業があり，困った。
（理学部・1 年）

・休講について直接お知らせが無いため
しばしば間違える（理学部・1 年）

・実験は頭で考えているだけではうまく
いかないことが多いので物事を考える
良い機会になった。（理学部・1 年）

・高校時代に大学で授業をする先生たち
はいわばその分野のオタクのようなも
のだと聞いていたのにその割にはつま
らなさそう（淡々と）に授業をする先
生が多くて残念です。（理学部・1 年）

・先生によりわかりやすさに差異が大き
くあるように思う。（理学部・1 年）

・専門分野の実験がなかったのでやりた
かった（理学部・1 年）

・生徒の事を考えてくれている先生もい
るが，そうでない先生もいる。（理学部・
1 年）

・専門分野では自分の興味あるところな
どを深く取り扱えてよかった。（理学部・
1 年）

・授業の予習，復習，講義内で確実にしっ
かりやることが大切だと思います。（理
学部・1 年）

・先生と生徒の関係が薄い，大学だから
当たり前のことだけど。（理学部・1 年）

・実験が，物理・化学だったので初めて
知ったことがたくさんあってとても良
い経験になった。（理学部・1 年）

・目的がわからない授業はやる気がおき
ない。（理学部・1 年）

・とりたい授業を自由にとれてよかったで
す。でも，語学がとりたかったけどいろ
いろな授業とかぶってしまっていて，と
ることができなかった。（理学部・1 年）

理学部
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【２年生】
・遅刻すると罰ゲームさせられるのは，

大学ではありえないと思います。（理学
部・2 年）

・2 年次以降も 1 群一般教養を必修にすれ
ばいいと思う（理学部・2 年）

・英語の授業だけ微妙。理系だから理系
の英語をやっているが中途半端な感じ
がする。逆に文系的な内容でやった方
が面白いし，知識がつくのでいいと思
う。（理学部・2 年）

・専門的な勉強ができる点が良い。分か
りやすく教える気がない点が悪い。（理
学部・2 年）

・出席をとり，授業に出てない人にはテ
ストを受けさせないでほしい。（理学部・
2 年）

・他の学科の授業も取ることができる点
（理学部・2 年）

・朝早起きできるようになった（理学部・
2 年）

・大学デビュー組がうるさかった。（理学
部・2 年）

・高校とは違う専門的に学べる事がとて
も良いです。（理学部・2 年）

・取りたい授業のコマ（時間）がかぶっ
ていることがある。（理学部・2 年）

・小林亜津子先生の倫理学は最新のデー
タや映像資料が多く使われていて大変
興味深かった。しかし，英語系科目は
全体的に力を入れていない感があり，
内職の時間だった。（理学部・2 年）

・専門科目で説明がわかりづらいことが
多い。（理学部・2 年）

・実験ができた（理学部・2 年）

【３年生】
・人文社会系科目をもっと取っておけば

よかった（3 年）（理学部・3 年）
・スライドや板書が見にくかったり，マ

イクが入っていないときがったので，
そのあたりの授業の設備をもう少し
しっかりしてほしいと思いました。（理
学部・3 年）

・授業の出席はなるべく取った方が良い。
その方が自分がどの授業のどの回に出れ
ていないかなどが判断しやすく，また授
業に出るキッカケになる。（理学部・3年）

・もう少し外国語に力を入れて欲しい
（英語）（理学部・3 年）

・楽しかった（理学部・3 年）

【４年生】
・先生によって，学生への態度を変える

ので，非常に腹が立つ。特に，生物科
学科の教授。あいさつをしても無視。
成績の良い人と，顔のよしあしで，決

まっているとまでいわれる研究室の勧
誘・・・・。（理学部・4 年）

・自由に使える時間が多くて，色々な経
験ができた。（理学部・4 年）

・グループワークが少ない。（理学部・4年）
・原著を読む授業を単位数を半分にして

授業日数を倍にして，一人あたりの読
む量をふやした方がいいくらい。（理学
部・4 年）

医療衛生学部健康科学科
【４年生】
・自分で選択する科目が少なかった。（医

療衛生学部・4 年）
・先生がやさしい（良かった点）（医療衛

生学部・4 年）
・英語など将来的に必要であろう一般教養

を学ぶカリキュラムをもっと濃いものにし
てほしかったです。（医療衛生学部・4 年）

・必修の数が多くて自由に決めることが
できなかったところが残念だと思った。
（医療衛生学部・4 年）

・専門知識が富んだ（医療衛生学部・4 年）
・チーム医療演習への参加の必要性はな

いと思った。（医療衛生学部・4 年）
・キャパを書いておいてほしい（講義室

からあふれる時がある）（医療衛生学
部・4 年）

医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・配布されるプリントで勉強できてよかっ

た。話すのが早くてききとれない（医療
衛生学部・1 年）

・基礎がない人にはついていけない授業
がある。（医療衛生学部・1 年）

・数 3 の授業を取りたくなかったのに，
必修だったこと。（医療衛生学部・1 年）

・文化人類学おもしろかったです。（医療
衛生学部・1 年）

・英語のクラスを能力分けしてほしかっ
た。今の英語の授業は参加しているけれ
ど身にならない（医療衛生学部・1 年）

・授業時間を守ってもらえない先生がい
て大変だった。（医療衛生学部・1 年）

・数学の授業をもっと丁寧に教えてほしい
です。数 3 をやってない人にとっては全
然わからないです。（医療衛生学部・1年）

・高校の時の基礎から始めてくれるので，
理解しやすかった。（医療衛生学部・1年）

・レジュメを配ってくれる。（医療衛生学
部・1 年）

・思う存分勉強できて良かったです。（医
療衛生学部・1 年）

・選択科目のように自分の興味のある科
目をえらべるのがとてもよいと思った。
（医療衛生学部・1 年）

・出席は全ての授業でとるべき。（医療衛
生学部・1 年）

・うるさい授業がある。（医療衛生学部・
1 年）

・もっとテストよりもレポートの授業があっ
てもいいと思う（医療衛生学部・1 年）

・知らない事が多すぎた（医療衛生学部・
1 年）

・つまらないと感じてしまう授業がいくつ
かあった。高校の知識の復習がメインの
一般科目があった（医療衛生学部・1年）

【２年生】
・一般教養科目の必要性が分からない

（医療衛生学部・2 年）
・教室変更が特段分かりづらい（医療衛

生学部・2 年）
・板書をもっと工夫してほしい（医療衛

生学部・2 年）
・先生によってレジュメの意味を感じな

いものがある（医療衛生学部・2 年）
・テストでどこがまちがっていたのかわ

からないので答案用紙を返してもらい
たいです。（医療衛生学部・2 年）

・より専門的な勉強ができること　先生
によってより分かりやすいものから意
味分からない授業まで幅が広いこと
（医療衛生学部・2 年）

・板書を工夫してほしい（医療衛生学部・
2 年）

・教養科目はもっと自由に履修したい。
（医療衛生学部・2 年）

・教室内にいる生徒数の絶対数が多いた
めに，先生方がただ説明するだけになっ
ている気がする。私は，少人数で個々
にしっかりと教えてくれる方が良いと
思う。（医療衛生学部・2 年）

・2MLの授業数が多い。1 年次の授業に
一部専門科目を移すなどして分散させ
てほしい。（医療衛生学部・2 年）

・一部の教員に授業に対しての責任感が
感じられない者がいる。（例 ： 授業に 5
〜 15 分の遅刻，授業を準備せず適当に
行う，前期の成績を提示しない）（医療
衛生学部・2 年）

・2 年生からの専門科目が重すぎ，1 年
からも何科目か専門科目を増してほし
かった。（医療衛生学部・2 年）

・学部によって授業数に違いがありすぎ
る。（医療衛生学部・2 年）

・1 年のうちに生化学等習っていても良
かったと思う。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・1 年生の教養科目（1 群）はもうちょっ

と減らして 1 年生のうちから専門科目
をもっと始めてほしい（医療衛生学部・

理学部／医療衛生学部
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3 年）
・カリキュラムの組み方を見直してほし

い（医療衛生学部・3 年）
・1 年時から専門科目をもっとやってほし

いと思った。2，3 年の授業日程が鬼す
ぎる。（ML）（医療衛生学部・3 年）

・たくさんある。出席をカードリーダー
制にしてほしい　授業欠席しているの
に代筆でとっている人がいるから（医
療衛生学部・3 年）

・大学生としてイメージしていた時間割
と異なっていた（医療衛生学部・3 年）

・他の学部の人と一緒に授業を受ける機
会を増やしてほしいです。（医療衛生学
部・3 年）

【４年生】
・出席してない人たちが進級できるのは

おかしい（医療衛生学部・4 年）
・様々な見方ができました。（医療衛生学

部・4 年）
・質問に対して先生が丁寧でした。（医療

衛生学部・4 年）
・病院実習を 4 年の 8 〜 12 月に行うのは

おかしいと思います。もう少し早めた期
間にしてください。（医療衛生学部・4年）

・もっと興味をひくような，目的がしっかり
した授業をおこなってほしい→生徒も先
生も単位をとらなきゃいけないからやっ
てるかんじする（医療衛生学部・4 年）

・もう少し1年生のときから専門科目があっ
ても良いと思う（医療衛生学部・4 年）

・必須科目が多いため時間割をくむのが
楽で良い。（医療衛生学部・4 年）

・教養科目が少ない（医療衛生学部・4年）
・専門分野は詳しく学べてよいと思う。

（医療衛生学部・4 年）
・3 年 4 年で専門の授業を詰め込みすぎ

で負担が大きく感じる。（医療衛生学部・
4 年）

・実験，実習は多くて良かった。（医療衛
生学部・4 年）

・幸せでした（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】
・「1 単位落としたら留年」というのを，

入学前に言って欲しかった。（医療衛生
学部・1 年）

・医療系大学なので，致し方ないことだ
が，医療系から離れた講義，先生も広い
視野をもつためには必要だと思う。正直，
一般教育の英語はひどい。外人の先生
をもっと積極的に採用し，使える英語教
育を展開してほしい。詰めこみ型で役に
立たない高校の英語教育の延長ではな

いものがいい（医療衛生学部・1 年）
・幅広い知識が得られる（医療衛生学部・

1 年）
・選択必修科目が自分の興味あるものを

受けようと思っても単位が取りにくいな
どの理由があり落とすわけにはいかな
いので取れなかった。取りたくない科目
も受ける必要があった。以上の 2 点を
改善してほしい。（医療衛生学部・1 年）

・補講の入れ方が変（医療衛生学部・1年）
・大学の授業において有意義だと思った

のは 1 つだけである。その他の科目に
関しては必要な知識だと分かっていて
も面白いと思えないし，今はただ単位
のことのみを考えて受講している（医
療衛生学部・1 年）

・補講などがあるときの日にちのけいじ
が分かりにくい。（医療衛生学部・1 年）

・授業をある程度自由に受けられるとこ
ろ（飲み物を飲んでＯＫなど）実験が
楽しかった。いろいろなことが学べた。
（医療衛生学部・1 年）

【３年生】
・出席とれなかったものをＰＣで見られ

るとうれしい（医療衛生学部・3 年）
・パソコンで授業が見られるようにして

欲しい（医療衛生学部・3 年）
・良　自分の好きなように組める　悪　知

らないことを知っている前提で話をして
くる人もいる（医療衛生学部・3 年）

・カリキュラムがおかしい　つめ込んだり
緩すぎたり忙しさがバラバラすぎる　バ
ランスがほしい（医療衛生学部・3 年）

・エアコン寒すぎ。（医療衛生学部・3 年）
・大学の先生は教えることよりも研究を

することが仕事のためかほとんどの方
が授業がヘタであると感じています。ち
なみに私が塾講師をしたときは毎週の
ように研修をしていました。教える努
力は感じられるけど実力がともなって
いないのを見ると残念に感じます。（医
療衛生学部・3 年）

・良かった点・・・実習を通して，理解す
る事が出来た。（医療衛生学部・3 年）

・自分で考える力がついた。（医療衛生学
部・3 年）

【４年生】
・TAには，あらかじめ行う授業や実習に

関しての教育を行ってほしい。・授業で
先生の大幅な遅刻はいかがなものかと
思う。（医療衛生学部・4 年）

・倫理や心理は重要だと思う。（医療衛生
学部・4 年）

・どんなに授業に出ていても頭の悪い人
はどんどん留年していった。テストに

再試があるのはよかった。（医療衛生学
部・4 年）

・すばらしかった（医療衛生学部・4 年）
・分からないことを先生に聞きにくい

（医療衛生学部・4 年）
・教員が忙しそうで授業が雑。（医療衛生

学部・4 年）
・何を言っているのか分からない先生が

いた。（医療衛生学部・4 年）
・パワポ授業に関してはレジュメを用意

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】
・学費に見合う授業をしてほしい（医療

衛生学部・1 年）
・出席をなくしてほしい（医療衛生学部・

1 年）
・必修1つでも落とすと留年はきつい。（医

療衛生学部・1 年）
・勉強は楽しい。（医療衛生学部・1 年）
・単位をとるのが難しくなっているので改

善してほしい。（医療衛生学部・1 年）
・今年度から規則が変わって色々とまどう

ことが多かった。（医療衛生学部・1 年）
・板書を分かりやすくしてほしいです。

（医療衛生学部・1 年）
・見えにくい人がいる（医療衛生学部・1

年）
・必要のない授業が多いと感じた。（医療

衛生学部・1 年）
・全講義で出席点をなくしてほしい（医

療衛生学部・1 年）
・自由席であること。（医療衛生学部・1年）
・一般教養科目が豊富で，学びたいもの

を選んで学べること。（医療衛生学部・
1 年）

【４年生】
・国試対策は 3 年からやりたかった（医

療衛生学部・4 年）
・専門科目が増えるにつれ選択科目が減

ることで多少，閉塞感があったことは
否めない（医療衛生学部・4 年）

・1 年生の時に専門科目についてもっと
わかりやすく説明してほしかったです
（医療衛生学部・4 年）

・2 年次の英語の授業が教員によって行う
内容等に幅があったのでクラス別ではな
く選択式にするか同じ内容の講義をする
かにしてほしい（医療衛生学部・4 年）

・一般教養のことはあまり覚えてないの
で意味あるかわからない（医療衛生学
部・4 年）

・学費の高さ（医療衛生学部・4 年）
・1 年次からもう少し専門分野（基礎）

医療衛生学部
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を学ばせた方が効率良いと思う（医療
衛生学部・4 年）

・必修が多すぎて，自由に時間割をくめ
なかった。（医療衛生学部・4 年）

・教員によって出席重視など変わるので，
改善してほしい（医療衛生学部・4 年）

・1 年時はとる科目で難易度が異なるので
北島賞が不公平（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】
・PTの統計の先生が生徒の理解度を配慮

してくれない。生理学の先生は，声（マ
イク有）が小さい。難しいことを難し
く言っているだけで，分かりにくい。（医
療衛生学部・1 年）

・今のところない（医療衛生学部・1 年）
・出席のとり方（医療衛生学部・1 年）
・教授が自分の世界だけで話している授

業がある。（医療衛生学部・1 年）
・アンケートがめんどくさい　もっとわ

かりやすくして（医療衛生学部・1 年）
・物理実験，化学実験が大変だった。（医

療衛生学部・1 年）
・一般教育科目がつまらない（医療衛生

学部・1 年）

【２年生】
・1 年の時にもう少し専門科目やってほし

かった（医療衛生学部・2 年）
・同じ科目で同じ内容になったレポート

を出した 2 人のうち，1 人だけ落とされ
ました。しっかりとした基準をつくっ
てやってほしい。（医療衛生学部・2 年）

・自分の専門ではときとおり少しフワフワ
している事があり正しいことがわからな
いことがある。（医療衛生学部・2 年）

・社会に出る上で一般教養が大切なのは
わかるが，1 年のときにもう少し専門科
目の基礎を学びたかった（医療衛生学
部・2 年）

・一般教養が多い　一年時から専門を入
れてほしい（医療衛生学部・2 年）

・1 年次にもっと専門科目を増やしておし
い。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・専門科目を一年の時から履修すること

ができるようにすべき。3 年いそがしす
ぎ。（医療衛生学部・3 年）

・初日のオリエンテーションが不十分，
無いのは問題外。（医療衛生学部・3 年）

・とにかく睡魔との闘いだった。みんな
寝ていた（医療衛生学部・3 年）

・1 年のときから専門知識に触れたかっ
た。（医療衛生学部・3 年）

・授業開始時間を 8：30 分からにしてほ
しい（医療衛生学部・3 年）

・1 年生で少し専門の授業を増やしてほし
い。2，3 年でつめこまれた感じがする
（医療衛生学部・3 年）

・先生がくるのが遅くて時間がもったい
ない時がある　周りがうるさい（医療
衛生学部・3 年）

【４年生】
・幅広く学び，企業でも通用する力をつ

けたい（医療衛生学部・4 年）
・2，3 年がコマ数が多くて，1 年生のと

きは少なかったのでもう少し配分を見
直してもいいかと思います（医療衛生
学部・4 年）

・レポート課題を増やしてほしい（医療
衛生学部・4 年）

・テキストを買った割に使わないものが
多かったような気がします（医療衛生
学部・4 年）

・一年次の授業は不要（医療衛生学部・4
年）

・専門科目は実習も多くレベルの高い授
業をうけられてよかった。（医療衛生学
部・4 年）

・専門科目は実践が多くて良かった。続
けて授業（1 〜 4 限まで同じ科目）する
ことは集中が切れてしまうのでよくな
かった。（医療衛生学部・4 年）

・1 年次に時間的余裕があり，3．4 年次
に講義が詰まっていて大変だったので，
カリキュラムを均等にしてほしかった
です　4 年次に卒業研究が始まると就
活，国試の勉強と重なりつらいのでも
う少し早めにゼミを始めてほしかった
です（医療衛生学部・4 年）

・ディスカッションや人前での発表が多
かったように思います。苦手なのです
が力がついたように思います。（医療衛
生学部・4 年）

・幅広い知識を学べた（医療衛生学部・4
年）

・特論がさらに細かく内容が分かれてい
ると，より深く学ぶことができそうだ
と思います（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】
・スライド授業の字が少し小さい（医療

衛生学部・1 年）
・授業中に教員のスライドを撮えいする

音がうるさい。注意するならちゃんと注
意してほしい。（無音カメラなら可など
も伝えてほしい）（医療衛生学部・1 年）

・パワーポイントにやたら長い文章を羅

列し，その上で説明を重ねられても，
必死になってノートをとっているので，
全く話が頭に入ってこない。書く時間，
話をきく時間で分けるか，プリントを
配ってほしい。（医療衛生学部・1 年）

・レジュメは，つくってくれるなら全て
のスライドを印刷してほしいです。（医
療衛生学部・1 年）

・パワーポイントやノート，プリントがた
くさんあって混乱（医療衛生学部・1年）

・1 つでも単位を落としたら留年という状
況は良くないと思います。夏休みが短
かすぎて，休みじゃなかったです。せ
めて休み期間に実習をいれるのはやめ
てほしいです　他大と同じようなカリ
キュラムにしてほしいです。（医療衛生
学部・1 年）

・好きな授業をとれる　つまらない事が
多い（医療衛生学部・1 年）

【３年生】
・30 分経ってから出席を取ってほしい。

（医療衛生学部・3 年）
・情報共有をしてほしい（医療衛生学部・

3 年）
・1 年次からもっと専門分野を学びたかっ

た。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・先生によって授業内容のクオリティが

ちがいすぎる（医療衛生学部・4 年）
・チーム医療演習が良かった（医療衛生

学部・4 年）
・作業療法関連の科目とても役に立ちま

した。（医療衛生学部・4 年）
・先生の主観的考え方が強い（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】
・専門分野を 1 年から学べるのは良いが，

数Ⅲは必要ないと思う。（医療衛生学部・
1 年）

・良かった点 ： 高校では学べなかった分
野（心理学など）を学べて良かったで
す。悪かった点 ： 科目によってはただ
自分の趣味をひたすら話しているだけ
の授業があって興味が湧かなかった。
（医療衛生学部・1 年）

・レポートで単位のとれる講義がある点。
（医療衛生学部・1 年）

・前期の終わりに提出した授業アンケー
トが何も反映されていない。（医療衛生
学部・1 年）

医療衛生学部
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【２年生】
・教養科目くらいなら難しめに試験を作

成する必要はないと思う。（医療衛生学
部・2 年）

・一年以外，選択自由科目がめっきり減
るので，全体的に取れるのを，毎年あ
るといいかなと思いました。（医療衛生
学部・2 年）

【３年生】
・教室の設備（マイクなど）を万全の状

態にしてほしいです。パソコンの充電
用のコンセントがほしいです。（目一杯
充電してきても途中で充電が切れてし
まうので・・・。）（医療衛生学部・3 年）

・知識をつけるということは大切ですが，
1 年次，3 年次後期に比べて，考える，
意見をもって発表するような授業が少
ないと 2 年次や 3 年次前期に思いまし
た。ディスカッション等，もっと行い
たかったです。（医療衛生学部・3 年）

・テストの答案を返してほしい。復習が
したい。何の問題が出たか覚えておい
てテスト後に復習するには限界がある。
答案を返却しない意味がわからない。・
クラス担任との定期的な面談は，自分
のモチベーションにつながるので，良
いと思う。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・必修ばかりだったので良いも悪いもな

い（医療衛生学部・4 年）
・1 年から専門を学びたかったです。2 年

生の試験科目が多く，当時は覚えるこ
とに必死で理解までたどりついていな
かったと，今とても後悔しています。（医
療衛生学部・4 年）

・先生から細かいフィードバックがあっ
て助かった。（医療衛生学部・4 年）

・専門科目の先生方皆さん丁寧で，親身
になって下さり大変ためになりました。
また文学の世界という授業が大変おも
しろかったです。（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
【１年生】
・無駄が多くて学費に見合ってないと思

います。（医療衛生学部・1 年）
・高校のときの方がわかりやすいとき。

（医療衛生学部・1 年）
・1 年生から，もっと専門科目を学びた

かったです。必要性を感じない一般教
養科目が多いように感じます。（医療衛
生学部・1 年）

・生徒がおいてけぼりな授業が多かった。
テストに向けて，授業内容をまとめて

ほしい。（医療衛生学部・1 年）
・教員は当たり前に分かっているからと

いって，学生を追いていかないでほし
い（医療衛生学部・1 年）

・数学や統計学の授業で使うプリントは先
生が刷ってきてほしい。教養科目より専
門科目をやりたい。（医療衛生学部・1年）

・チーム医療演習を受けたがいつもチーム
の中にOVが入っていなくて，説明等も
されず，OV必須ならば抜けものにしな
いでほしかった。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・出欠席も成績評価に入れて欲しい（医

療衛生学部・2 年）
・1 年時の一般教養において文系の科目が

選択可能だった点が良かった（医療衛
生学部・2 年）

・1 年次にどこの学部も同一のキャンパス
で学ぶことは学部間での交流が増える
のでよいことだと思う。（医療衛生学部・
2 年）

・5 限のみの授業はやめてほしい（医療衛
生学部・2 年）

・教科書に書いてあることだけを，その
まま講義する先生がおり，理解も全く
深まらず，本当に意味が無かったこと
があった（生理学の女性の先生）（医療
衛生学部・2 年）

・大切な授業でプリント配布がなく，理
解できずに終わった（医療衛生学部・2
年）

【３年生】
・2，3 年時で学費は変わらないが，3 年

次にて実習が詰まっている。2 年次に実
習を入れるか，2 年次の学費を減らして
ほしい。教科書を配ってほしい。（医療
衛生学部・3 年）

・1，2 年生から専門分野をもう少し学び
たかった（医療衛生学部・3 年）

・1 群，2 群科目の授業が親しみにくかっ
た。（医療衛生学部・3 年）

・全て悪い。（医療衛生学部・3 年）
・もっと専門分野を早くから学べたらよ

いと思います。（医療衛生学部・3 年）
・高校で取っていない科目をわかりやす

く教えてくれた。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・こちら側は言うまでもないが，先生側

にも興味のもたせ方や技，人柄など授
業に関係すると思っている。（医療衛生
学部・4 年）

・1，2 年の時間がある時に，もっと専門
の授業もできるのでは？カリキュラム
（医療衛生学部・4 年）

・臨床的な知識をもっと学びたかった。
（医療衛生学部・4 年）

・先生とのコミュニケーションがとりにく
い。質問しにくい。（医療衛生学部・4年）

・他大学と違い，必修がほとんどで，履
修に迷うことなく良かった（医療衛生
学部・4 年）

・もっと早い学年の時に専門分野を学び
たかった。（医療衛生学部・4 年）

・2 〜 4 年生の授業などのバランスがもう
少し均等だと良い（医療衛生学部・4年）

学部・学年不明
・薬学にも選択科目の余知がほしいです。

（学部不明・学年不明）
・BF（学部不明・学年不明）
・青森じゃなくてももっと神奈川に近い

地方でよかった（学部不明・学年不明）
・なぜこの科目を勉強しているか必修科

目において説明がほしい。（学部不明・
学年不明）

・統計の先生の教え方が早いし，よく分
からない。（学部不明・学年不明）

・1 年の間は，専門科目が学べず，大学へ
通う意味がわからなかった。（学部不明・
学年不明）

・分かりやすい授業も多くある中で，分
かりにくいものやねむくなる授業（英
語リスニング）も少々あります。（学部
不明・学年不明）

・もっとグループワークなどをした方が
いいと思った。会話する力はとても重
要だと思う。（学部不明・学年不明）

・多い，もっと休みを（学部不明・学年
不明）

・一般教養科目があまり魅力的でない
（学部不明・学年不明）

・チーム医療論が難しすぎ？（学部不明・
学年不明）

・北里の世界はいらない（学部不明・学
年不明）

・講義の仕方をもう少し工夫してほしい。
（学部不明・学年不明）

・席がとれない。（学部不明・学年不明）
・（良）レポートなども見て成績をつけると

ころ　（悪）先生によって声が聞きとり
づらいのは困る（学部不明・学年不明）

・余計な授業が多い。（学部不明・学年不
明）

・薬と仕事やチーム医療論，北里の世界
などで，内容が重なっている（学部不
明・学年不明）

・空調に問題あり（学部不明・学年不明）
・私語の多い人がいて聞きづらい。スラ

イドが見にくい。（学部不明・学年不明）
・北里の世界ではテーマにあった話をし

てほしい。宗教の話とかいらない。（学

医療衛生学部／学部・学年不明
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部不明・学年不明）
・教授達の生徒への教えようとする意識

の差が大きすぎる。教えてくれるのは
ありがたいが，教えようとする意識が
もっと欲しい。（学部不明・学年不明）

・このアンケート（学部不明・学年不明）
・もっと選択（教養科目）をふやしてほ

しい。（学部不明・学年不明）
・授業中うるさい（学部不明・学年不明）
・体力がもたない　白金 75 分授業にして

ください（学部不明・学年不明）
・もっと自分で勉強すれば良かった。（学

部不明・学年不明）
・一年次の一般教養科目が凄く時間が

もったいないと思った。（学部不明・学
年不明）

・アンケート長すぎる　模試中に行うべ
きでない（学部不明・学年不明）

学部・学年不明
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薬学部薬学科
【１年生】
・スクバの数を増やしてほしい。もっと利

用しやすくしてほしい。（薬学部・1 年）
・スクバの数を増やしてほしい（薬学部・

1 年）
・スクバを増やして欲しい。（薬学部・1年）
・授業で人に伝えようとしているように

思えない　会話みたい。滑舌よくして
ほしい。（薬学部・1 年）

・学費高いです。レポートちゃんとよん
でほしい。北里の世界いらないと思い
ます。（薬学部・1 年）

・スクールバスの時間を改善して欲しい。
（薬学部・1 年）

・アンケートが多すぎる。（薬学部・1 年）
・スクバ大変（薬学部・1 年）
・進級させて下さい（土下座）（薬学部・1

年）
・頑張ります。（薬学部・1 年）
・資格とりたい　研究室入りたくない

（薬学部・1 年）
・進級します。（薬学部・1 年）
・出席 2 ／ 3 制度は，片道 2 時間半だと 1

限つらいです。（薬学部・1 年）
・コンベでの授業は寝ごこちがよすぎる

のでやめるべきです。（薬学部・1 年）
・自習室以外にも自習できる所が増える

と嬉しい。（薬学部・1 年）
・正直PPなのですけど，あまり薬剤師に

なりたいと思いません。（薬学部・1 年）
・スクールバスの本数が少ない（薬学部・

1 年）
・スクバの数。（薬学部・1 年）
・長いアンケートにしっかりこたえたの

でちゃんと意見を反映させてください。
（薬学部・1 年）

・北里の世界やチーム医療論の必要性が
わからない。必修ではなく選択にする
か，内容をかえてほしい。また，スクー
ルバスの本数をふやしてほしい。（薬学
部・1 年）

・ただの愚知のようになるが人付き合い
がめんどくさい。（薬学部・1 年）

・食堂を増やしてほしい。Wi-Fiを速くし
てほしい　駅近にしてほしい（薬学部・
1 年）

・学生の声をもう少し聞いてほしい。設
備が不十分，連絡がおそい。アンケー
トを有効活用してほしい。外面だけよ
くするのはやめた方がいい　顧う先生

はちゃんとよく見極めてほしい。学生
の立場から見るのと学歴は関係ないの
で。（薬学部・1 年）

・駅から近いところに建ててほしい。（薬
学部・1 年）

・スクールバスの本数が少ない。先生が
定期的に面談をしてくれることがあり
がたいです。（薬学部・1 年）

・遠い（薬学部・1 年）
・学費が高い・・・・涙。（薬学部・1 年）
・休みと単位を下さい。（薬学部・1 年）
・休みと単位が欲しい（薬学部・1 年）
・より良い授業（薬学部・1 年）
・成積のつけ方を授業開講前に決定して

ほしい。成積のつけ方が不明な科目が
あった。（薬学部・1 年）

【２年生】
・コンビニを増やしてほしいです。（薬学

部・2 年）
・アンケートボックスへ前に意見を入れ

ましたが，すぐ対応して頂き嬉しかっ
たです。ありがとうございます。（薬学
部・2 年）

・事務の開放時間の拡大　空調管理（個々
で設定できるように）（薬学部・2 年）

・アクセスが悪い（駅からの）建物が汚
い，狭い，エレベーターがスムーズで
ない。事務室の開いている時間が短い。
出席を過敏に気にしすぎである。台風や
雪などへの対応が学生想いでない→公
共機関の混雑で体調を崩す。帰ること
もできない。（実習を休めないなど）→
病院の紙が必要だが，病院に行く元気
があれば，大学に来れる。（薬学部・2 年）

・空調なんとかしてください。（薬学部・
2 年）

・北里大学薬学部情報ポータルサイト内
検索を設けるか，授業，実習ごとに分
かれた表示が欲しい。バックナンバー
をさかのぼるのが大変。（薬学部・2 年）

・アンケートをかく時間が足りません。
授業時間をつぶして書かせないでくだ
さい。墓金キャンパス 1 号館のトイレ
に石けんをもう1つ増やして下さい。（薬
学部・2 年）

・夏は寒すぎ（薬学部・2 年）
・アンケート量が多い。（薬学部・2 年）
・後期テストが始まるのがはやすぎます。

年末，年始など帰省できなくて正直困
ります。はじまるのを遅らせてほしい

です。（薬学部・2 年）
・天候に合った空調をお願いします。（薬

学部・2 年）
・冷暖房の調節が雑。もう少し考えてほ

しい。暑すぎor寒すぎが多い（薬学部・
2 年）

・薬学部ポータルの情報を休講，食堂，な
ど分けてほしい。補講の情報もWebシラ
バスに反映させてほしい。（薬学部・2年）

・アンケートを手書でしないでほしい。
記入・集計の努力を考えたら，webアン
ケートにすべき。（薬学部・2 年）

【３年生】
・ノーベル賞授賞おめでとうございます。

（薬学部・3 年）
・空調の管理，テストを 12 月中にしてほ

しい。（薬学部・3 年）
・（薬）ヤマザキショップ以外のコンビニ

が欲しいです（薬学部・3 年）
・進路相談に関する機会を増やしてもら

いたい。（薬学部・3 年）
・ABとCDの定期試験前の実習の大変さが

ちがいすぎる点。CDの方がより大変な
点（薬学部・3 年）

・アンケートが長い。webシラバスで 1 日
ごとに授業が確認できるところの更新
が遅い。（薬学部・3 年）

・情報が総合的に少ない，受動的だと何
も分からない　もっとたくさんの情報
がほしい。（薬学部・3 年）

・このアンケートを書いた人に全科目 1
点ずつ贈呈と言えば提出率が改善する
と思います。（薬学部・3 年）

・新 2 号館の空調調整を教室でできるよう
にしてほしい！！！後期試験を 12 月か 1
月 10 日以降とかにしてほしい。平和な
お正月をすごしたいです。（薬学部・3年）

・実習の重要性は承知しているが，毎日
原則欠席不可というのは，いかがなも
のか（薬学部・3 年）

・授業時間を削ってアンケートとるのや
めてほしいです。（15 分じゃおわらなく
授業に集中できないです・・・）。（薬学
部・3 年）

・病院の先生を呼んで行う講義などで本
当にプリントの文字が小さすぎて読め
なかったり声が聞き取れなかったりす
るので，教えることに不向きな先生が
少なからずいらっしゃることが不満で
す。90 分間がムダな気持ちになります。

問39　�「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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1 年生で習ったことを復習できるよう
な科目があると嬉しいです（特に有機）
（薬学部・3 年）

・実習室（実験室）にカサ立てがほしい
です。（薬学部・3 年）

・北里の世界の非必修科目化をしてほし
い。（薬学部・3 年）

・①薬学部の学生のメールアドレスが変
更になったが教学センターや就職セン
ターなどのメールが古いメールアドレ
ス（@st.2pharm.kitasato-u.ac.jp） に 届
いていて気づかないことが何度もあっ
た。 新 し い ア ド レ ス（@st.kitasato-u.
ac.jp）に届くようにしてほしい。②講
義プリントが後ろの席の 1 ブロック丸
ごとまわってこない，または不足するこ
とが様々な授業で多発しており，きちん
と回ってくるように改善してほしいと
思います。（講義室2202）。（薬学部・3年）

・せまい。体育館ほしい。（薬学部・3 年）
・講義室の狭さ。空調管理のできなさ。（薬

学部・3 年）
・アンケートが長いです。（薬学部・3 年）
・駅から遠い（薬学部・3 年）

【４年生】
・同じような質問が多いのでめんどくさ

かったです。学費が安くなったらうれ
しいです。（薬学部・4 年）

・（白金）1503 自習室のパソコン，プリ
ンタ増設，自習室開放室数の増加，学
食夕食営業の恒久化。（相模原）図書館
（教養図書館等）の開室時間帯の延長，
スクールバスの増便（実態にあわせた
減便ではなく，自転車利用削減のため
の乗車チャンス拡大も重要である，ス
クールバス運行管理委員会の議事録や
資料等の公開・学生代表の参加（協議
内容が不透明である），スクールバス運
行実績（詳細情報）の公開（Sophia Kai 
Ergon 199 号p.33 の様な形式で）。（薬
学部・4 年）

・企業に行きたい人のバックアップをもっ
と全面的にしてほしい（薬学部・4 年）

・授業が上手い先生が評価の低かった先
生に上下関係なく授業のやり方を教え
てあげてほしい。（薬学部・4 年）

・後期の学期末テストの日程をもう少し
考えてほしい（1 ／ 4 〜のせいで，地元
の成人式はおろか，年末年始に地元に
帰ることができない）（薬学部・4 年）

・自習室がうるさい（下級生）（薬学部・4
年）

・このアンケートがどう反映されるかが
知りたいです。（薬学部・4 年）

・薬学部だけ別のキャンパスであること
に，チーム医療を推進している大学方

針との大きな矛盾を感じます。他大学
の多職種連携サークルに所属していま
すが，そこでの経験が大学の授業を常
に上回ってしまっているので，医療系
総合大学の強みをもっと生かした連携
学習を希望します。（薬学部・4 年）

・ねむい（薬学部・4 年）
・CBTや国試対策をもっとやってほしい

です。授業中，もう少し静かになるよ
うに私語をしている学生を注意してほ
しいです。（薬学部・4 年）

・アンケートめんどくせえ（薬学部・4年）
・出席点を増やしてほしい（薬学部・4年）

【５年生】
・学内に郵便ポストがほしい。（薬学部・

5 年）
・実習先病院の決定方法。試験がお正月

にあること。帰省できないため。（薬学
部・5 年）

・閉鎖的すぎる。このような環境では閉
鎖的な薬剤師しか育ちません。（薬学部・
5 年）

・教室がせまいと思います。（薬学部・5年）
・もう少し，休みがほしい。（薬学部・5 年）
・学食のメニューをもう少し低価格で，

もう少し種類を増やして欲しいです。
（薬学部・5 年）

・自習室がほしいです。自分のテストの
結果を返却してほしい（薬学部・5 年）

・自習できるスペースが少ない。空いて
いる講義室も使っていいのかどうか掲
示してほしい（薬学部・5 年）

・体育館が欲しいです。（薬学部・5 年）
・このアンケートはどのように役立つの

か（薬学部・5 年）
・御手洗いの紙がかたいです。（薬学部・

5 年）
・大学内のトイレットペーパーの質を改

善してほしい（薬学部・5 年）
・学費を安くしてほしい。・費用に見合っ

たサービス（教育，設備など）を受けれ
ていると感じられない。（薬学部・5 年）

・成績をつけるシステムが不満です。（薬
学部・5 年）

・あとからやりたいことが変わったとき
に，それからでも選択授業がとれたら
いいなと思うことがある。授業の出席
を単位とからめるから，講義中にうる
さい人たちが講義にくるのではないか
と思うことがある。（薬学部・5 年）

・アンケートが長い（薬学部・5 年）
・事務の開局時間，日数の増加。（薬学部・

5 年）
・就活や国試の対策を早めに始めてほし

いです。（薬学部・5 年）
・アンケートをとっても，実際に改善さ

れて例がないように思える。アンケー
トをとるなら，実際に行動を起こして
ほしい。（薬学部・5 年）

・年明けの試験をずらして欲しい。地方
から来ている人は成人式に出るのも難
しい。（薬学部・5 年）

・CBT，国試対策をもっと強くしていた
だきたいです（薬学部・5 年）

・1 年次の教養科目に必要性を感じないで
す。（薬学部・5 年）

・学食の値段をもう少し下げてほしい！
（薬学部・5 年）

・このアンケートの重複している質問を
省いてほしいです。（薬学部・5 年）

・相模原キャンパスの事務の対応がもの
すごく悪かった（4 年前）。スクールバ
スが時間通りではない。白金の学食の
値段が高い。テスト中にも関わらず，
自習室が閉まっていたり，自習室になっ
ている場所で工事の事業が始まったり
…，この大学は「勉強ができる場」が
非常に少なく，毎回困りました。勉学
に力を入れる学生が多い大学なので，
ぜひ自習室を改善してほしいです。（薬
学部・5 年）

・Webシラバス見にくい。相模にいる研究
室にプリント等がまわってこない（薬
学部・5 年）

・相模原と白金の連携がとれておらず，
とても不便。（薬学部・5 年）

・Wi-Fiが弱くて論文が見れません。（Pub 
Med）なんとかして下さい（薬学部・5
年）

・テスト前などに自習できるスペースが
少ないのでもって多くの教室を開放し
てほしいです。（特に白金キャンパス）
（薬学部・5 年）

・学費が高い（薬学部・5 年）
・せまい（薬学部・5 年）
・図書館の書籍を充実させて欲しい。（薬

学部・5 年）
・このアンケートに意味があるのか，よく

わからないです。長いので，もっと簡単
なものにしてほしいです。（薬学部・5年）

【６年生】
・時々，要領が悪いと感じることがある。

（配布物，行事等）（薬学部・6 年）
・学食で自分の皿を自分で洗うスタイル

を廃止してください　図書館のすべて
の机にコンセントを設置してください
（薬学部・6 年）

・6 年時の授業は録画されていると聞きま
した。自宅での学習に役立てられるよ
う，オンラインで公開してほしいです。
（薬学部・6 年）

・自習スペースの確保。（薬学部・6 年）

薬学部
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・録画している映像を配信してほしいで
す。（薬学部・6 年）

・食堂の夕食サービス，自習室スペース
の改善。（薬学部・6 年）

・講義中，わざとらしく，なまって話す
先生がいるのが不満。聞き取りにくく
て逆にわかりにくい。「あなた知らない
でしょ」みたいな話し方。（薬学部・6 年）

・6 年生になって，国試に向けての演習を
大学の先生でなくぜんぶ予備校の先生
に行ってほしいです。大学の授業がわ
かりづらい上にまとまっていないもの
が多いから予備校のわかりやすい授業
をききたいのに，国試対策をまたわか
りづらい先生にされても意味ないです。
（薬学部・6 年）

・再試代（薬学部・6 年）
・授業が長い。1 日 4 コマは体力的につら

い。（薬学部・6 年）
・カリキュラムにもっと余裕を。自習室，

フリースペースの充実を希望します
（薬学部・6 年）

・自習室が少ない。自習室はあるのにあ
いていないことが多い。テスト前なの
に自習室があいてないことがある。（薬
学部・6 年）

・もっと土日自習室としてあけてほしい
（薬学部・6 年）

・たまに変な要望を出す学生はいますが，
可能な限りじゅうなんに対応し快適な
学習環境を提供してほしいです。（薬学
部・6 年）

・自習室があいていない！！・自習室は学
生のためのものなのに，他のことにつ
かわないでほしい（1 号館）・新しくた
てた 2 号館のつかいにくさ，閉めるの
がはやい（薬学部・6 年）

・自習室，開放時間の長い教室。（薬学部・
6 年）

・授業がわかりづらいものがある。駅から
のとおさ・学食のこみ（薬学部・6 年）

・教科間でかぶっている授業を調整して
ほしい。発展学習のための，専門書き
方教えてほしい。（薬学部・6 年）

・ないです。ありがとうございました。（薬
学部・6 年）

・教育制度が非常に整っていると感じて
います。（薬学部・6 年）

・進路支援室の開室時間をもう少し長く
してほしい。海外研修を低学年から実
施してほしい　学生食堂の席をふやし
てほしい。食券を朝から買えるように
してほしい（薬学部・6 年）

・自習室の充実（薬学部・6 年）
・学ぶ分野について，しっかり自分で考

えることのできる学校として，これか
らも頑張ってほしい。（薬学部・6 年）

・演習講義の時期をもうすこし早くして
ほしいです。（薬学部・6 年）

・自習室が少ない。もっと増やしてほし
い。（薬学部・6 年）

・空き教室がたくさんあるので自習室と
して開放して下さい。（薬学部・6 年）

・自習室の開放時間を延ばしてほしい
（薬学部・6 年）

・立てものの空調が悪い。クリッカーい
らない。（薬学部・6 年）

・自習室を土・日ももっと長い時間開放
してほしい。国試の勉強がある 6 年生
には専用の自習室を用意してもらいた
い。（薬学部・6 年）

・レジュメが読めないものや，何を言っ
ているか分からない先生，穴うめにさ
せるわりにはスピード早くて何も書け
ない先生，もっとよく考えてほしい。学
費の割に合っていない。（薬学部・6 年）

・通学のしやすさ（薬学部・6 年）
・白金の学食をもう少し安くしてほしい　

コンビニ次かえるときはファミマかセブ
ンがいい。・ディズニーのアンバサダー
になってほしい（薬学部・6 年）

・成績表が返ってくるのが遅い（研究室
によって）（薬学部・6 年）

・勉強する場所がなさすぎる。白金の新
2 号館がしまるの早すぎる。勉強させる
気がない（薬学部・6 年）

・講義室が寒すぎます。冬になる前から，
ひざかけ，ニットの羽織物，カイロを使
用しても寒かったです。（薬学部・6 年）

・教室が狭い。（薬学部・6 年）
・薬学部の女の子はメンタルが弱いので

たまに困る（薬学部・6 年）
・授業や試験の解説でも，理解させよう

という意志の感じられなく教員が複数
人いる。（薬学部・6 年）

・国試対策をもっと早くからしてほし
かったです。（薬学部・6 年）

・薬ゼミの授業を増やしてほしい。（国試
対策）（薬学部・6 年）

・薬ゼミの授業を増やしてほしい（薬学
部・6 年）

・薬学部ということもありますが就活に
ついての支援が他大に比べ少なすぎる。
将来の選択肢を増やしてほしい。（薬学
部・6 年）

・学費安くしてほしい（薬学部・6 年）
・薬学卒業後の進路について，様々な講

師を呼んだり，講演を行ってほしい。
進路支援室を，より薬学にあった内容，
あるいは，アドバイスをしてもらえる
ように改善してほしい。（薬学部・6 年）

・自習室の環境をもっと改善して欲しい。
他大学がうらやましい（薬学部・6 年）

・エアコンの上手な調節。（薬学部・6 年）

・これからも今の状態を継続してほしい
（薬学部・6 年）

・アンケートが面倒（薬学部・6 年）
・この時期のアンケートはしんどいです。

（薬学部・6 年）
・この時期にアンケートやめてください

（薬学部・6 年）
・教室の環境がすぐに改善されないこと

がある。先生によって授業プリントの
質に差がありすぎる。（薬学部・6 年）

・この時期のアンケートしんどいです。
（薬学部・6 年）

・自習する環境があまり整っていない。
（薬学部・6 年）

・新 2 号館の空調を調節しやすいように
工夫してほしい。3 人掛けの配置は座り
にくく，（4 人グループで 2 机，6 人グルー
プで 3 机）過剰な席の取り合いにつな
がり，6 年生のこの時期にわざわざ早起
きをしなければならないのはよくない
と思う。（是非他学年にしてほしいです）
（薬学部・6 年）

【学年不明】
・成績（テストの合否）を早くしてほし

い（薬学部・学年不明）

薬学部生命創薬科学科
【１年生】
・●●英語をなくしてほしい。（薬学部・

1 年）
・単位が欲しい。（薬学部・1 年）
・ハキハキと先生にしゃべっていただき

たい　スクバ増やしてほしい（20：00
〜の）（薬学部・1 年）

・他の大学院へのコネクション（薬学部・
1 年）

・学費が高い（薬学部・1 年）
・授業によって質が違いすぎる！！質の

悪いものはとことん悪い！ ex）某英語。
（薬学部・1 年）

【２年生】
・大学図書館を 24 時まで開いてほしい。

週 7 日開いてほしい。（薬学部・2 年）

【３年生】
・3 年後期になってから何でその授業や科

目をやる意義が分かることが多い。もっ
と早く気付きたかった。（薬学部・3 年）

・自主学習のための部屋を増やしてほし
い。（薬学部・3 年）

獣医学部獣医学科
【１年生】
・コンビニの混雑・ロッカー横冷暖房

（獣医学部・1 年）

薬学部／獣医学部
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・バス，食堂（獣医学部・1 年）
・専門は前期から始めた方が良い。（獣医

学部・1 年）
・土・日に図書館をあけてほしい。せめ

て，土曜日だけでも毎週あけてほしい。
（獣医学部・1 年）

・一年次の専門分野の常習単位を増やし
てほしい。特に前期は楽すぎたと思う。
（獣医学部・1 年）

・学費が高くて留年すらできない。払え
ない。（獣医学部・1 年）

・スクールバスで乗りきれなくなるのが，
非常に不便。北里大学の知名度が，全
国的にさらに高まってほしいと思う。
（獣医学部・1 年）

・第二外国語を増やしてほしい。国際的
なイベントをやってほしい。（獣医学部・
1 年）

・学生と先生との授業外での交流の機会
があればいいと思う。（獣医学部・1 年）

・語学教育にそこまで力を入れていると
は思えないので，是非何らかの充実化
を図ってほしい。CALL Roomを土曜日
に開放してほしい。（獣医学部・1 年）

【２年生】
・平日，土日関わらず夜 10 時まで冷暖房

完備された自習室を作るべき。寒さに
ふるえながら大学のろう下で勉強する
のはつらいです。国試合格率に関わる
と思います。（十和田獣医学部）（獣医学
部・2 年）

・最近明らかに出席日数が足りていない
のに代返をしている学生が多い。特に
講義。（獣医学部・2 年）

・1 号館の 2 〜 4 階から 6 号館，8 号館に
渡るろう下を開けて欲しい。校内案内
図や，校舎のペイントでは渡れること
になっているけど，実際は 1 階まで下
りないといけない。3 階は物置だが，2，
4 階は，空いているので，開放して欲し
い。（獣医学部・2 年）

・1 回の内容が重すぎる科目がある。ロッ
カーが小さいので大きくしてほしい。
雪靴が入らない。（獣医学部・2 年）

・十和田キャンパス周辺をもう少し発展
させてほしい。勉強する場所が少なく
いつも席の取り合いになるので，勉強
する場所をつくってほしい。学生ホー
ルをもう少し便利な環境にしてほしい。
（獣医学部・2 年）

・寮を作る。大学独自の奨学金制度をもっ
と充実させてほしい。（獣医学部・2 年）

・専門科目の授業支援の充実を教員の負
担にならない形で解決してほしいです。
（獣医学部・2 年）

・学食を改善してほしい。高くて，おい

しくなくて量が少ないといいところが
何もない。（獣医学部・2 年）

・学費免除（一部でも）の制度を獣医学部
にも導入してほしい。（獣医学部・2 年）

・ロッカーが小さい。冬のコートをかけ
る場所がなく不快。学生ホールのトイ
レが汚なすぎて使いたくない。（獣医学
部・2 年）

・図書館をもっと遅くまで開けといてほ
しい。あと，2 階なのでアクセスが悪い。
格好良い図書館にしてほしい。大きな
絵とかがあるような。（獣医学部・2 年）

・北里の奨学金に普通に申請させてほし
い。申請時になぜ事務の人に家庭の事
情を話して，その人に申請の可否を決
められなきゃいけないのか。金銭的な
話なのであまり人に話したくない。書
類を受けとって，あとは書類審査をし
て下さい。（獣医学部・2 年）

・再履修科目が履修科目と時間が被った
場合，履修科目もしくは再履修科目を
うけられないことで出席日数が足りず
必然的に単位を落とすことになるとい
う話がでているが，時間が被った場合
でもそういう風にはならないようにし
てほしい。（獣医学部・2 年）

・シラバスと授業内容があまりにもはな
れていて，予習復習のしかたがよくわ
からない。自分は高校のとき，もんだ
いを解くことで身につけたが，このよ
うな専門的な学問だとドリルのような
ものも販売されていないため，どうやっ
て身につければいいのかわからない。
各学問ごとの問題集のようなものを販
売してほしい。（獣医学部・2 年）

・十和田キャンパスの土足の部分と土禁
の部分の違いが不明確　駐輪場がせま
い。掲示板の場所が不便。自販機が高い。
学内のコンビニが高い。学費が高いくせ
に教科書も買わせる。（獣医学部・2 年）

・自転車置場が雑なのでよく自転車をた
おしてしまう。狭い。（獣医学部・2 年）

・寒い（獣医学部・2 年）
・獣医学科の掲示板を，学生が通るとこ

ろに置いてほしい。今は事務室の前に
あるが，そこはまず学部生の通らない
所（教室と別の館）。ほとんどの人は見
ない。学年ごとの伝言は，我々の教室
の前に，それが面倒ならばせめて我々
の教室棟の入口に置いてほしい。（獣医
学部・2 年）

・Ｂ号館をもっとおそくまであけていて
ほしい。（獣医学部・2 年）

・夜中でも勉強できるスペースが欲しい
です。（教室の開放とかで良いので）（獣
医学部・2 年）

・二年次から十和田へ移ることは，気候

（雪など）や引越しを強いる，生活の
不便な環境等学生に大きな負担を強い
る。キャンパスを関東や，すごし易い
土地への移転，大学の近くに買い物し
易い環境や，市の支所等を誘地して欲
しい。（獣医学部・2 年）

・学食のメニューを増やして欲しいです。
（十和田）（獣医学部・2 年）

【３年生】
・アンケートをやるならもう少しその結

果を学生たちに反映・還元してほしい
です。（獣医学部・3 年）

・食堂の職員の人を増やしてほしいです。
（獣医学部・3 年）

・出席のとり方を統一してほしい。代筆
やカードをひとに読みとらせたり，出
席をとる時間以外，教室や実習室にい
ない人が多くみられる。授業の最初と
最後に 2 回出席とったり，もっと厳重
化してほしい。あと，土足で教室に入
る人がほとんどで，教室の空気が汚い。
じゅうたんをやめるか，土禁を厳重化
してほしい。（獣医学部・3 年）

・駐輪場がせまい。（獣医学部・3 年）
・1 年から十和田で（獣医学部・3 年）
・配布資料を朗読するだけの教員の授業

は不必要だと思う。双方にメリットが
ない。（獣医学部・3 年）

・全員ではないですが，事務の課の中に，
だるそうに面倒そうに対応する方がい
て，不快でした。また，ちゃんと渡し
たものに目を通してもらえず，手続き
に 2 度手間をとった覚えがあります。
（獣医学部・3 年）

・喫煙所の設置（獣医学部・3 年）
・学費を下げて欲しい。（獣医学部・3 年）
・全体的に事務員の態度が悪過ぎるので，

再教育して欲しい（特に，十和田キャ
ンパスの教務課）留年者を増やして欲
しい。明らかに留年すべき人が多い。
学生の意見を聞くために，目安箱を置
くべき（獣医学部・3 年）

・寒い。（獣医学部・3 年）
・アンケート結果を反映して下さい。自習

室を増やして下さい。（獣医学部・3 年）
・獣医学部ですが，学生ホールのトイレ

がくさいです。学生ホールにやたらと
ハエがいます。（獣医学部・3 年）

【４年生】
・VVの小一内研究室の学生スペースが狭

く，十分に研究や勉学に集中すること
ができません。各研究室への監査また
は授業アンケートのような研究室に関
するアンケートの実施を強く希望しま
す。（獣医学部・4 年）
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・牛舎のスタンチョンが全ての牛の部屋
でかかるようにしてほしい。牛が襲っ
てくるとこわかったので。学食の栄養
バランスをよりよくしてほしい。（獣医
学部・4 年）

・馬術部は冬運動ができなくなるため，
冬も運動できる。インドアを作って欲
しい。もしだめなら馬場に屋根を！！
日曜日もテスト週間は学ホをあけてほ
しい。（獣医学部・4 年）

・自習室を開放してほしい（獣医学部・4
年）

・研究室の仕事でいっぱいなのにCBTを
するのは研究室のシステム的に無理が
ある。（獣医学部・4 年）

・学食の改善（全体的な）教務課も同じ
く（獣医学部・4 年）

・公務員試験に関するセミナーを最近よ
く開催されているので見に行きました
が，自分の職域だとどういう風に受験
計画を立てたら良いか，セミナーだけ
では足らず，先輩の話にたより切りな
部分がある。キャンパスが遠いのはし
方ないが，やはり，職の情報集めに相
模原に何度も行くのは交通費がつらい。
（獣医学部・4 年）

・こんなアンケートで大学生活がラクに
なるなら苦労しないよ，ホント（獣医
学部・4 年）

・高い学費を払っている割には，試験前
の期間に勉強のために開放してもらえ
る教室が少ない。もっと開放してほし
い。事務（獣医学部）がやっつけ仕事
のよう。掲示しといたでしょ，言った
でしょ，という対応ばかりで，生徒が
困ることも多い。サービス業でないの
はわかるが，あまりにも態度が横へい
だと感じる。（獣医学部・4 年）

・生協をつくってほしい。試験日程がキ
ツキツすぎる。（獣医学部・4 年）

・一般教養は不必要だったと思います。
（獣医学部・4 年）

・駐輪場を増やしてほしい。あふれた自
転車が歩行者の邪魔になってる（獣医
学部・4 年）

・犬舎が臭いです。空気清浄機や，消臭
剤などをろう下においてほしいです。
（獣医学部・4 年）

・事務に相談したことをとりあってもら
えず，どこに相談すればいいのか分か
らないことがありました。事務の仕事
を分かってる人が 1 人しかいないなど
あったためもう少し頑張っていただき
たいです。・研究室の環境が劣悪なため
改善してほしいです。例えば，机がせ
ますぎて勉強すらできないのにコアタ
イムで時間制限があり，時間を無駄に

過してます。勉強したくてもできない
環境がつらいです。この不満はほんの
一部でたくさんあります。どうにかして
ほしいです。毎日研究室にいくのがこ
のせいでしんどいです。どうか良い方
向にしてもらえるとうれしいです。本当
どうにかして下さい。（獣医学部・4 年）

・事務の評価アンケート欲しいです。近
くに大きな文房具の店がなくて大変な
ので建ててほしいです。研究室の環境
が悪いので改善してほしいです！！！
（獣医学部・4 年）

・自習室（テスト期間中の授業教室の開
放など）の充実を希望します。できれ
ばすぐにでも対応していただけると助
かります。（獣医学部・4 年）

・十和田キャンパス遠すぎ（獣医学部・4
年）

・自習室が欲しいです！！教室を開放し
て下さい。（獣医学部・4 年）

・このアンケートを毎年出さないでほし
い。学年で質問内容を変えるべき（獣
医学部・4 年）

【５年生】
・カフェがほしい！！（獣医学部・5 年）
・ヤマザキショップをなくして，校内に

ファミマ等を入れてほしい。（獣医学部・
5 年）

・授業評価アンケートの結果が反映され
ているのか，意味があるのか疑問。授
業の最終回間際にやるのではなく，試
験終了後に実施してほしい。その科目
の試験を受験してからでないと，授業
で充分に説明されていたのか，理解し
やすかったかを判断できない場合が多
い。科目によっては，授業内容と試験
内容を比較すると，内容的にとても不
満を持つ科目もある。試験実施前に授
業評価アンケートをするとこの様な事
を言及できない。（獣医学部・5 年）

・教員の講義の仕方について，「客観的な
評価」を講義のスキルに長けた人（予
備校の先生など）にしていただいて，
改善すべきことを明らかにして，再構
築された講義を期待します。今のまま
では教育に力を入れている大学とは言
えないです。また教員の方々がモチベー
ションを持てる仕組みを期待します。
（獣医学部・5 年）

・アウトプットの授業が少なすぎるし，
コミュニケーション能力のない人，社
会的常識のない人が多すぎると思いま
す。（獣医学部・5 年）

・大学は学業優先なのは重々承知なので
すが，十和田キャンパスには現在机を
移動させて広いスペースを設けること

ができる部屋がほとんどなくなってし
まいました。演劇交響などの部活動で
どうしても必要なので，どうかご配慮
頂けますようよろしくお願い致します。
また，学生会館も多くの部活動が共存
するには部屋が少ないように思います。
（獣医学部・5 年）

・自習施設の拡充。十和田の就職支援の
強化。（獣医学部・5 年）

・北里獣医の教務科の態度悪い。（獣医学
部・5 年）

・教務課・学生課の人の対応の質に差が
ありすぎる。学外実習の単位認定ミス
された。学外にも迷惑がかかる事につ
いて位しっかり対応してほしい。（獣医
学部・5 年）

・アンケートが多い。（獣医学部・5 年）
・勉強できる所をもっと提供して欲しい

（獣医学部・5 年）
・学生があまり大学や獣医師会の変革に

ふりまわされないような制度を。（獣医
学部・5 年）

・職活のバス代などはせめて出してほし
い。（獣医学部・5 年）

・もっと教育に熱意を持った教員を増や
すべきだと思う。（獣医学部・5 年）

・このアンケートを見て改善してほしい。
図書館を新しく，本を増やしてほしい。
開館時間をもう少し早くから，遅くま
で開けてほしい。自習室を増やして，
時間も，早くから遅くまで開けてほし
い。日曜・祝日も開けてほしい。日曜・
祝日もお湯を出してほしい。掲示物が
掲示されるのが遅い。ムダな金を使わ
ないでほしい（exテラスやベンチな
ど）。ラウンジの電気が暗い。学費を下
げてほしい。研究室制度（コアタイム）
を廃止して就活できる時間がほしい。
もしくは全研究室を回ってく制度にし
てほしい。実習手伝いの場合お金を払っ
てほしい，もしくは実習の手伝いをさ
せないでほしい。（獣医学部・5 年）

・学費がどのように使われているのか，
細かく提示して欲しいです。高い学費
を払っているのに，諸費用でたくさん
支払っている気がします。（獣医学部・
5 年）

・自習する環境（テスト時の教室環境）
が少なすぎる。（獣医学部・5 年）

・自主勉強する場所が少ない。テスト期
間だけでなく，普通の時も教室を開放
してほしい。できれば夜 22 時ではなく，
24 時くらいまで開けてほしい。また，
土日祝日もラウンジで勉強したいので，
暖房を入れてほしい。（十和田キャンパ
ス）（獣医学部・5 年）
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【６年生】
・自習室！（獣医学部・6 年）
・学生の要望が反映されない。（獣医学部・

6 年）
・国試試験のために勉強できる空間を確

保してほしいです。（獣医学部・6 年）
・試験の結果を返して欲しい。自分に

フィードバックしたいので。（獣医学部・
6 年）

・事務と学生課が不満（獣医学部・6 年）
・勉強する場所が少なく，時間ももっと

遅くまでやってほしい。土日の冷暖房
を完備してほしい。（獣医学部・6 年）

・がんばってください。「十和田刑務所」
なんて言われないように。（獣医学部・
6 年）

【学年不明】
・昼休み 60 分欲しい。更衣室必要。（獣

医学部・学年不明）
・学校で勉強する場所や，静かに過ごせ

る場所が少ないと感じたが特に不満は
ない（獣医学部・学年不明）

・学生課にはいい人も沢山いますが，こ
ちらが丁寧に接しても態度の悪い場合
や，人によって出席のとり方に大きな
違いがあり統一してほしいです。（獣医
学部・学年不明）

獣医学部動物資源科学科
【１年生】
・勉強がハードなのと課題が多く自分の

時間を取ることができない。1 年生でバ
イトをしているが授業がハードすぎて
バイトも入れていない。スクールバス
の数が少ない。（獣医学部・1 年）

・スクールバスの利用者が少なくなって
いるからといって本数を大幅に減らす
のはよくない。スクールバスで毎日通っ
ているがいつも満員に押し込まれ，暑
い，息苦しい，冬なのに汗が出るなどの
不満が募っており，他の皆も苦しい思い
をしている。また，自転車通学を減らす
ためとしながら，本数を大幅に減らした
際には矛盾と憤りを感じた。もしも私が
4 年間相模原キャンパスだったならば間
違いなく自転車にしていただろう。道が
混んでいて予定通りの時間につかない
ことは仕方ないことであるが，せめて，
バスの中を快適にする努力をしてほし
い。そして，道が非常に混んでいる場
合は途中で下ろして歩かせるという臨
機応変な対応ができるような方針にし
てほしい。この意見が早急に反映され
ることを願う。（獣医学部・1 年）

・掲示板での授業連絡等は見落としたり，
欠席時に確認できないので，メールで

の連絡制度を迅速に整えてもらいたい。
（獣医学部・1 年）

・スクールバスが少し不便なので改善し
てもらいたい。（土よう日も運行してほ
しい，後期のバスを減便しすぎないで
ほしい）（獣医学部・1 年）

・獣医学部を十和田キャンパスではなく，
白金キャンパスにしてほしい。（獣医学
部・1 年）

・バスを増やしてほしい。（獣医学部・1年）

【２年生】
・成績の順位を出してほしいです。（獣医

学部・2 年）
・普段利用している教室などにWi-Fiをつ

なげて欲しい。（獣医学部・2 年）
・代筆禁止にして欲しい。課題を出した

りする成績の救済措置のようなものも
真面目にやってる人からしたら不公平。
下に落ちていく人は落ちればいい。（獣
医学部・2 年）

・アンケート長いです。（獣医学部・2 年）
・実践的なものが増えればいいと思う。

（獣医学部・2 年）
・このアンケートのことなのですが，ほ

ぼ同じような質問がいくつもあり，少
ししつこいです。（獣医学部・2 年）

・課外活動に対する事務の対応，認識，
理解が著しく悪い。寄りそう姿勢も見
せず淡々と要望を突っぱねる態度はい
かがなものか。（獣医学部・2 年）

・V1 号館のトイレをきれいにしてほしい
（獣医学部・2 年）

・シラバスの進度と実際の進度状況が異
なっていて，遅いと感じる科目があっ
た。（獣医学部・2 年）

・先生方が生徒に対して興味を持つ方が
少ないように感じられる。（獣医学部・
2 年）

【３年生】
・大学は学びたいことを学ぶために来て

いて，就職をその分野にしたいわけで
はない人もいます。企業研究会に理系
のみを呼ばれても困りますし時間のム
ダでした。視野を広くと言っています
が，視野を狭めているのはこの大学だ
と思います。（獣医学部・3 年）

・単位の取得状況の明示化，取得の際の
手続きの簡易化。（獣医学部・3 年）

・2 年次などに学科・学部間で転科できる
試験制度があれば良かったと思う。（獣
医学部・3 年）

・必修科目をへらし，そのかわりに，選
択必修の数をふやしてほしい。・他学科
（VV，VE）の講義を選択科目として受
けられるようにしてほしい。（獣医学部・

3 年）
・企業説明会の資料はもっと詳しく作っ

てほしい。（どの学科で求めているのか
など）（獣医学部・3 年）

・テスト期間中に使える教室，勉強場所
を増やして欲しい。（十和田キャンパス）
（獣医学部・3 年）

・エレホを温かくしてほしい（獣医学部・
3 年）

・成績，試験結果，連絡等を掲示板に貼
り出すよりネットにのせたらどうです
か（獣医学部・3 年）

・教職の授業の充実。（獣医学部・3 年）

【４年生】
・1 年次にもう少し，専門科門を学び，3・

4 年次に就職などのための自由時間が欲
しいと思いました。（獣医学部・4 年）

・後輩頑張れ・・・。（獣医学部・4 年）
・十和田キャンパスの学科間格差が激し

いような気がする。特にＶ←→Ｅ間。建
物・教員数ともに・・・。（獣医学部・4年）

・トイレが汚い（獣医学部・4 年）
・1号館のトイレが臭い（獣医学部・4年）
・学生課の履歴書の添削に時間がかかり

すぎだと思うので，改善してほしい。（獣
医学部・4 年）

・1 号館の男子トイレが汚い。特に便器が
（1 階と 2 階）（獣医学部・4 年）

・公務員対策についてもっと充実させて
ほしいと思う。対策講座を受講したが，
時期が遅すぎるし，アナウンスも少な
い。自分は，3 年生の 6 月頃から公務員
を考えていたが，他大学では，毎週（？）
講座があると聞き，もどかしい気持ち
になった。就活のサポートの充実も希
望する。（白金の宿泊は助かりました。）
（獣医学部・4 年）

・不満に思っていることは特にありませ
ん。（獣医学部・4 年）

・VZのみ自習室がないということが毎回
のようにアンケートにでているのに反
映までに時間がかかりすぎている。こ
のアンケートをもっと生かしてほしい。
（獣医学部・4 年）

・校舎の衛生面の改善。（獣医学部・4 年）
・就職活動がもっと自由にできるように，

研究室の当番などをはいりょしてほし
い。また，公務員試験対策をきちんと
してほしい。事務（学生課）の仕事が
適当すぎて学生への対応（態度）が悪
い。（獣医学部・4 年）

・トイレきれいに　テスト期間なくして
ほしい　教職もっと楽しく（獣医学部・
4 年）

・十和田キャンパスと相模キャンパスを
結ぶバス（北里学生無料）をつくって
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ほしい。（獣医学部・4 年）
・2 年次の授業数が多すぎるのでなんとか

してほしい。十和田キャンパスに防音
室を（ギター部など）自分の代の研究
室配属決めの方法がひどかった。（獣医
学部・4 年）

・出席をとるならとる，とらないならと
らないを先生方の共通にしてほしい
（獣医学部・4 年）

・帰宅時間をきっちりとしてほしい。（獣
医学部・4 年）

・パソコンルームの開放時間短くないで
すか？駐輪スタンド少ないです。Wi-Fi
の制限解除してほしい。学生課（全部
の課）の人達怖い。Ａ棟とＢ棟の設備
を他の棟にも欲しい。トイレを全て洋
式にしてほしい。（獣医学部・4 年）

・大学が汚い，トイレ汚い，研究室がせ
まい，駐車場がせまい，学生課，教務
課の人達が不親切，ロッカーも汚い，
使ってないムダな部屋が多い，勉強す
るスペースがない。（獣医学部・4 年）

・研究室の外（ろう下）が寒く，トイレ
も寒いし，汚い。（Ａ，Ｂ館との差が大
きい。）学費が高すぎる。大学 4 年で授
業もないのになぜこんなするのか。（獣
医学部・4 年）

・学生課の対応が遅い。人によって対応
の仕方が異なっていたり，行くたびに
前回と言っていることが違っていたり
するので，対応の仕方をもう一度見直
してほしい。あと，学生に対する態度
が悪くて，頼ろうという気持ちになら
ない。（獣医学部・4 年）

・学生課の対応が遅く，卒論研究を始め
る時期が遅れたため，対応を早くして
欲しかった。公務員対策をもっとして
欲しかった。（獣医学部・4 年）

・就職活動において，交通費や学割の部
分で大変だったので少し援助制度など
があるとありがたい。（獣医学部・4 年）

・獣医学部（十和田キャンパス）のパソ
コン室の利用時間において，日曜日も
利用できるようにしてほしい！！→い
つでも使える状況がよしと思う（なる
べく早めに）（獣医学部・4 年）

・先生方の中に講義に理不尽な方がいま
す。（獣医学部・4 年）

・獣医学部の学生は 1 年から十和田で
もよいと思う。理由としては，部活動
に参加する人が少なく消極的で十和田
キャンパスの活性化にはならない。（獣
医学部・4 年）

獣医学部生物環境科学科
【１年生】
・1 人 1 人をよくみてほしい（獣医学部・

1 年）
・相模原→十和田に移動するのが大変す

ぎる。十和田でよいのでは？（獣医学部・
1 年）

・休講のお知らせをメールで教えてくれる
ようにしてほしいです。お知らせのペー
ジそんなに見ないので。（獣医学部・1年）

・教学センターに入る時の緊張感を軽減
してほしいです。（獣医学部・1 年）

・編入試験問題の公開をして欲しい。（獣
医学部・1 年）

・公務員，公務員で大学院のことについ
て詳しく教えてもらえない。（獣医学部・
1 年）

・休みが少ない事は百歩ゆずって，許し
てやろう。しかし，何故我々Ｅ学科は
獣医学部というふざけた，ナンセンス
な学部名なのか？我々は農学部という
新たな組織を作る事を要請する。クリ
スマスツリーを立てる金があるなら，
そこに使え！Ｅ学科はほんの少しの共
有点を持って，融合されたのである。
本来は農学部として独立する事が出来
た。しかし，ある日突然，ＶとＺとい
うペスト菌と梅毒たる者が侵食し，腐
敗させた。それは，第二次世界大戦後
ソビエトが冷戦準備としてウクライナ
などの東ヨーロッパの国々に「ここは
ソビエト連邦になった！人民諸組はス
ターリンに忠誠を！」と言ったのと同
じである！そこで祖国を愛する数人の
同志は独立の為に「我々はウクライナ
人だ！ソビエト人ではない！」と大声
で発言する。だが，それを聞きつけた
秘密国家警察は反乱分子と見なし，警
棒とメリケンでもって，その口を封じ
ようとする。それは真にＶとＺが我々
に対して行っている事と全く同じ事な
のである！我々は貴族たちの良い大学
などという吐き気を感じる宣伝にだま
された。しばらくの間は大学とはこう
いう物とプロパガンダを大学教授の口
から聞かされ，信じこむ洗脳状況にす
る。ある日，他大学と比較し，研究す
るに連れて大学に対する不信や不安が
起こる。一週間の間は結果を人間が有
する防衛本能で正当化し，改ざんする。
途端に結果を本気で信じこむようにな
り，今まで持ち続けた大学への信頼やあ
こがれは強い不信，憎悪に変わり，愛
校精神は簡単に崩壊する！この過程を
伝わり，4 年間又は 6 年間という人の一
生で 1 位，2 位を競う程の価値のある時
間を棒に振った人間が完成する。貴様
らの教育プログラムは不幸な人間，我々
のような人間を増やすだけであり，至
急見直しを求める！大学を卒業する為

にはあくまでも書類上の単位を修めな
ければならない。しかし，貴様らはそ
こに重点を置き，洗脳過程に使用して
しまうのだ！上の文章でも大学生活は
人の一生で 1 位，2 位を争うほど大切な
時間であり，最も自由な時間なのにも
関わらず貴様らは簡単に奪ってしまう。
つまり，貴様らはこの世の中に 1 人で
も多くの不幸な大学生を大学卒業証書
で隠し，送り出しているがん細胞に過
ぎない。悪い点にその不幸な大学生は
貴様らの洗脳プログラムで不幸に感じ
ずに「この大学は良い所」という意見
を周囲に振りまく。そして，「この大学
は良い大学」というイメージが世の中
を一人歩きする。我々はこの大学の悪
い点を世の中の大衆に啓蒙しなければ
ならない！結して，良い点のみを押し
出してはならない。後者の道を選んだ
者はよほどの大馬鹿である。金の無駄
使いについては本文の冒頭で触れてお
いたが，ここで更に深く掘り進めてい
く。貴様らは我々から舞き上げた金を
大してろくな物事に使っていない。ど
うしてわざわざ北にキャンパスを作っ
たのだろうか？！本当はこの付近にそ
の目的に適した土地があるにも関わら
ずにである！シベリアの様な場所に作
り，3 年以上も居る位であったら私は是
非とも他大学に編入したい！そもそも，
これはＶとての策略である。ある 1 つ
の共通点でもって併合しようとする事
の被害者にＥはなってしまったのであ
る。再三とここの文章で述べているが
Ｖとての横暴は絶対に許してはならな
い！貴様らは寄付金という隠れミノで
もって，私腹を肥やしてきた。金属ボー
ルを追いかけるゲームをやればやるほ
ど，半島国家の収入を大きくなる事や
教育家などと言っているアジア系外国
人女性の団体に金を役資すればするほ
ど彼女が金持ちになっていく事と同じ
なのだ！「それはニュアンスの違いだ」
と貴様らは考えるかもしれないがそれ
を見事に理解出来る，又は参考に出来
る事は歴史の教科書を開いてみると分
かる。我が国，日本が欧米支配から解
放した国々，例えばベトナムやインド
ネシアである。長らく支配されていた
その国，民衆を我々の先代は解放し，
同じアジア民族の共同体を築き上げた。
しかし，戦勝国の連中は解放ではなく
侵略という二文字で表したのである！
この教科書を生のまま，飲み込んだ馬
鹿者は社会に隠れた闇を知らずに「教
養を持つ人」として生きていくのだ。
これと同じ現象は同盟国ドイツでも見

獣医学部
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受けられる。それ以前は世界中であっ
た●●●●●を排除する運動が至る所
であったが，またこれも戦勝国連中は
彼らも犯したユダヤに対する罪を全て
ドイツになすり付けたのである！貴様
らは強固に「金の使い道は有益な目的
であるである」と主張するかもしれな
いが，学費として貴様らに金をくれて
やっている我々がその意見を反対すれ
ば，貴様らの金の使い道は不適切であ
ると変更されるのである。ここまで私
は貴様たちのあほな行い，詐欺師的な
プログラム等を批評してきた。これを
見て，大学への大きな改革が必要な事
が理解され，悪評が世の中の民衆に広
がる事を願ってやまない。（獣医学部・
1 年）

【２年生】
・できないやつは留年させろ。（獣医学部・

2 年）
・教室の乾燥がすごいので加湿器が設置

されてほしい。（獣医学部・2 年）
・VEが農業土木にかたよっていると感じ

る。英語をもっと勉強しやすい環境に
なると良い。（獣医学部・2 年）

・十和田の気候は体に合わないので，関
東や中部にキャンパスを移してほしい。
（獣医学部・2 年）

・食堂の人数を増やしてほしい。ピーク
時に捌ききれない。（獣医学部・2 年）

・転部，転科について分かりやすく。（獣
医学部・2 年）

・Ｅ学科の普段使う教室をもっと新しく
てきれいな教室にしてほしい。また 8
号館や 6 号館の階段の電気をつけて明
るくしてほしい。（獣医学部・2 年）

・学科の名前と学べることが違う（獣医
学部・2 年）

・水生物について学びたい。（獣医学部・
2 年）

・選択できる科目の幅は広げて欲しい。
（獣医学部・2 年）

・Ｖ・Ｅの使用している校舎の建てかえ。
（Ｖや，Ｚととの勉強環境が違いすぎ
ます。）部室棟が少し問題があると思う。
（獣医学部・2 年）

・施設をよくしてほしい。（Ｅ学科の）（獣
医学部・2 年）

・Ｅに入って本当に後悔している。でき
ることなら，他大へと移りたいが，も
うむりなのでこの現状を受け入れてBH
らしくやろうと思う。また，この学科
は専門性が全くといってないため，ま
ず本当に今，世間で必要といわれてい
る資格をとれるように改善が必要であ
る。また，BHになる理由としては，い

ろいろあるので，しっかりしてほしい。
今では 120 万をはらう価値は 0 である。
辞めたい・・・（獣医学部・2 年）

・十和田キャンパスのご飯を美味しくす
るか安くしてほしい。（獣医学部・2 年）

【３年生】
・このアンケートは学生メールでやって

ほしい。（獣医学部・3 年）
・体育館がすべる。体育会，文化会のし

くみをもっと効率のいいやり方にする
べき。科目を開講する順番を考えなお
すべき。（科目の重要性がわからないた
め）（獣医学部・3 年）

・キャンパスが分かれることは一人暮らし
をすることができるという点では有意だ
ができればキャンパスは統一した方がこ
れから入る子達にとっては選びやすい点
になると考える（獣医学部・3 年）

・設備が古い。学費に対しての設備サー
ビスを受けていないと感じる。一方，授
業については大変満足しており，先生方
の工夫を強く感じる。（獣医学部・3 年）

・授業日程の変更をメールを作って連絡
してほしい。急な連絡が多い。（獣医学
部・3 年）

・新棟のトイレのトイレットペーパーは
ダブルなのにＥ棟はシングルなのはな
ぜ？（獣医学部・3 年）

・遅刻者への対応を厳しくしてほしい　
学生課や教務課からの連絡をもっと早
くしてほしい（獣医学部・3 年）

・十和田キャンパスのトレーニングマシ
ンの種類を増やしてほしい。（獣医学部・
3 年）

・Wi-Fi環境がまだたりない所があると感
じています。（特にＥ学科）（獣医学部・
3 年）

・無線LANがほしいです。（獣医学部・3
年）

・授業時間が長いです。集中力が続きま
せん。60 分くらいがいいです。（獣医学
部・3 年）

【４年生】
・研究室の広さについてはどうしようも

ないかもしれないが，パソコン 1 台は
時々キツイです。でも，とても充実し
ています。（獣医学部・4 年）

・設備が古いです。（獣医学部・4 年）
・大学の授業以外の課外活動にチャレン

ジするきっかけを作ってほしい。（獣医
学部・4 年）

・学びたいことを学ぶ妨害を行う生徒を
追出したい。（獣医学部・4 年）

・VE学科不ぐうじゃない？（獣医学部・
4 年）

・Wi-Fiを 7・8 号館につけてほしい。事
務室の対応が遅い。7 号館の床の素材を
変えてほしい。（獣医学部・4 年）

・十和田キャンパスの古い校舎の外装が
きたないので，キレイにすることをお
願いしたいです。事務の対応が悪いで
す。水道管のキレイにしてください汚
いです。（獣医学部・4 年）

・施設が古いので新しくしてほしい（獣
医学部・4 年）

・7，8 号館など，Ｅ科の教室などが他の
科と離れていて，ふれあいが少ない。
また，獣医は新しくしてＥ科はしてい
なくて，見放されている気がしてしま
いました。（獣医学部・4 年）

・研究室が広くなりますように。（獣医学
部・4 年）

・休学費がバカ高い。他大と比較して，北
里はどうしてほしいかが理解不能。Ｅ科
に対して，土木色が強すぎる。学科名と
内容の差が激しい。（獣医学部・4 年）

・ノーベル賞がもう 1 人欲しい（獣医学
部・4 年）

・十和田キャンパスは冬が厳しいため夏
期休暇を短くして冬期を長くしたほう
が良い。（獣医学部・4 年）

・キャンパス間，学科間の待遇の差が大
きい。教室などの設備など。（獣医学部・
4 年）

・このアンケートが長い。（獣医学部・4年）
・就活のお金を出してほしい。校舎をき

れいにしてほしい。トイレをキレイに
してほしい。さむい。西門をつねにあ
けてほしい。毎年みんな書いてるはず
なのに変わってない（獣医学部・4 年）

・十和田キャンパスに，鶏天丼を出して
ほしい。学割の発行数制限をなくして
ほしい（獣医学部・4 年）

【学年不明】
・学費高すぎィィィィィ〜。（獣医学部・

学年不明）

医学部
【１年生】
・人生とは・・・（医学部・1 年）
・早いうちに専門科目をやりたい（医学

部・1 年）
・電車の遅れは認めて欲しいです。（医学

部・1 年）
・スクールバスの本数を増やしてくださ

い！（医学部・1 年）
・学費が高い。（医学部・1 年）
・学校専用のメールアドレスをもっと今

以上に有効に活用してほしい（医学部・
1 年）

・トレーニングルームをもっと開放して

獣医学部／医学部
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下さい。（医学部・1 年）

【２年生】
・もっと柴三郎をすうはいすべき（医学

部・2 年）
・レジュメの穴埋めが多く，先生の話を

全て聞けない（医学部・2 年）
・駅から大学までのアクセスが悪すぎる。

早急に改善すべき。（医学部・2 年）
・通学路の混雑緩和。（医学部・2 年）
・交通の便が悪い。（医学部・2 年）
・学食のメニューを充実させて欲しいで

す。（医学部・2 年）
・学食のメニューにバリエーションを増

やしてほしい（特にドミトリー食堂）
（医学部・2 年）

・学費が高い　コピーが有料（医学部・2
年）

【３年生】
・銀行提携の奨学制度が欲しい。大学の

開放時間を 24 ｈにして欲しい。プール
の再建をお願いしたい。Wi-Fi環境の改
善　ジムの開放時間を延長して欲しい。
医学部の部室がない。（医学部・3 年）

・学生の意見をもっと取り入れてほしい。
（医学部・3 年）

・仮眠室が欲しい。（医学部・3 年）
・同じアンケートの同じしつもんを毎年つ

づけるのはだるいです。この内容であれ
ば 8 割がたは，新入年（1 年）に対して
のみでいいと思います。（医学部・3 年）

・こうぎをもっとせいとのきょうみのわ
くようにして下さい（医学部・3 年）

・レジメを全ての授業で配布，突然の休
講は迷惑（医学部・3 年）

・多様性（医学部・3 年）
・医学部なのに部活がハード。（医学部・

3 年）
・大学側で 6 年次には国家試験の対策を

しますが 5 年次からしっかりやっても
いいのではないか。1 年と 2 年のギャッ
プが大きすぎる。出席が厳しいとは思
わないがわざわざとる必要はないと思
う。（医学部・3 年）

・スライドをもっとでかくしてほしい
（医学部・3 年）

・ご飯を食べられるところを増やしてほ
しい。（医学部・3 年）

【４年生】
・医学部のWi-Fiの接続の悪さをどうにか

してほしい。全くつながらない日がほ
とんどである。何のためのWi-Fiなのか
理解しがたい。（医学部・4 年）

・教学センターや医学部教務課・学生課の
人の態度・対応が悪い。（医学部・4 年）

・授業のレジュメはしっかり用意してほ
しい。（医学部・4 年）

・医学棟のWi-Fi接続がわるいのでつなが
るようにしてほしいPCやipadなどの配
布があるとうれしい。（大学以外にはつ
かわないのでそのために買うには高い）
（医学部・4 年）

・アンケート同じようの質問多いです。
とくに問37。そろそろかえて下さい。（医
学部・4 年）

【５年生】
・食堂，1 年次の授業全て，チームディス

カッション全て，不毛です。（医学部・5年）
・卒業助験が合格点が決まっておらず，

毎年変動するのはおかしい。愛校心を
なくす形態である。（医学部・5 年）

・大学 5 年以前でも駐車場を使いたいで
す。（医学部・5 年）

・満足しています。（医学部・5 年）
・相対評価で厳しくしても国試に通る人

数が増えていない　病院に残ろうとし
ないのも無理はないと思うけど。（医学
部・5 年）

・落として厳しくして相対評価で評価す
れば学生の士気が上がるなどと思って
いるのは間違い。むしろ逆で誰もが愛校
心はなくなり，国試に向けてのモチベー
ションは下がる一方。（医学部・5 年）

・テストの合否が不透明である点。（医学
部・5 年）

・1 年生でもったためになる授業をしてほ
しい。（医学部・5 年）

・学費の減額，職員の質の向上（医学部・
5 年）

・学食がおいしくない，ウェイトトレー
ニングルームを24h制に。（医学部・5年）

・L1 号館の学生食堂についての不満－カ
ツ丼が不味い。L1 号館前に来る弁当屋
の再開を希望する。（医学部・5 年）

・国家試験がんばります。（医学部・5 年）

【６年生】
・学費を下げて欲しい。（他の大学と比べ

て高過ぎる）（医学部・6 年）
・昼飯の選択肢（医学部・6 年）
・5，6 年の進級基準のあいまいさ。総合

試験の合格点数を明確にしないという
ことのメリット，デメリットがあると
思いますが，私達の代では，デメリッ
トが多いように感じました。留年する
人は，結局努力不足な人が多いのです
が，進級の難しさが，私達の代では，上
の代が悪かったから多めに留年すると
いった事が多かったです。このような
事が起こるのはしょうがないが，「上が
悪ければ留年が増える」という旨をもっ

と早く伝えるべきだと思います。（医学
部・6 年）

・建物のデザインが好みじゃない。（医学
部・6 年）

・アンケートの意義が分かりません。こ
れで何がどう変わるか知りたい。（医学
部・6 年）

海洋生命科学部
【１年生】
・公務員についての情報がもっとほしい

です。また，公務員だけの就職相談会
を定期的に開催してほしいです。（海洋
生命科学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい。
事務員の対応があまり良くない。教員
と生徒の交流が少ない。（海洋生命科学
部・1 年）

・雨の日はスクールバスを増やすなどの
対応をしてほしい　スクールバスの本
数（特に夕方）を増やしてほしい（海
洋生命科学部・1 年）

・クリスマスツリーを点灯する余裕があ
るなら，スクールバスの本数を増やし
てほしい（海洋生命科学部・1 年）

・食堂にポットを設置してほしい。（海洋
生命科学部・1 年）

・大学の規模の割に図書館が小さく，ま
た蔵書数も少ないので，より図書関連
施設を強化して欲しい。（海洋生命科学
部・1 年）

・もう少しグループワークの授業があっ
てもいい。（海洋生命科学部・1 年）

・授業によって，よくわからない意地の
悪い人がいる。（海洋生命科学部・1 年）

・英語の授業で，英語力を上げるような
内容がなされていないことをとても遺
憾に思う。（海洋生命科学部・1 年）

・MBの英語の授業が正直，英語力を上げ
るのに役立っている気がしません。もっ
と，コミュニケーションや，文法，長文
など将来に役立つような授業をしても
らいたいです（海洋生命科学部・1 年）

・スクールバスの本数が足りない。自転
車通学非推奨ならそれなりの本数を用
意するべきだと思う。（海洋生命科学部・
1 年）

・スクールバスは本数の増減の変更では
なく講義の時間にちょうどいいように
変更してほしいなと思います。（海洋生
命科学部・1 年）

・一般教育部の事務の人達が怖い。バス
の本数を何故減らしたのか意味不明で
ある。出席をもう少し厳しくしてもいい
のでは。最後の方にリアペだけ出した
り，名前を書いて出席したことにする
人が多すぎる。（海洋生命科学部・1 年）

医学部／海洋生命科学部
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【２年生】
・学食が正直あまりおいしくない　スク

バ本数増加（海洋生命科学部・2 年）
・大学前に電車を走らせてほしい。（海洋

生命科学部・2 年）
・個別で自習できる教室を増やしてほし

い（海洋生命科学部・2 年）
・スクールバスをどうにかしてほしい　70

人近く一台につめこんで 30 分近く（or
それ以上）の道程は非常に辛い　到着が
遅れるのが当然なのがおかしい　・他学
部との交流が欲しい（海洋生命科学部・
2 年）

・スクールバスが少なくて不便。不便だ
から自転車通学が増えて，スクールバス
の利用者が減り，減便されてより不便
になり，さらに自転車通学者が増えると
いう悪循環になっている。路線バスの
利用は経済的に負担が大きく，相模大
野駅まで歩くことがあるが，自転車通学
者が多くて歩くのが怖い。また，荷物が
多いと体への負担も大きく，腰を痛め
ることもあるので，スクールバスを増や
してほしい。MB号館の掲示板の更新が
遅い。（スクールバス時刻表が再変更前
のもの，達成度確認期間の時間割など）
休講，補講の日程ももっと早く連絡して
ほしい。（海洋生命科学部・2 年）

・スクールバスの本数，時間　食堂の充
実，図書館の増築，MB学生にも駐車場
を（海洋生命科学部・2 年）

・大学の講義中に出される課題やテスト
の掲示をもっと早くしてほしい。フィー
ルドワークの講義ももっと増やして欲
しい。（海洋生命科学部・2 年）

・立派な大人になりたい（海洋生命科学
部・2 年）

・コンビニをファミリーマートから他のに
変えてほしい（海洋生命科学部・2 年）

・何にしても連絡が遅すぎる。（海洋生命
科学部・2 年）

・スクールバスを減便しないでください。
乗り切れなかった生徒が市営に回るか
ら，大学病院に来た人たちが，帰り乗
れていなかったり，東病院前で満員に
なっているから停車しないことがよく
あります。自転車事故を減らすこと，
近隣住民への迷惑も考えれば，増便が
必要なのは当前のはずです。（海洋生命
科学部・2 年）

・駅から遠い。（海洋生命科学部・2 年）
・第 2 グラウンドの整備を徹底してほし

い（海洋生命科学部・2 年）

【３年生】
・学食をもう 1 つ作って下さい（海洋生

命科学部・3 年）

・冬に冷房をつけられると辛い　せめて
暖房を消すだけにしてほしい（海洋生
命科学部・3 年）

・服をかわかせる場所がほしい（海洋生
命科学部・3 年）

・横浜線の駅からのスクールバスの運行
を希望　食堂メニューの改善（海洋生
命科学部・3 年）

・喫煙所を作ってほしい。（海洋生命科学
部・3 年）

・喫煙場をつくって欲しい（海洋生命科
学部・3 年）

・喫煙所をつくってほしい。（海洋生命科
学部・3 年）

・空きコマなどできないようにしてほし
い（海洋生命科学部・3 年）

・ザンギ丼戻ってきて（海洋生命科学部・
3 年）

・食堂が少ない　コンビニでは不健康に
なってしまう（海洋生命科学部・3 年）

・JABEE許すまじ（海洋生命科学部・3 年）
・学費が高いので電光掲示板やイルミ

ネーション等を減らすべきだと思う。
（海洋生命科学部・3 年）

・大学内施設（カフェ）などが欲しいで
す。リラックスや息抜きができるスペー
スがない。スクバが不足していると思
います。（海洋生命科学部・3 年）

・連絡事項は早めに知らせてほしい（海
洋生命科学部・3 年）

・Moodleをもっと活用してほしい。試験
の日程や時間が出るのが遅い。（海洋生
命科学部・3 年）

・1 限を減らしてほしい。研究室の予定を
知りたい。（海洋生命科学部・3 年）

・定期試験を少し難しいものにすべき
（海洋生命科学部・3 年）

・代筆対策がまったくといっていいほど
なっていないと思います。先生が代筆し
ており，限りなく黒に近い人はおよがせ
ておくといっていましたが，いつ代筆し
ている人をとりしまるんですか？卒業
するまでずっと泳がせるんですか？■
■などといった代筆を行っている人に
対して，調査したとききましたが，本人
がやっていないというと，はいそうです
かとなるんですがはやくとりしまって
もらえませんか？毎回授業に 1 時間以
上ちこくして名前をかく人がいますが
学則的にだめなのではないですか。そ
して，トイレならいいですが，名前だけ
かいて遊びに行く，帰る人たちがいます
が，そういうのは対策しないんですか？
（海洋生命科学部・3 年）

・もう少し皆が興味ありそうな話をして
ほしいです。（海洋生命科学部・3 年）

・連絡が遅い。アルバイトは2週間から1ヶ

月前にシフトを出すところが多いのに 1
週間程前に就活関連や授業などの連絡を
されても困る。（海洋生命科学部・3 年）

・MB館の近くにもちゃんとしたコンビニ
や食堂が欲しい。（海洋生命科学部・3年）

【４年生】
・授業評価が悪い教員の改善が全くみら

れない（海洋生命科学部・4 年）
・選択科目を増やすべき（海洋生命科学

部・4 年）
・駅から遠い　設備が悪い（海洋生命科

学部・4 年）
・9 月のインターンシップに行きたかったの

に公欠扱いにしてくれないのはなぜだ　
就職関連のサポートが本当に悪すぎる　
OBOG訪問をもっと斡旋しろ　一度もリ
レキショ採点されずに就職決めてやった
ぜ（海洋生命科学部・4 年）

・出席確認をもっと安易にしてほしい。
（海洋生命科学部・4 年）

・喫煙所をつくってほしい（海洋生命科
学部・4 年）

・駅から遠い（海洋生命科学部・4 年）
・スクールバス（海洋生命科学部・4 年）
・スクールバス（海洋生命科学部・4 年）
・喫煙所の再設置を！（海洋生命科学部・

4 年）
・昼休みが少ない（海洋生命科学部・4年）
・実習費も学費に含めて下さい。（海洋生

命科学部・4 年）
・このアンケートが反映されているのか

がずっと疑問です。（海洋生命科学部・
4 年）

・学食があまり美味しくない。（海洋生命
科学部・4 年）

・事務の職員の態度が時々気になる。学
生にぶつけなければならないほどスト
レスがあるのではないだろうかと思う
ので，事務の職場環境を改善してほし
い。（海洋生命科学部・4 年）

・大学内にマクドナルドが欲しいです。
（海洋生命科学部・4 年）

・L1 の事務が大変不評です（態度など）
（海洋生命科学部・4 年）

・授業があり，大学に来ているが学内の
コンビニが開いていないこと　スクー
ルバス暑すぎません？ 1 回も停車しな
い分，酸欠になります（海洋生命科学
部・4 年）

・私たちが学校あるのにスクバ，コンビ
ニがないのはおかしいと思います。（海
洋生命科学部・4 年）

・食堂をMB号館近くにもう 1 つ必要（海
洋生命科学部・4 年）

・アンケート結果のまとめ頑張って下さ
い。（海洋生命科学部・4 年）

海洋生命科学部
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・MBの大講義室横長すぎて黒板が見えな
い（海洋生命科学部・4 年）

・先生の変なウワサが何人もたっている
ため，そういったウワサがたつような
行動はしないでほしい。（海洋生命科学
部・4 年）

・土，日も自習室を解放してほしい（海
洋生命科学部・4 年）

・このアンケートの意味をおしえてほし
いです。大学 4 年なのに高校生の時の
ことなんておぼえていません。（海洋生
命科学部・4 年）

・17 アイスの自販機を設置してください
（MB棟）（海洋生命科学部・4 年）

【学年不明】
・教務課の対応が非常に悪い。説明を読

んで分からなかったため，質問に行って
も，「もう一度読め」とだけ言われて教
えてくれない。学生の前なのに大声で
「これだからMBは〜」等，平気で悪口
を言う。人として最低限度の対応もで
きない人物がなぜ教務課で勤務できて
いるのか。（海洋生命科学部・学年不明）

看護学部
【１年生】
・スクールバスを推奨し，自転車を非推

奨とするならばダイヤを改正し，2 限・
3 限授業開始 30 分前に大野を出発する
バスを増やすべきだと感じる。テスト期
間中，バスを減らしすぎて大学病院に
大量の人が列を成したおり，一般の方
や病院の方に迷惑をかけているように
思えたのでゆとりをもってダイヤをつ
くっていただきたい。（看護学部・1 年）

・看ゴ棟遠い（看護学部・1 年）
・通学の面で，バスをもう少し増やすなど

通いやすくしてほしい。（看護学部・1年）
・看護技術のお手本を先生たちが私たち

に見せてほしいです。紙に書いてある
ことを自分たちでやるというのは自己
学習になるけれど，実際にプロの技術
を見て学習したいです。はじめに何人
かベッドのまわりにあつめてお手本を
みせてもらってから，自分たちで練習
するような型にかえてほしいです。（看
護学部・1 年）

【２年生】
・連絡が直前で予定が入ってしまってい

るときがある。（看護学部・2 年）
・音楽系のクラブに所属しています。そ

の身からお願いしたいのですが，活動
場所が少ないので演奏を披露する場所
が少なくて大変困っています。病院と
の兼ね合いで大変難しいことは承知し

ていますが，改善お願いします。（看護
学部・2 年）

・スクールバスを増やしてほしい。（天気
悪い日の増便など）（看護学部・2 年）

・バスの増便（看護学部・2 年）
・暖房が暑いです。（看護学部・2 年）
・駐車場が欲しい（看護学部・2 年）
・2 年の後期から急に専門科目が増えて負

担が突然大きくなったので 1 年の頃か
らもっと専門科目を入れて同じくらい
の負担になるよう調整した方が良いと
思う。（看護学部・2 年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい　
授業内で使用できる物品の量を増やして
ほしい（例：演習の授業）（看護学部・2
年）

・他大の大学生が自由に過していて，自分
たちに少ない分，どこかで休みが多くなっ
たりはできないのか。（看護学部・2 年）

・学校やめたい！（看護学部・2 年）
・期末試験結果は採点が終了次第，順に

発表してほしい。（前回（前期）再試申
し込みぎりぎりで一度に全ての教科が
発表されたため）（看護学部・2 年）

・日曜日もL1  2 階やL2  1 階の自習室を
開放してほしいです。金銭面で苦労し
ているため，無料で勉強できる場所が
ありがたいです。廊下にも机はありま
すが，冬は手がかじかむくらい寒いで
す。（看護学部・2 年）

・留学プログラム，補助の充実。（看護学
部・2 年）

・テスト前のグループワーク，課題提出
はなくしてほしい　冬休みが短かすぎ
る（看護学部・2 年）

・看護学部も医学部が体験する人体解剖
を見学したい（看護学部・2 年）

・自転車通学を控えろというのならス
クールバスを増便して下さい。なんで
減便したんですか。不便です。看護棟
のパソコンを新しくして下さい。遅く
て不便です。（看護学部・2 年）

・バス増やしてください。（看護学部・2年）
・国際看護をもう少しやってほしい。英

語の授業をもっとやりたかった。（看護
学部・2 年）

・授業のつまらなさをどうにかしてほし
い。先生がレジュメをよみ上げて喋っ
ているだけの授業が多く授業の意義が
見出せない。（看護学部・2 年）

・教え方が下手な教師が多いので，もっ
と質を上げてほしい。特に看護の基礎
科目。（看護学部・2 年）

・補講や授業変更が多すぎる。表も見に
くい。（看護学部・2 年）

・学費が高い。（看護学部・2 年）
・在学中は，採血，注射など，侵襲の高

いものは，模擬血管，模擬皮膚などを
使用して，学ぶが，いざＮｓとして，働
いてから，初めてが，Ｐｔさんというの
はどうなのかな・・・と思います。でき
れば，しっかりと練習して，自信をもっ
てから，働きたいです。（看護学部・2 年）

・スクールバス増便（看護学部・2 年）
・冷水機を設置してほしい。（看護学部・

2 年）
・再試の申し込みが看護だけ他の人が

やってはいけない，こと。看護も他の
人が申し込みをすることができるよう
にしてほしい。（看護学部・2 年）

・北里大学駅をつくってほしいです。（看
護学部・2 年）

【３年生】
・実習中，交通費がかかる。パソコンが

重すぎる。学費に見合ったフィードバッ
クを感じない。（看護学部・3 年）

・看護学部にお菓子の自販機が欲しいで
す。（看護学部・3 年）

・学部棟（Ｎ）のインターネットの環境
を改善してほしい。起動に時間がかか
る，USBを読み込まないなど問題があ
るため。（看護学部・3 年）

【４年生】
・4 年間いろいろあったけど，楽しかった

です。お世話になりました。（看護学部・
4 年）

・大学で実施したテストは，採点後に全
て返却してほしいです。返却された方
が，復習でき，知識を深めることにつ
ながると思います。（看護学部・4 年）

・パソコンを自由に使えるようにしてほ
しい　閉館時間をのばして（看護学部・
4 年）

・前期，後期で講義数にばらつきがあり，
きつい時期があったので均等にふりわ
けてほしい。（看護学部・4 年）

・実習期間中，学校をもう少し長く開放
して欲しいです。グループで相談しな
がら記録や予習ができるのはここしか
ないので。できれば実習中学校に泊ま
れると良いのに…。（看護学部・4 年）

・先生に左右される（生徒が）。ごきげん
をとっている。（看護学部・4 年）

理学部物理学科
【１年生】
・専門科目の選択を増やす。そもそも理

学部の入試に数Ⅲを含ませる。（理学部・
1 年）

・うんこもれた（理学部・1 年）
・バスの本数をもっと増やしてほしい。

（理学部・1 年）

海洋生命科学部／看護学部／理学部
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・バスをもっと増やすべき（雨日のみ増
など）（理学部・1 年）

・駅から遠いこと（理学部・1 年）

【２年生】
・交通の便（理学部・2 年）
・スクールバスの時間をのばすことと，

本数を増やせ。（理学部・2 年）
・途中からアンケート適当に書いちゃい

ました。ごめんなさい。（理学部・2 年）
・駅から遠い。キャンパスがダサイ。（理

学部・2 年）
・英語の授業がもっとあるといいと思う

（現在週 1）レベル別の英語の授業にし
てほしい（理学部・2 年）

・理学部の研究室に理科教育についての
研究室を作ってほしい（理学部・2 年）

・興味のある勉強ができればなあと思っ
ています。（理学部・2 年）

【３年生】
・スタバ 8：00 以降もやってほしい（理

学部・3 年）
・大野駅の電車を使っている人はバス利

用で学校にくるよう想定しているため
バスを使えとの事だが，使いたい雨な
どの悪天候時は，普段使わない大野付
近に住んでいる人等が使うのでのれな
いケースが多い。不利なのなんとかし
てほしい。（理学部・3 年）

・英語に接する機会が少ない，英会話の
授業が欲しい。（理学部・3 年）

・食堂が小さい。大学の立地が悪い。学
費が高い。喫煙所がない。（理学部・3年）

・物理難しい（理学部・3 年）
・大学のネームバリューが高くなること

に期待　学費が他の大学に比べて高い
気がする。（理学部・3 年）

・学食が安っぽい。・休講が当日に知らさ
れることがある。（理学部・3 年）

【４年生】
・就職センターの使い方がわからなかっ

た。（理学部・4 年）
・就職センターの使い方がわかりやすく

示されてなかったので改善してほしい。
（理学部・4 年）

・病院ではなく，大学設備にお金を費や
すべき。（理学部・4 年）

・学費が他大学の理系の私大と比べても
明らかに高いので安くしてほしい。（理
学部・4 年）

・大学は学ぶところである。くさること
はかんたん　一緒に学べる友達をみつ
け，有意義で充実した 4 〜 6 年間をお
くるべき。（理学部・4 年）

・学費をもう少し安くしてほしいです。

（理学部・4 年）
・スクールバスを増やしてほしい。コン

ビニを増やしてほしい。（理学部・4 年）
・学費が高い　理学部が冷遇されている

（理学部・4 年）
・私は大学は専門の勉強をする機関であ

り，遊びやサークルはその一端にすぎ
ないと思っています。そういった遊び
をメインで 1 〜 3 年を過ごす人たちが
居ても良いとは思いますが，そのせい
で授業の雰囲気が良くなくなったり，
簡単に進級できる制度に嫌気が差して
います。（理学部・4 年）

・もっと進級条件を厳しくすべきだと思
います。仮進級というものもいらない
と思います。本人がさらに苦しくなる
だけだと思います。勉強に対する意欲
がない人が多すぎると思います。（理学
部・4 年）

・英語の授業は時間を無駄に使っていると
思う　特に 2SPの英語（理学部・4 年）

理学部化学科
【１年生】
・Wi-Fiの電波がL2 だととどきにくい・

食堂の席が少ない（理学部・1 年）
・教室が寒すぎる。自動ドアが開くのが

遅すぎて不便です。（理学部・1 年）
・夏休みを長くしてほしい（理学部・1年）
・単位を取りやすくしてほしい。（理学部・

1 年）
・もっと勉強にはげむ空気が欲しい。図

書館の開館時間，日数が少ない。蔵書
も増やしてほしい。（理学部・1 年）

・アンケートが長い，簡潔に（理学部・1
年）

・本当にスクバ増やして。（理学部・1 年）
・グラウンドを人工芝にして欲しい。（理

学部・1 年）

【２年生】
・追試料が高い。・使わない教材を買わせ

るな。（理学部・2 年）
・テスト簡単にしてほしい（理学部・2年）
・学費を安くしてほしい（理学部・2 年）
・スクールバスを増やしてほしい（理学

部・2 年）
・通学を楽にしてほしい・・・。（理学部・2年）
・学費が高い（理学部・2 年）
・大学入試の偏差値を上げてほしい。（理

学部・2 年）
・学費が高い（理学部・2 年）
・一般教養をもっとやってほしい。理系

以外の職業は何があるのか，半分以上
の社会人（文系の人）がどのような勉
強をしてきたのかを知らないから，傾
りのある人間になりそうな気がしま

す・・・。（理学部・2 年）
・駅から遠い（理学部・2 年）
・選択科目の必要単位数を減らしてほし

い。そうすることで自由に勉強をする
時間が増えるから。（理学部・2 年）

・もう少し分かりやすい授業にしてほし
い（理学部・2 年）

・駅近にして下さい。北里大学前駅　運
賃は安く（理学部・2 年）

・テスト前でなくても自習室としてつか
える場所を増やしたり，自習室の使用
可能時間をのばしてほしい（理学部），
理学部での昼食を取る場所を増やして
ほしい。（理学部・2 年）

・駅から遠いのでもっと良好な通学手段
をとってほしいです。（理学部・2 年）

・駅を近くに，再試に落ちた時の救いを。
（理学部・2 年）

・駅から近くにして下さい。（理学部・2年）
・空調が下手。あまりエアコンはつけな

くてよいと思います。特に食堂と大き
めの教室。（理学部・2 年）

・学科を変更したい。院の情報（内外問
わず）をまとめてほしい。（理学部・2 年）

・ファミリーマートにもっと頑張って欲
しいです。バスの本数が少ないです。（理
学部・2 年）

・昼食を食べる場所と買う場所がない。
（理学部・2 年）

・スクールバスの増便（特に雨や悪天候の
時は臨時便を出すなど。）音出し可能な
施設の増加（団体数に対して，あまりに
少なすぎて，練習場所でもめたり，部室
棟がひたすらうるさい。）（理学部・2 年）

・カサ差しチャリ，無灯火と，イヤホンチャ
リを注意してほしい（理学部・2 年）

・駅が遠すぎる（理学部・2 年）

【３年生】
・入試日に体育館，部室が使えないこと。

（17 時以降とかだと入試は終わってい
るはず。）大学の名前に傷をつけないよ
うにしているのか知らないが，学生の
行動に制限を与えすぎ。自立した人間
が大学に入学しているはずだから，も
う少し自由にしてほしい。（自立してい
ないような人間は合格させなければい
い。）（理学部・3 年）

・さすがに雪の日は休講にしてほしい
（理学部・3 年）

【４年生】
・明らかに周囲に害を与え続けている教

員が何の処分も受けていないことが不
満です。（理学部・4 年）

・食堂にあたらしいメニューを（理学部・
4 年）

理学部



─ 80 ─

・もっとアンケートの数を減らして下さ
い。（理学部・4 年）

・再試験の料金を見直してほしい。（理学
部・4 年）

・ボらないで・・・（理学部・4 年）
・教職課程を取っているがもっと授業に

関すること（主に授業のスキルアップ）
を主軸に講義を行ってほしかったです。
（理学部・4 年）

・仮眠室としっかりとしているシャワー
ルームが欲しいです。（理学部・4 年）

・駅からの交通の不便さ。（理学部・4 年）
・土ようびもバスをふやしてほしい。そ

もそもバスの本数が少ないです。駅か
ら遠い所以外は不満はないです。（理学
部・4 年）

・学部内の研究室の数が増やして欲しい
と感じた。（理学部・4 年）

・スクールバスを増やしてほしいこと
（相模大野→大学，夕方なんどの本数）
（理学部・4 年）

・駅が遠い　スクールバスの本数が少な
い（9 時 30 分〜がコアタイムなのに，
それに合うスクールバスがない）（理学
部・4 年）

・スクールバスの本数と時間（理学部・4
年）

・何故理学部の事務室を学生と同じ昼休
みの時間でしめるのですか？一番利用
しやすい昼休みにしめるのはおかしい
し，朝も授業はじまってからひらく。
おそい。（理学部・4 年）

・スクールバスの本数をもっと増やして
ほしい。（理学部・4 年）

・1 位とったら学費免除してもらいたい，
10 万じゃなぁ。（理学部・4 年）

理学部生物科学科
【１年生】
・板書の書き方。もう少し分かりやすく

書いて欲しいです。（理学部・1 年）
・●●さんの授業が不満・研究室をもっと

ふやしてほしい（SBの）（理学部・1 年）
・スクールバスの運行の本数の改善，学費

の費用の値下げ，休講の連絡の早急化　
講師の漢字力の改善（理学部・1 年）

・スクールバスを時間通りにだしてほし
い。食堂をもっと広くしてほしい。（理
学部・1 年）

・2 年生でも体育がやりたいです。（理学
部・1 年）

・学食おいしいです。（理学部・1 年）
・学費を安くしてください。後，北里大

12：20 発のスクバがほしいです。（理
学部・1 年）

・バスの本数が少なくなって，朝と帰り
がうつである。むしろ，増やしてほし

いくらいであった。（理学部・1 年）
・バスの本数をふやしてほしい。転学転

科の制度をわかりやすくHPに記載して
ほしい。（理学部・1 年）

・元は海洋系志望だったので，今の進路
（SB）でやりたいことが何もない。な
ので，将来どうしたいかを大学中に考
えたい。（理学部・1 年）

・休講の連絡が欲しいです。（理学部・1
年）

・仕方の無いこととはいえども学費が高
い（理学部・1 年）

・もっと実験か実習をやりたい（理学部・
1 年）

【２年生】
・遅刻はゆるしてほしいです。（理学部・

2 年）
・L2 －Ｓ館の間の■■場をビオトープに

変えたい。（理学部・2 年）
・得られる資格を増やして欲しい。（理学

部・2 年）
・もっと語学留学の機会を増やしてほし

い。（理学部・2 年）
・出席は取らないでほしい（理学部・2年）
・雑誌で活やくしているメイクさんよん

で就活メイク講座（理学部・2 年）
・学費が高い（理学部・2 年）
・2 限直後にスクールバスの便を増やして

ください（理学部・2 年）
・スクールバスの便数をへらすのは良い

のですが雨など混むことが予想される
時は増便してほしいです。あと，ファミ
リーマート以外のコンビニ（特にセブン
イレブン）がほしいです。（理学部・2 年）

・理学部のキングストン大学への留学制
度は大変素晴しく，催行を今か今かと
楽しみにしています。今後も留学制度
の充実に期待します。（理学部・2 年）

【３年生】
・トイレの個室のドアを，開いている時

は開いているようにしてほしい。閉ま
りっぱなしだと分からないことがある
（理学部・3 年）

【４年生】
・研究室内ではぶられている先生がいる

うわさが，1 年生からずっときいている
ところがある。先生の学生への好き嫌
いが露呈して，それを分かっているの
か，分かっていないのか放置している
事務室の考えがよく分からない。その
ため，先生が，ほしい学生しか，内部
の情報を教えない。パワハラが多いと
感じる。（理学部・4 年）

・試験の答案を返却してほしい。（本試に

落ちたもの等は，再追試の勉強に利用
したいし，根本的に間違っていたなら，
それに気づかないと勉強しても意味が
ないと思うから）（理学部・4 年）

・先端研究の現状にふれたい。（理学部・
4 年）

医療衛生学部健康科学科
【４年生】
・もっと，国際的な授業がしたかった。

チーム医療はいらなかった⁉（医療衛
生学部・4 年）

医療衛生学部医療検査学科
【１年生】
・こういうアンケートは，Moodleでやれば

いいと思います。（医療衛生学部・1 年）
・教えるのが上手な教師が少ない。（医療

衛生学部・1 年）
・大学が駅から遠すぎる。スクールバス

を 21 時にも出してほしい。（医療衛生
学部・1 年）

・専門以外ももう少し学びたい。（医療衛
生学部・1 年）

・事務が嫌です。先生は相談に乗ってく
れても，事務の人には簡単に捨てられ
ます。（医療衛生学部・1 年）

・もっと他学科とかかわりをもちたい。2
年から他とのかかわりが減ることが不
安。（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスを増やしてほしい。（医療
衛生学部・1 年）

・とりあえず，英語の授業をどうにかし
てほしい。今の英語の授業では以前よ
りもただひたすらに英語力が落ちるだ
け。出る意味がわからない（医療衛生
学部・1 年）

・試験の合否発表もインターネット上で
見られるようにしてほしい。（医療衛生
学部・1 年）

・掲示板が見にくい。（医療衛生学部・1年）
・メール等をもっと使ってほしい。（医療

衛生学部・1 年）
・雨の日のスクールバスを増便してほし

い。（医療衛生学部・1 年）
・学費をもう少し安くしてほしいです。

（医療衛生学部・1 年）
・スクールバスの本数増やして下さい。

（医療衛生学部・1 年）
・学費をできる限り削減してほしい（医

療衛生学部・1 年）
・A3 号館の掲示板はA3 号館にそもそも

あまり行かないので見にくい。（医療衛
生学部・1 年）

・今年からいきなり 1 つも単位を落とせ
ないこと。（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスを増便して下さい。北里

理学部／医療衛生学部
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→大野駅の最終を 21：00 までにして欲
しいです。ゆうちょ ATMを置いて下さ
い。掲示板での連絡ではなくメールを
使って下さい。（医療衛生学部・1 年）

・せっかくネット環境がそろっているの
で，もっと有効活用できるんじゃない
かなと思っています。特に成績などは
他大学は個人ページに載せているとこ
ろが多く，北里の郵送形式よりは教師，
事務の方，生徒それぞれに有益かと思
われます。（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・アンケートはwebで収集して欲しい（医

療衛生学部・2 年）
・先生の勝手な都合で授業が突然無く

なったり補講処理を取るのはやめてほ
しい。（医療衛生学部・2 年）

・学ホあたりにATMがほしいです。（医療
衛生学部・2 年）

・専門科目を 2 年からがっつりやるのは
とてもきついので，解剖，生理以外も 1
年のときに勉強したかった。教室変更
があった際はその部分をカラーにして
ください（Ａ医療衛事務へ）専門科目
はテスト結果の掲示が出すのに時間か
け過ぎないようにしてほしい。（医療衛
生学部・2 年）

・テスト前などは自習室や学校自体を遅
い時間まで開放してほしいです。一限
が多すぎて睡眠不足。（医療衛生学部・
2 年）

・形だけというのはやめてほしい。（医療
衛生学部・2 年）

・授業や実習で事務やサポートセンター
を利用する時間が非常に限られる（医
療衛生学部・2 年）

・3 年生に公衆衛生学実習で 70 人近く落
ちたときいた。なぜそんなにおとす実
習を行うのかがわからない。・病理学 2
回授業が突然なくなったことがある（1
回は先生が授業を忘れていた。1 回は先
生が授業を準備できていなかった。→
していなかった。）・Ａ学部棟の耐震工
事とアスベスト除去が完了　不安であ
る。（医療衛生学部・2 年）

・ML，HSの連絡はA1 の提示板やメール
を使用してほしい。A1 とL1 の駐輪場
以外に使用できるところがほしい。得
にA3 前あたり。（医療衛生学部・2 年）

・期末テストの時期がわるい　夏休みが
短い（医療衛生学部・2 年）

・A1 号館を建てなおしてほしい。（医療
衛生学部・2 年）

・A1 － 8 教室のワイヤレスマイクが，と
てもよく切れます。最初は入るのです
が，（教学の方の朝の軽いチェックでは

はいる）授業で少し長く使うと（開始
10 分程）切れてしまいます。予備の電
池か何かを常備して欲しいです。（医療
衛生学部・2 年）

・バスの本数を増やして，定員以上の人
数を越えすぎないようにしてほしい。
（医療衛生学部・2 年）

・スクールバスは朝 7 便では少ないように
感じます。せめて帰宅時の便数だけでも
増やして下さい（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・1 年のときからでも専門科目，実習をし

たかった（医療衛生学部・3 年）
・病院実習に関係する全ての連絡が遅す

ぎる。（医療衛生学部・3 年）
・棟による設備，環境の差をなるべく少

なくしてほしい。せめて，同じ学部内
では同じ水準にしてほしい。A1 ＆A2
の環境はとても不便です。A3 のよう
に広いつくえ，イス，→教室のことで
す　また，勉強する自習室がA1 にもほ
しいです。いつも過ごす棟内で勉強す
るスペースがないのは不公平だと思う。
（医療衛生学部・3 年）

・就活の100％合格率，全国病院知名度up　 
コネクションの充実（医療衛生学部・3年）

・研究室に入る前に休みがあるところと
ないところがあるのはやめてほしい
（医療衛生学部・3 年）

・イルミネーションの電気のムダづかい
をやめてほしい。（医療衛生学部・3 年）

・連絡（テストの日程，病院実習につい
て）が遅いのでもう少し早くお願い致
します（医療衛生学部・3 年）

・駐輪場が少ない（医療衛生学部・3 年）
・大学の試験において，過去問の有無が

成積に大きく影響し，研究室を決める
際にも大きく関わることから，それに
よる不平等をなくしてほしい。（医療衛
生学部・3 年）

・学生相談室の相談期間が長いと感じる
ことがあった（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・学費の高さと，免除書類の多さ（医療

衛生学部・4 年）
・カリキュラムがおかしい。病院実習生

でも就職センターや事務へ行きやすい
ように開いている時間を増やしてほし
い。（医療衛生学部・4 年）

・実習時期の変更（就職活動にかぶらない
ようにしてほしい）（医療衛生学部・4年）

・スクールバスの時間をもう少し考えて
ほしい（医療衛生学部・4 年）

・先生のやり方をおしつけてきたり，出
席が重視される点。授業料を払ってい

るのは学生なので必要・不要など判断
は任せてほしい。（医療衛生学部・4 年）

・病院実習Ｃグループは実習，就活，卒
試と負担が多すぎて精神的にも肉体的
にもつらくて毎日死にたくなる（医療
衛生学部・4 年）

・このアンケートに同じような意味の質
問が多すぎるのでもう少しまとめて下
さい。（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】
・成績表示をパソコンでも行えるように

して欲しい。わざわざ大学に掲示する
のは，用事があって確認できない場合，
不便。（医療衛生学部・1 年）

・テスト日程を，もう少しばらしてほし
い。自分がどの奨学金に応募可能なの
かがわからない。（GPAなど）（医療衛
生学部・1 年）

・CEのカリキュラムが，分量的にきつい
と思う。学問分野として，多岐にわたっ
ているので勉強時間が多くなければな
らないことは理解できるが，やたらに多
かったり，毎日 5 限を入れるというのは
やめてほしい。（先生の都合もあるので
仕方ないですけど）そのせいで「バイト
を遅くまでやって次の日が・・・」って
いうのは困るからやめてと言われても困
る。（特に私立かつ学費が高いので）少
しでも時間を上手に使えるようになん
とかしてほしい（医療衛生学部・1 年）

・これからも指導お願いします（医療衛
生学部・1 年）

・医療系の学科で公衆衛生学などを受け
ない学科があることが不満。チーム医
療論の講義内容がよくわからないこと
がある。理科の実験の数が多い（3 科目
中 1，2 科目にしてほしい）。1 年次の
専門科目の講義内容が今後のためにな
るのかがわからない。授業の目的がよ
くわからない。必修科目の時間割だけ
で毎日 5 限があるので改善してほしい。
選択必修を減らして前期に少し専門科
目を入れても良いと思う。（医療衛生学
部・1 年）

・スクールバスの時間が悪い（医療衛生
学部・1 年）

・シラバスは学部・専攻別にして薄く
なった方がよい（医療衛生学部・1 年）

・フードコートに期待している。（医療衛
生学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やしてほしい
（医療衛生学部・1 年）

・講義の質の向上（医療衛生学部・1 年）

医療衛生学部
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【３年生】
・スクールバスの増便（医療衛生学部・3

年）
・A1 〜 A3 棟のインターネット設備の改

善を希望します。（L1 棟にはWi-Fiがあ
るので）（医療衛生学部・3 年）

・バスの本数を増やしてほしい　時間帯も
見直してほしい（医療衛生学部・3 年）

・試験を始めるのを，もっと長い休み空
けにして欲しい（医療衛生学部・3 年）

・学費が高い（医療衛生学部・3 年）
・授業が難しい。わからない。（医療衛生

学部・3 年）
・Wi-Fiを全館利用できるようにしてほし

い（医療衛生学部・3 年）
・A3 の電波が悪すぎる。ラウンジ以外で

は電波が入らない。（医療衛生学部・3
年）

【４年生】
・就職活動の決まりをもう少し自由なも

のにしてほしい。・定期試験の問題は毎
年変えてほしい。過去問やれば受かる
ような試験は必要ないし，実力も身に
付かないと思う。（医療衛生学部・4 年）

・杏林に負けないで欲しい（医療衛生学
部・4 年）

・Ｓ号館横の駐輪場を開禁してほしいで
す。（医療衛生学部・4 年）

・周辺機器の充実（コピー機，無料PCな
ど）（医療衛生学部・4 年）

・空調設備がわるい（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】
・ここ一年はただ授業を受けるだけだっ

たので，特に不満はありません。有意
義な授業さえ受けられればそれで良い。
（医療衛生学部・1 年）

・やる気を出させる授業をしてほしい
（医療衛生学部・1 年）

・夏期休業がもう少し欲しい（医療衛生
学部・1 年）

・Wi-Fiの使える環境を増やしてほしい。
（医療衛生学部・1 年）

・情報の知らせ方が雑。教学の事務の人
が恐い。（医療衛生学部・1 年）

・ テ ス ト 内 容 を 詳 し く 教 え て く れ な
い！！（医療衛生学部・1 年）

・授業費を安くしてほしい。（医療衛生学
部・1 年）

・単位が 1 コも落とせないのをどうにか
してほしい（医療衛生学部・1 年）

・相模原からのスクールバスを，少しで
いいので出してほしいです。学生証見

たらタダとか。成績の通知（夏休みに
郵送されるもの）を，ゆっくりでいい
ので全部の科目分かってから出してく
ださい。（医療衛生学部・1 年）

・学内Wi-Fiが不安定な時がある。台風の
時などの休校かどうかや，通学時の安全
の呼びかけが雑。（医療衛生学部・1 年）

・学費が高すぎです。（医療衛生学部・1年）
・進級をしやすくしてほしい（医療衛生

学部・1 年）
・必修の授業の中にもグループディス

カッションの機会を設けてほしいです。
または，毎日の席替えをして，いろん
な人とコミュニケーションをとれる場
があると，同じ分野を目指す人と考え
を共有したり意見したり，チーム医療
に通じる部分は多々あるかと思います。
（医療衛生学部・1 年）

・試験の結果をネットでも確認できるよ
うにしてほしい。（医療衛生学部・1 年）

・学費が高すぎること。（医療衛生学部・
1 年）

・部分的に偏差値が低いから，全部上げ
てネームバリューをつけてほしい（医
療衛生学部・1 年）

・スクールバスの便の時間（乗る人が多く
て乗りきれないときと，まったくいない
ときの差がある）（医療衛生学部・1 年）

・JR相模原駅からのスクールバスもつくっ
てほしいです。（医療衛生学部・1 年）

・もっと電子化して欲しい。アナログす
ぎる気がします。（医療衛生学部・1 年）

・2/3 以上の出席は 4 回欠席してもいいと
いうことなのであまり記載しない方が
良いと思う。（医療衛生学部・1 年）

・もっと板書をきれいに書いてほしい。
（医療衛生学部・1 年）

・学食の値段を下げて欲しい。学食のバ
リエーションを増やして欲しい。（医療
衛生学部・1 年）

【４年生】
・アンケートがめんどくさい。（医療衛生

学部・4 年）
・掲示板とネットの両方で諸連絡を行っ

ているが，どちらかに統一してほしい。
片方にしか書かれていない場合が多く，
非常に不満を感じている。奨学金関連
の説明会について，年々日にちが増え
ているのは良いと感じた。参加しやす
い。（医療衛生学部・4 年）

・事務の態度　いつも威圧的に対応して
いる。（医療衛生学部・4 年）

・食堂の充実（医療衛生学部・4 年）
・イスが固い　教室が寒い　Wi-Fiが使い

にくい（医療衛生学部・4 年）
・アンケート等が面倒でした。（医療衛生

学部・4 年）
・このアンケートがわかりにくい！（医

療衛生学部・4 年）
・ネット環境が悪過ぎる（医療衛生学部・

4 年）
・学食が小さいので大きくした方がいい

と思う。（医療衛生学部・4 年）
・一番はじめに決定した就職先に必ず行

かなくてはいけない制度をやめてほし
いです。（医療衛生学部・4 年）

・講義室のいすをもう少しいいやつにし
て欲しい。長く座っていると痛くなり
ます…。（医療衛生学部・4 年）

・なし　ありがとうございました（医療
衛生学部・4 年）

・就職の結果報告書を探す作業や，試験
に通ったかどうかなどの確認作業がす
べてアナログなのが他の大学からかな
り遅れていると思います。ネットで
OB，OG情報や就職報告書を便利に検
索したり，単位の確認をできる時代だ
と思います。わざわざ夏休み中に学校
まで行って掲示板を見なきゃ確認でき
ない。他大はPCで確認できている。（医
療衛生学部・4 年）

・事務の人の愛想がわるいときがある
（医療衛生学部・4 年）

・事務の対応が悪いことが多々あり，気
分が悪いことがある（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】
・学費が高いです。（医療衛生学部・1 年）
・今のところない（医療衛生学部・1 年）
・L1 のclasWi-Fiがつながりにくい（医

療衛生学部・1 年）
・食堂の営業時間を延ばしてほしい。（医

療衛生学部・1 年）
・バスを増やして欲しい。少なくていい

から相模原からも出してほしい（医療
衛生学部・1 年）

・出席することはあたり前なので，出席点
ではなく欠席した人にペナルティーを課
せばいいと思う（医療衛生学部・1 年）

・1 年生のうちから専門的なことをたく
さん学びたい。（医療衛生学部・1 年）

・統計の●●先生を変えてほしい（医療
衛生学部・1 年）

【２年生】
・スクールバス雨の日はふやしてほしい。

（医療衛生学部・2 年）
・駅から遠い。スクールバス少ない。大学

が押さえている一人暮らし用の家が少
なくていまいち。（医療衛生学部・2 年）

医療衛生学部
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・Ａ号館全体にWi-Fiがほしいです。（医
療衛生学部・2 年）

・トレ室の利用時間が短い　延ばしてほ
しい（医療衛生学部・2 年）

・スクールバスの本数増やして下さい
（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・ptを学べば学ぶほどptになりたくなくな

る。悲しい（医療衛生学部・3 年）
・このアンケートが役立っていることが

わかるフィードバックが欲しい。結果
がないから今後答えるつもりはない。
（医療衛生学部・3 年）

・Wi-Fi環境を整えてほしい　個人での勉
強スペースを確保してほしい。（医療衛
生学部・3 年）

・各棟に（医療衛生学部・3 年）
・学食を朝から営業してほしい。トレ室を

自由に使わせてほしい。24 時間自習室
を開放してほしい。A3にウォーターサー
バーが欲しい。（医療衛生学部・3 年）

・警備員が高圧的な態度で接してくる。・
駐輪車が少ない　 ・路上喫煙の取締り
強化をすべき。・警備員が融通がきかな
い　 ・A3 のエレベーターを 2 Ｆ，3 Ｆ
に止まらないようにしてほしい（医療
衛生学部・3 年）

・睡眠時間が欲しい。前期と後期の差が
大きすぎる（医療衛生学部・3 年）

・必要のない掲示板の貼り紙はすぐには
がしてほしい　わかりづらいです（医
療衛生学部・3 年）

・屋根付きの，駐輪場をたくさん作って
ほしい。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・社会，政治，経済等，幅広く学びたい（医

療衛生学部・4 年）
・コンビニが少ない　医図書のパソコン

少ない　自習室少ない（医療衛生学部・
4 年）

・Ｓ－L2 間の駐輪場をあけて下さい。警
備員をc－L2 間に配置すればできるは
ずです。このアンケート同じ質問が多
いです。面倒くさい。（医療衛生学部・
4 年）

・L2 裏の駐輪場を開放してほしい（医療
衛生学部・4 年）

・A1・2・3 号館の連絡通路の開設（医療
衛生学部・4 年）

・新しいコンビニを作ってほしい（医療
衛生学部・4 年）

・駅近希望。（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】
・必修科目を，1 限，3 限，5 限に入れる

ような，空きコマが微妙に入っている
時間割りをどうにかしてほしい。（医療
衛生学部・1 年）

・トレーニングルームの開放時間を増や
して欲しいです（医療衛生学部・1 年）

・学食の値段設定をもう少し低めにして
欲しい（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスをなぜ減便したのかわか
らない。増便して下さい。（医療衛生学
部・1 年）

・学費がたかい。（医療衛生学部・1 年）
・昔みたいに医療衛生学部を白金に戻し

てほしい。単位を 1 つでも落とすと留年
という制度をやめてほしい。（結果的に
そのような状況になっている）夏休みぐ
らい実習をいれないで確定された休み
がほしい。体育館下のジムを利用時間を
長くしてほしい。（医療衛生学部・1 年）

・A3 号館 1 階男子トイレのウォシュレッ
ト直して（医療衛生学部・1 年）

・自転車使うなっていうのにスクバを減
らしたり雨の日を考えないのはクソだ
と思います。（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスの本数を増やしてほし
い。・倫理学（小林先生）の授業がとて
も興味深くて面白かった　他の授業で
もそのように興味がもっともてるもの
にしてほしい（医療衛生学部・1 年）

【３年生】
・スクールバスを増やしてほしい。（医療

衛生学部・3 年）

【４年生】
・ノートPCが欲しかった（支給してほし

かった）です。（医療衛生学部・4 年）
・A3 号かん 4 かいにWi-Fiを・・・（医療

衛生学部・4 年）
・18：30 － 19：00 まで事務やってほし

い（医療衛生学部・4 年）
・一般教養事務の態度が怖いです。（医療

衛生学部・4 年）
・体育館裏の駐輪場に屋根が欲しい（医

療衛生学部・4 年）
・Wi-Fiもっと使えるようにして　不便。

（医療衛生学部・4 年）
・教員ひとりひとりは頼りにしたりとた

めになりますが，連けいがとれていな
いと思います（医療衛生学部・4 年）

・食道の 510 円のタンタンメンを 310 円
の和風タンタンメンに戻してほしい
（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
言語聴覚療法学専攻
【１年生】
・入学試験の合格最低点を上げ，偏差値

をあげてほしい。もう少し難しいこと
を教えてほしい。毎回が暇で仕方ない。
（医療衛生学部・1 年）

・数Ⅲはいらないと思う。・自転車で通学
がよりしやすくしてほしい。もしくは，
楽で混まない様な交通手段がほしい。
（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスの減便が激しいです。ス
クールバスを使っている者としては増
便も考えていただけると幸いです。（医
療衛生学部・1 年）

【２年生】
・試験の合否結果をインターネットで見

られるようにしてほしい。（医療衛生学
部・2 年）

【３年生】
・図書館を 24 時間開館して欲しい。テス

ト期間を含めて，自習できるスペース，
時間を増やして欲しい（医療衛生学部・
3 年）

・学校でパソコンの充電をさせて下さい。
夏でも自動販売機に温かい飲み物を入
れて下さい。（医療衛生学部・3 年）

・無料コピー（医学図書館のように，学
生証を機械に通すと無料でコピー可）
を医療衛生学部にも設置してほしい。
（医療衛生学部・3 年）

・学費が高いのでその中から教材（参考
書，教科書）を提供してほしい。実習
にかかる交通費もだしてほしい。（医療
衛生学部・3 年）

・臨床実習が不安（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・期待していません。（医療衛生学部・4年）
・事務員の学生をバカにしたような態度。

対応の悪さ。あまりに横柄なのでは？
（医療衛生学部・4 年）

・学費が高すぎる（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
【１年生】
・事務の方の態度がきつくて（全員では

ないです）行きづらいです。学費が高
すぎて，全然見合っていません。教科
書も高いのに無駄に買わされました。
ぼったくりにもほどがあるのではない
かと感じました。ありがとうございま
す。（医療衛生学部・1 年）

・スクールバス増便希望。減便するから

医療衛生学部
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チャリがふえて事故もふえる。（医療衛
生学部・1 年）

・事務の人で感じが悪い人が多く，気分
が悪くなることが多々あります・・・。
（特に医療衛生学部）（全員ではないで
す・・・）（医療衛生学部・1 年）

・事務の人の態度があまり良くないと感
じます。担任の先生が，生徒に対して
興味をもっていなく，生徒のサポート
をしようという意志が感じられない。
（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスの列に，きちんと並んで
いたのにいつの間にか次の便の最後尾
に並ばされた。その事に対して抗議し
ても相手にされず，私よりも後から並
んだ人々が先にバスに乗った。バスの
整列の仕方をもう少し考えてほしい。
（最後尾の看板を作るなど）・授業の合
否発表について，紙で掲示するのは非
効率的だと思う。掲示板の前に人がた
まってあぶない。こういったものこそ
インターネットで掲示するべきなので
は？・クリスマスの電飾が無駄にしか思
えない。この電気代を他の設備費にま
わしてほしい。・授業終わりは多くの人
がスクールバスを利用することが明確
なのに，バスの本数が少ない。授業終
わりの時間も，朝のように「満員になっ
たら出発」してほしい。時間で区切る
意味がわからない。・皆多くの要望を抱
えているのに，それを伝える期会が無
い。意見箱のような，ものを設置して
ほしい。（医療衛生学部・1 年）

・スクールバスの増便　事務の人の対応態
度（感じわるい）（医療衛生学部・1 年）

【２年生】
・学生に対する連絡事項を，掲示板と学

生メールで一括にしてほしい（事務室
からも，教員からも）。誰か一人に伝言
を頼んで，LINEで伝言を広める方法を
とられると，LINEをやっていない自分
はたまに一人だけ情報が伝わらず困る。
実際に，クラスLINEで「今日中に班長
は○○先生のところに行くように」と
伝言がまわっていたらしいが，私は知
らないままで，私が行っていないこと
に気づいた班員が急いで駆け込んだと
いうことがあった。何のために掲示板
と学生メールが存在しているのかと思
うと今の情報伝達の仕方が不満である。
（医療衛生学部・2 年）

・スクールバスが少なすぎる。ぎゅうぎゅ
うに乗りすぎてよく怪我をする。スクー
ルバスなら全員が座れるくらい余裕を
もたせるべき。コンビニにセブンイレ
ブン又はローソンを追加してほしい。

（医療衛生学部・2 年）
・駐輪場の屋根の設置（医療衛生学部・2

年）
・成績表の点数を出してほしい。（医療衛

生学部・2 年）
・以前，A3 号館のWi-Fiがあると聞いた

ことがあるけれどいまいちよく分から
ない。（医療衛生学部・2 年）

・事務が不親切である。（医療衛生学部・
2 年）

・より多くの知識を得やすいよう，理解
を深められるよう，教員への質問がし
やすい環境（一般科目や臨床医療など）
や，自習がしやすい環境をより多く整
えてほしい（医療衛生学部・2 年）

・医療衛生学部のWi-Fiをどこでも使え
て，（全教室）Wi-Fiが接続されたまま
にしてほしい。（医療衛生学部・2 年）

【３年生】
・事務の対応を改善してほしい。（医療衛

生学部・3 年）
・ファミマ，セブンが欲しい。または，

学食。（医療衛生学部・3 年）
・病院見学を 1，2 年のうちから何回かで

きたら良いと思う。（医療衛生学部・3年）
・授業をつめすぎているため 3 年後期〜

4 年が非常に大変で，バイトも満足にで
きず生活が充実していない　もっと計
画的に 1 年の時から専門教科をやって
ほしい（医療衛生学部・3 年）

・医療衛にも医図書の様なコピー機欲し
い（医療衛生学部・3 年）

・駐輪場をA3 の近くにつくってほしい　
医図書のパソコンが少ない。医療衛に
もつくってほしい。学費がどこに使わ
れているか不安（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
（医療衛生学部・3 年）

・A3号館の窓がきたない。学費が高い。（医
療衛生学部・3 年）

・進級できるか不安。（医療衛生学部・3年）
・学費が高い。（医療衛生学部・3 年）

【４年生】
・学生に優しく（医療衛生学部・4 年）
・臨床的な知識をより学びたいと思った。

（医療衛生学部・4 年）
・第 2 外国語を必修に欲しい。（医療衛生

学部・4 年）
・自習室の時間を長くしてほしい（医療

衛生学部・4 年）

学部・学年不明
・ＢＦ（学部不明・学年不明）
・●●先生（解剖）ハラスメント，●●

●●。（学部不明・学年不明）

・十和田キャンパスには勉強できる場所
が少なすぎる。特に日曜・祝日。学校
以外何もない土地なのだから，教室く
らい開放してほしい。（学部不明・学年
不明）

・どうせ反映されないので特にありませ
ん（学部不明・学年不明）

・単位と金持ちください。（学部不明・学
年不明）

・エレベーターをもっとスムーズにして
ほしい　テストの成績をインターネッ
トで見れるようにしてほしい（学部不
明・学年不明）

・質問多すぎる。（学部不明・学年不明）
・時間の無駄なのでもうこのアンケート

はやらせないでほしい（学部不明・学
年不明）

・相模原駅からスクールバス出してほし
い。（学部不明・学年不明）

・ 土 曜 授 業 教 職 が つ ら い。am9：00 〜
pm20：00 のときもあったり。（学部不
明・学年不明）

・アンケートを書ききれること（学部不
明・学年不明）

・もう少しこのアンケートを医学部向け
に作った方がいいと思います。（学部不
明・学年不明）

医療衛生学部／学部・学年不明


