
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目次 

神学部 .........................................2 

文学部 .........................................2 

社会学部......................................8 

法学部 .......................................11 

経済学部....................................15 

商学部 .......................................18 

理工学部....................................22 

総合政策学部.............................26 

人間福祉学部.............................29 

教育学部....................................31 

国際学部....................................33 

 

第１７回 カレッジ・コミュニティ調査基本報告書 自由記述 

 

調査票の最終ページに「この大学での授業や生活について何か思うことがあれば、自

由にお書き下さい。」として、20 行の罫線を引いた約 600 字相当分の記述欄を設けまし

た。ここでは、学生が記載した自由記述を忠実に掲載することとしました。但し、個人

名が特定されるもの、罵倒語、常識を逸脱しいているもの等については、最小限の変更、

削除を行いました。 
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神学部 

 

1 年生 

 

女 

□ お金の使い方がおかしい。しょ

みんには理解できない。不必要

なものは作らない方がいい。事

務の人がこわい。話がちゃんと

できない教職センター、キャリ

アセンターの人を見習って欲

しい！！ 

 

3 年生 

 

女 

□ 最近になって、掲示板の管理が

ずさんになっています。掲示す

べき日の当日に掲示されてお

らず、３日後にやっと貼られる

といったことがしょっちゅう

です（特に神学部）終わったも

のは片付け、掲示日のとおりに

掲示するのが常識です。徹底し

て下さい。また生協の接客態度

が最悪です。喋っている暇があ

ればきちんと「いらっしゃいま

せ」くらい言ったらどうなので

しょう。特に年輩の店員さんが

態度がわるいです。 

 

４年生 

 

男 

□ 大学生協正門前店周辺のサー

クルボックスのゴミや私物持

ち込み（机・イスなど）が気に

なる。（以前、捨てられていた

ガムを踏んでしまったことも

ありました。） 校内の雰囲気

が明るく、中央芝生に子連れの

親御さんが来られるような環

境は良いと思いますが、私の学

部が中芝に面していることも

あり、授業時間中はもう少し静

かにならないものだろうか、と

思うこともあります。 

 

文学部 

1 年生 

 

男 

□ １年生時に必修科目として受

講する『Ｘ科目』ですが、Ａ先

生の日本語がよく聞きとれま

せん。授業内容は面白いのかも

しれませんが、何を言っている

のかわからないため授業が退

屈です。 

 

□ 単刀直入に言うと、この大学に

入れて本当に良かったと思う。

今自分はまだ１回生だが、知的

好奇心をくすぐってくれる授

業はたくさんあるし、図書館も

蔵書がたくさんあり、静かでと

ても勉学に集中できる環境だ

と思う。学科のクラスメートも、

サークルの先輩方も良い人々

に巡り合えた。ここの学生は自

分と方向性が似ていたり、同じ

目標を掲げている同志が沢山

いる。僕も彼らと切磋琢磨して

毎日を過ごせている。僕は、今

大学院生を目指している。でき

れば、院生や院試についての概

要等をもっと詳しく載せてく

れればありがたい。これからも

よろしくお願い至します。 

 

□ クラブ（部活）の試合のための、

公欠を認めてもらいたいです。

学問第一であることは分かっ

ていますが、部活動でしか得れ

ないものもあります。どうかご

検討をよろしくお願いします。 

 

□ 入学前の期待はかなり大きか

ったのですが、実際入学して、

期待する程でなくて残念です。

おそらくどこの大学でも同じ

だったと思いますが。それでも

クラブ活動をして、高校までの

人見知りをだいぶ改善された

気がします。学業も全く家でし

なくなると思ったけれども、意

外と予復習の大切さが分かる

ようになった。もっと充実した

大学生活を送れればいいと思

ってます。 

 

□ ３～５限の休み時間が短い。せ

めて１５分は欲しい。横断歩道

の混雑がひどい。 大教室で講

議中に話す学生が多すぎる。う

るさい。 所々携帯の電波が悪

い。 内部進学が多い。 
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女 

□ いつまでも綺麗で、世間のみな

さんの憧れである大学であっ

て欲しいです。授業において他

人の分も出席カードを書ける

状況は減らして欲しいです。本

当に出席した子のみに出席点

を与えるべきだと思います。 

 

□ 人が多いのでどこへ行っても

場所が足りていない気がする。

「ひとりめし」が快適にできる

空間が欲しい。いつもありがと

うございます。警備や各カウン

ター生協のスタッフの方は非

常に優しくて大好きです。あり

がとうございます！あと家族

もチャペルに出たいと言うの

ですが、可能ですか。チャペル

に行きたいのにチャペル終了

から２限開始まで５分しかな

く、近いチャペルに行っても遅

刻してしまうので常に２限の

ある私はチャペルへ行けませ

ん。この広い学校で５分の移動

は不可能です。１０分にして下

さい！！！お願いします。ぜひ

お願いします。 

 

□ グローバルラウンジのずっと

電源がつけっぱなしのテレビ

が気になります。テレビの数も

多いし、電気代が無駄な気がし

ます。節約できるところを見直

して、他の部分に費用をあてて

ほしいです。スポーツ系のサー

クルに入っている私としては、

いつも荷物が多くなってしま

うので、ロッカーがあると助か

るなぁと感じました。また、体

育館のすぐ外にある自動販売

機も数が多すぎるのではない

かと感じました。 

 

2 年生 

 

男 

□ 休み時間１０分では大学の端

から端まで行くのに（休憩も含

めて）足りない。せめて１５分

は欲しい。それとキリスト教信

者でないにもかかわらずチャ

ペルアワーには行きたくない。 

 

□ 授業に出ずに単位をもらって

いる生徒が多いように思いま

す。また、授業中の私語が目立

つ時があります。 

 

□ 授業において積極的な姿勢を

出しにくい風潮があり、学生も

教授もそのことが大きな損を

していると思う。学生同士で学

力格差のようなものを感じる

ことがある。 

 

□ 言語の必修化が私には理解出

来ません。言語習得において教

授の意見や考えは反映されま

せん、つまり誰が教えても言語

習得は可能ということです。言

語で出席をとるならば、他の大

講議のようなある特定の教授

からしか学び得ることのでき

ない授業でとっていただきた

い。また、この様なアンケート

は生徒の意見があまり反映さ

れないと思うので、意味が無い

のではないかと思います。 

 

□ 試験時、カンニング等に対する

対策が不十分だと思う。授業に

出席をしている人と授業をサ

ボっている人の差があまりつ

けられていないと思う。 

 

女 

□ ほとんどの学生は、まじめに授

業を聞いているが、大教室など

の場合になると後ろの席に座

っている学生たちが授業を聞

かずにずっと私語をしている

ことがあるためそれが気にな

る。関学生なのに…と少しがっ

かりした。学生生活は今のとこ

ろとても楽しい。関学に入って

素敵な友人や先輩に出会えて

よかった。ここに進学する際に

国立大と迷ったのだが、こちら

に来て正解だったと思ってい

る。 

 

□ チャペルに参加する学生があ

まりにも少なく、１限と２限の

間の時間を無駄にしている人

が多いと思う。入学時に水筒や

組み立て式カレンダーや関学

の絵が入ったクリアファイル

などをもらったが、捨てるだけ

になるものをもらうことが多

いので、他にそのお金を使うか
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学費を少しでも安くしてほし

い。 

 

□ 休講が多過ぎる気がします。さ

らに言えば、休講情報をメール

に送信できるシステムの説明

を教学Ｗｅｂサービスに掲載

して欲しいです。 

 

□ 関学に入学してから、慣れない

ことも多かったですが今は楽

しい毎日を送っています。これ

からもよろしくお願いします。 

 

□ Ｆ．Ｇ号館、文学部陳などのト

イレはきれいだが、（女子トイ

レ）Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ号館、４別、

５別のトイレをもっと明るく

清潔にしてほしい。せめて扉の

カギの部分を新しいものに変

えてほしい。休憩時間を１５分

にしてほしい。甲東園からと仁

川から大学へのシャトルバス

を設置してほしい。 

 

□ Ｘ語を教えているＢ先生は教

授能力が低いと思う。 

 

□ 大きなキャンパスで毎日過ご

せるのは非常に良いことだと

思っています。ですが、改善し

ていただきたい点もあります。

授業を受ける環境は、特に問題

はないのですが、毎日部活動で

使用させていただいている学

生会館をきれいにしていただ

けるとさらに過ごしやすいで

す。建てかえというのは不可能

だとは思うのですが、過ごしに

くいと感じることがよくあり

ます。 

 

□ 禁煙になった場所にもかかわ

らず、喫煙している学生がまだ

たくさんいる。それ以前に、一

般の学生も通る場所が喫煙ス

ペースになっているので、タバ

コのにおいが大嫌いだが、どう

してもタバコのにおいを感じ

てしまうことになる。喫煙する

スペースは非喫煙者が絶対通

らない所に設置してほしい。特

にＡ号館に行く際Ｂ号館横の

集団で喫煙している所を通る

と自分の髪にまでにおいがつ

いている。タバコのにおいで気

分が悪くなってしまうことも

よくあるので、非喫煙者のこと

をもっと考えてほしい。 

 

□ レジュメを見れば授業を欠席

しても大丈夫だというような

授業はものたりない。情報量が

多すぎてメモするのが忙しい

くらいの質を求める。（ただし、

レジュメにほとんど何も書か

ずにその分しゃべるといった

意味ではない。） 自分の研究

が好きでたまらないという雰

囲気の先生の講義には好感が

持てる。 履修登録終了までに

数日間（運が良ければ１週間）

お試しで興味のある授業を受

けてみることができるのは良

いこと。したがってその第１回

目の講義は休講にされないこ

とを先生方にお願いしたい。 

 

□ 大学にもよるのかもしれませ

んが、高校にいた時の方が勉強

が難しかったように思います。

あと、プリントを（授業の）友

達にとっておいてもらったり、

出席をとらない授業には全く

出なかったり、ある曜日は全く

授業のないように設定したり

…と、勉強にまじめでない人も

多いと入学時から感じていま

した。それが大学というものか

もしれないですが、人が多すぎ

る大学というのも、教授の方も

職員の方も対処が大変なよう

に思うし、学生の方も「一人ぐ

らい何かしても分からない」と

考えてしまうように思います。 

 

□ 大学の食堂が汚いので、改修し

て、メニューも増やしてほしい

です。せっかく留学生がたくさ

んいるのに、全く交流できませ

ん。コーヒーアワー以外にもも

っとたくさん機会がほしいで

す。 

 

□ 教師も学生の方も、学校を大切

に思っている方がとても多い

ように思います。優しい方、誠

実な方が多いため過ごしやす

い学校なのではないかと思い

ます。保健館や学生支援センタ

ーなど、身体的、精神的なサポ
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ートも万全で、いつもお世話に

なっています。すばらしい友人

たちとも出会えましたし、授業

も難しいものもありますが、総

じて自分のためになっている

と感じます。関学に来て本当に

よかったです。 

 

3 年生 

 

男 

□ 多くの大学と同じように、保守

的なところがある。Ｍａｓｔｅ

ｒｙ ｆｏｒ Ｓｅｒｖｉｃ

ｅを掲げているわりには、社会

問題に関心を向けている学生

が少ないと思う。必ずしも今の

段階で行動に移すことが正し

いとは思わないが、もう少し関

心持ってほしいし、その機会も

ほしいなあ…。 

 

□ まっ先に思い上がったのが関

西学院の大学職員の態度の悪

さです。こちらが丁寧に接して

も無愛想で横柄な態度をとる

職員を今まで数多く見ました。

一部の方は学生の目線に立っ

た心優しい対応をしてくれま

した（ＰＣのＩＤ、パスワード

が書かれた紙を失くしてしま

った際、わざわざメディア棟ま

で付いてきてくれて問題の解

決に協力してくれました）が、

我々学生を見下したような態

度をとる職員がいるのは残念

です。大学職員の給料の大半は

我々学生の学費から出ている

のではありませんか？私はも

っと関西学院の職員が皆学生

の目線に立って対応できるよ

うになってもらいたいと思い

ます。 

 

□ 学園祭のゲストアーティス

ト・芸人等が関学以外の関関同

立もしくは産近甲龍といった

近隣の私立に比べて微妙なセ

レクトであると思います。この

ような意見はせっかく来てい

ただいているゲストの方や、そ

れらを決めている委員会の

方々に対する配慮のない、失礼

なことだというものと十分感

じていますが、学内の学生や知

人の間でもよくささやかれて

いることなので、意見させてい

ただきました。その件に関して、

経済面や騒音面が噂されてい

るのですが、ゲストライブ等を

体育館で行い、有料制にしては

いかがでしょうか。もしくはゲ

ストをアンケートや投票で決

めるのも学生間に一体感が生

まれて良いと思います。毎年楽

しみにしていますのでよろし

くお願いします。 

 

女 

□ 関学はつまらなくもないけれ

ど特別おもしろいわけでもな

い、個性の強くない大学だと思

います。キャンパスはきれいだ

し、清掃係の方々のおかげでい

つも清潔なところは良いと思

います。ただ、毎回黒板を水拭

きするのはやめた方がいいで

す。先生が書きにくいと言って

いました。それから図書館での

飲食もＯＫにしたらいいと思

います。食堂のメニューももっ

と独創的なものがあれば面白

いと思います。クラブ活動では、

吹奏楽部や演劇部の方々が廊

下で練習されているのが、正直

うるさいです。自分のクラブの

練習（部室）が非常にやりづら

いです。それから軽音部（？）

の練習する時間帯もどうにか

してほしいと思いました。１限

の授業中にギターやベースの

練習の音が聞こえてきて、集中

できないことがありました。中

学や高校時代より学習環境が

悪いのではないかと思います。 

 

□ 夏場のエアコンが毎年キツす

ぎる。環境を考えた温度だとは

思えない。（特にＧ号館） 

 

□ 学生の意見を聞くだけでなく、

取り入れて下さい。この３年間

で私が感じる変化はありませ

んでした。 

 

□ 空調などの設備が教室や棟毎

に差がありすぎるのが気にな

ります。 

 

□ 総合心理科学科は、名前にも

「科学」と入っており授業も実
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験や統計など、理系とまではい

かないまでも半分ほど理系の

色をもっています。しかし、「文

学部」に含まれているので学部

をきかれた際は「文学部」であ

ると答える事になります。イン

ターンなどで学部を答えた先

輩が「しょせん文学部」と言わ

れた話をきいたり、せっかく専

門的なことをしているのに根

っからの「文学系」だと思われ

る事が嫌だとよく友人と話し

ています。名前のイメージは大

きいと思うので、「心理学部」

を作って欲しいなと思いまし

た。 

 

□ 関西学院大学はきれいで整備

も整っており、満足ですが、学

費が高すぎます。また、適当に

授業をする先生もいるので、し

っかり指導してほしいです。 

 

□ 体育会にもっと力を入れてほ

しい。「学生の見本となれ」と

いいながらもあつかいが悪い

ように感じる。マイナースポー

ツだからといって粗末なあつ

かいをしないでほしい。「体育

会＝態度悪い」という風に考え

ている教授がいるが、それを生

徒に言ってしまうのは良くな

いと思う。 

 

□ チャペル・アワーを１週間に１

回にし、授業時間をもっと増や

すべき 建物等を増設するよ

りも、もっと教授に研究費を与

え、学校全体を活気に満ちた雰

囲気にすべき 他学部生が受

講できる授業の時、特に経済学

部と商学部の学生の私語がひ

どいのでどうにかしてほしい 

冷暖房を入れていただけるの

は大変ありがたいが、冷房や暖

房をかけすぎのときがあるの

で、できたら数時間ごとに空調

のチェックにきてほしい。 大

学が何にどうお金を使ってい

るのか学生にも分かるように

情報提供をしてほしい。 

 

□ Ｗｅｂ活用が充実していない

部分が多いと思います。 

 

4 年生 

 

男 

□ 履習のシステムが非常に複雑

で難しい。ＬＵＮＡなどのｗｅ

ｂサービスで必要単位数の確

認などが出来るようになれば

と思います。 

 

□ 指定校推薦や内部進学による

メリットは感じられない。そう

いう学生の多くは勉学のため

でなくその他の目的のために

来ている印象がどうしても強

い。本当に勉強したいと思う学

生の足を引っ張るような真似

を大学側が黙認するのはいか

がなものかと強く思う。大学教

授側ももっと毅然とした態度

で学生に厳しくなっても良い

のでは？何より、関学という場

所の中における「知」の軽視が

年々加速しているよう感じる。 

 

□ 上位私立の常かもしれないが、

教育者と学生の質に差があり

すぎる。偏見かもしれないが、

スポーツ推薦組、エスカレータ

ー組の粗暴さが目出つように

思う。学外で何をしようと勝手

だが、授業中の私語には強い怒

りを覚える。学ぶために授業を

受けている学生の時間と機会

を刻々と奪っていく人間を強

く注意できない教員も多い。刑

事罰を与える法はないが、「学

習権の侵害」はれっきとした違

憲行為なので、大学側もそれ相

応の対応をすべきではないだ

ろうか。カンニングなんかに過

敏になるより、より直接的に学

生の迷惑となる「私語」という

公害を阻止するよう大学側も

動いてくれたら幸いである。あ

と、「授業調査アンケート」に

ついて、正直アホかと思う。あ

んなもんに何百万もかけるく

らいなら、学部掲示板の情報を

メールで配信されるようにし

て欲しい。文科省よりも学生の

ことを考えてくれ！ 

 

□ 優れたプログラムを多数用意

していても、それを使いこなせ

る学生は多くはない。多くの学

生は主体性に欠き、良いプログ
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ラムがあっても傍観してしま

う。もっと大学側が学生に対し

て押しつけても良いと思う。大

学生なのだから自分のしたい

ことは自分から進んでやるべ

きだという意見もあるが、現代

学生にとっては中々に困難な

課題である。恥を忍んで言うな

らば、もっと学生の面倒を見て

ほしい。我々はまだ社会にも出

ていない「子供」なのだから。 

 

女 

□ 関学で４年間学び、今後も大学

院で学問を深めるつもりでい

ます。奨学金に様々な種類があ

り、私学ながら本当に学びの門

戸が大きく開かれている大学

だと思います。私もお世話にな

っております。これからもこの

制度が多くの人に利用されて

関学での勉強がいかにしやす

いかを広めてもらえたらと思

います。生活面についてひとつ

だけ、通学に際して仁川からの

道が交通事情として非常に危

険です。甲東園も危険です。あ

れは住民の方も苦情を言いた

くなるはずです。学内は良いの

で、これからは駅からのシャト

ルバスなど安全を考えた対策

を講じるべきです。 

 

□ 授業については、関心のあるも

のが、他学部の授業だったとし

ても、学部の壁を越えて履修で

きることが良いと思いました。

また、現在４回生で、卒業論文

の計画を進めていますが、担当

して下さっている教授が、でき

るできないよりも、知りたいこ

とを研究しなさいと言って下

さいました。そんなふうに、学

生に可能性や視野を与えて下

さる先生に出会えた事も、この

大学に入って良かったことの

１つだと思います。学内で、空

きコマの時間を過ごす際、人が

多すぎて休まらないと思って

いた事もありましたが、人が多

いからこそ、友人や先輩、後輩

など、たくさんの出会いがあり、

様々な価値観に触れることが

できました。この大学に通わせ

てもらえて、本当に良かったで

す。ありがとうございました。 

 

□ 教職免許（高校１種・地歴公民

及び中学１種の社会）を取得す

る予定であったが、教員免許の

必修科目である教科教育法と、

学芸員課程の博物館実習の単

位が重復していて、（授業の時

間）教員免許をあきらめないと

いけなかった。必修科目は、重

復させないで欲しい。学生が少

しでも、免許を取りやすいよう

な時間割づくりを撤底して欲

しい。 

 

□ 最近になってようやく、建学の

精神である“Ｍａｓｔｅｒｙ 

ｆｏｒ ｓｅｒｖｉｃｅ”の何

たるかを理解できた気がしま

す。開校１２５周年に向けての

広告に「この大学で学んだこと

は他人のために生かそう」とい

う言葉が書いてあり、卒業後教

育に携わる身として、この４年

間で学んだことを社会に還元

していきたいと感じました。私

は、第一志望に落ちて関学に入

学しましたが、関学での経験や

学び、出会った仲間は私の誇り

です。悔いのない学生生活を送

り、卒業したいと思います。 

 

□ 近頃、図書館を利用する学生の

マナーの悪さに目がいきます。

周囲を気にせず話をしたり、い

すを並べた上に寝たりしてい

る人をよく見かけます。授業中

も私語や途中で堂々と出入り

する人も気になります。司書の

方や先生が注意してくださる

こともありますが、時と場所を

考えずに行動している学生を

見かけると、同じ関学生でいる

ことが恥ずかしくなります。お

かしな話かもしれませんが、あ

たり前のマナーについて考え

ることが私たち関学生には必

要なのかもしれません。 

 

□ 設備はこれ以上、立派にしなく

ていいです。とにかく、各学部

事務室の人の対応を、改善して

ください。愛想もなく不親切で、

最悪です。一体、誰の出す学費

や寄付金で給料もらっている

のか、自覚しろ。と、言いたい。 
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□ バイク（原付）や自転車を置く

場所に、白線をひいてほしい。

また、原付と自転車の場所をき

ちんと分けてほしい。無駄にな

っているスペースが多いと思

う。 

 

□ 事務室の事務職員の態度がと

ても横柄で、相談しづらい雰囲

気です。 

 

□ 関学には、関学のことが好きな

生徒が多いと思います。私もそ

のうちの１人です。その理由と

しては、頑張ろうとしている人

を支援する設備や機関が充実

していることだと感じます。た

だその設備や機関・体制等を知

る機会・方法が少なく、したい

事があっても、どうすればいい

かわからない、だからとりあえ

ずは何もせずいとこうという

人が多いと思います。私も、大

学の機関や大学実施の行事を

フル活用できたとは言えず、後

悔しています。その一方で関学

に通って、できた友人、会えた

先生は一生の宝物なので大切

にしようと思っています。 

 

□ まじめな学部（文学部など）と

不まじめな学部（経済・商学部

など）の差が大きすぎると思い

ます。文学部に所属していると

多くの人が勉強に真剣に取り

組み、授業をさぼる人も少ない

のですが、他学部の友人達は平

気で授業をさぼる人が多いよ

うに感じます。この理由として

大きいと思うのは、授業のゆる

さや出欠を取るか否かだと思

うので、他学部も文学部並に厳

しくすべきだと思います。こう

いう所が世間的に「私立文系は

楽」「関学は遊び人が多い」と

言われるのではないでしょう

か。 

 

□ 旧学生会館のトイレやホール

の設備が古くて使いづらくな

っているので、改修していただ

きたいと思っています。卒業単

位が足りているかどうかをパ

ソコンで自由に確認できるよ

うにしてほしいです。部活動の

活動で、学院の行事に参加する

ことが多いのですが、それをあ

りがたいことだと感じると同

時に、参加しない（そもそも行

事の存在を知らない）学生との

差を感じてさびしい気もしま

す。昔ほど愛校心が無くなって

いるのも、時代の流れ上仕方の

ないことだなあと思っていま

す。 

 

□ 教室の温度調節を、常時学生が

行えるようにして頂けると幸

いです。 

 

□ ３回生の時語学クラスでスマ

ートフォンによるカンニング

が堂々とテスト中行われてい

たり、授業では大教室だと話し

声がうるさかったり、単位さえ

適当に取れば卒業できるとい

う雰囲気があって残念です。し

っかり勉強もして、知識も教養

も身に付けた学生と、ただ卒業

しただけでおわる人と、卒業後

同じ関学生として見られ、扱わ

れるのはどうかなと感じます。

後者の方を見た人が、関学生は

所詮こんなものと思われてし

まうのはくやしいです。 

 

社会学部 

1 年生 

 

男 

□ 授業中の私語の厳禁を徹底し

てほしいです。履修登録の期間

など学生にとって重要なお知

らせはメールでも送って知ら

せてほしいです。学内がいつも

きれいで、清掃の方には感謝を

しています。ありがとうござい

ます。 

 

女 

□ 教室の冷房が適温という時が

少なく寒すぎる時が多いので

困ります。事務室だけは本当に

いつも適温ですよね…また、食

堂が狭すぎるので広くしてほ

しいです。利用したくても利用

できない生徒は私以外にもた

くさんいるはずです。ラウンジ

を社会学棟にもほしいです。社
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会学棟に行く際、いつも遠回り

しているようで不便です。教授

棟があるため、仕方ないかもし

れませんが… 

 

□ 食堂や生協が密集しているの

で、学部棟に売店や自動販売機

をつけてほしい！ 

 

□ 授業時間と被るようにセミナ

ーを開催するのはやめてほし

いです。授業とセミナーのどち

らも受けたい人は必ずいるは

ずです。 

 

□ 食堂の窓（窓に向かって座る席

側）がくもの巣、虫の死がい、

砂ぼこりなどでよごれていて

（外側？）見ため的に、食事を

する場所としてはあまり適切

な環境とは言えないと思いま

す。また、虫も多い（ハエなど）

ので、虫よけ対策もしてほしい

です。２０１１年から分煙マッ

プができたそうですが、指定さ

れた喫煙場所は通りに面して

いる場所が多く、特に、Ｅ号館

の前の休憩スペースは屋根も

パーテーションもなく、直接煙

を吸い込むことになってしま

うこと、図書館の入り口横のス

ペースは通路との距離、風の抜

ける方向、せまさ、パーテーシ

ョンの高さなどから、分煙には

なっていないことは何か手を

打つ必要があると思います。Ｃ．

Ｏ．Ｄ．は、そのシステム上氏

名や住所が必要な様ですが、も

しもう少し匿名性を強くでき

れば、私の様な小心者も意見を

投稿しやすくなるのではない

かと思いました。 

 

□ チャペルにもっと行きたいの

ですが、次の授業がある教室へ

の移動が、５分では間に合わな

いので、週１回しかチャペルに

出席出来ないのが残念です。も

う少し移動の時間があれば良

いなと思っています。 

 

2 年生 

 

男 

□ 部活の試合の公欠がないのは

おかしすぎる。ありえない。ど

うにかしてほしい。 

 

女 

□ 授業中うるさい。興味があって

授業を受けに行っているのに

聞こえない。マイクによって聞

きとりにくい先生もいる。こう

いったことは変えていくべき。 

 

□ 推薦入試などで受かった生徒

が多く、学内の雰囲気やイメー

ジは、その人達が作り出してい

っているように思う。偏見かも

しれないが、私が知る限りそう

である。私語をしたり、マナー

や常識がなってない者が多す

ぎる。また、簡単に点数をとれ

る授業ばかりとっている生徒

と、真剣に難しい授業に取り組

んでいる生徒と様々であるの

で、ＧＰＡ制度は不公平である

と思う。この学校の内側でほめ

るところが少ない学生を多く

みるのですごく本校の学生と

してなさけなく思う。 

 

□ 大学祭に対してもう少し協力

的な大学であってほしい。大学

祭の雰囲気は受験生にとって

大切な見極めのポイントとな

る。 

 

□ 母体が大きいためか本当に

様々な学生がいると思う。遊ぶ

だけの人や学問的に努力する

人など。“マジョリティ”、“一

般的な”という人が少なく多分

野にピンからキリまで存在す

る、という感じ。 体育館や修

練場といった施設や設備はあ

っても体育会の様な正式な部

しか使えない、それ以外への扱

いがあまりに雑だと感じる。だ

からこそ学生会館の公共スペ

ースに侵食するのだと思う。美

しいキャンパスを目指すのな

ら既存施設の内部の手入れや

改装も考えて欲しい。新しい建

物を作り、外観を整えるだけで

はただの見栄坊だと思う。 

 

□ 関西学院大学に入学して本当

に良かったです。大学生活と課

外活動でとても充実した毎日

を過ごしています。 
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3 年生 

 

男 

□ 前回もこの調査を行いました

が、郵送になっていてやりやす

くなりました。郵送でこれから

も行って欲しいです。 

 

□ 図書館で借りたい書物が貸出

中になっているとしばらくは

手に入らないので困る。データ

的に貸出頻度が多いものは複

数部置くことや電子書籍など

の導入を検討して頂きたい。ま

た、ＰＣの台数が少ないと感じ

る。ＰＣ自体を増やせずとも、

持ち込みＰＣが自由に使える

部屋がもっとあれば便利だと

思う。 

 

□ 問いが抽象的すぎて、質問に対

する答えの線引きがしにくい。 

 

□ 各教室でエアコンの設定温度

が調節できず、暑すぎたり、寒

すぎたりすることがあるのが

不満です。 

 

□ アンケートが長く途中でやめ

ようかと思った。授業で、試合

などで公欠を認めて欲しい。 

 

□ Ｘ語の外国人講師には苦手な

のが多い。 

 

 

 

4 年生 

 

男 

□ 現在大学４年生ですが、素晴ら

しい大学に入れた事に感謝し

ています。毎日が楽しいです。 

 

□ 授業について、大教室での授業

中の私語がかなり目立ちます。

あまりにうるさすぎて、先生の

声が聞こえないこともしばし

ばです。先生による再三に渡る

注意や、ラーニング・アシスタ

ントの導入など、大学側として

いくらかの対処がなされてい

るのに、一向に改善されません。

これは、やはり学生の意識に問

題があるのではないかと思い

ます。私も一関学生として、非

常に遺憾であります。 

 

□ 本学に限ったことではないで

しょうが、大学の友人関係の９

９％は、アルコール類がつない

でいるように感じられます。結

局酒に呑まれて下品に騒ぐだ

けで、そこから生まれるものは

何もない（あったとしたら２日

酔いだけ）。これを友人・友情

と呼べるのか！！まあ、これを

通して表面的なつき合いの重

要性は学べるような気はしま

すが。（そんな私は、酒は一切

飲めません） 

 

□ 日本でも有数の美しさを持つ

と言われている関学のキャン

パスですが、学生が目標に向か

って努力するという風にはあ

まり思いません。授業を取るに

あたっても、単位の取りやすい

授業や気楽そうなものを多く

取る印象があります。マンモス

大学ということもあるのでし

ょうが、学生の意欲があまり感

じないような気もします。何か

１つの目標に向かって、取り組

もうとする学生が少ないので

はと思います。 

 

□ とても雰囲気が良く過ごしや

すいキャンパスで大学生活を

送れていることに感謝してい

ます。私はよく大学ＯＢの方と

お話しをする機会があるので

すが、みなさん関学ＯＢである

ことに誇りを持っていらっし

ゃいます。良い雰囲気は長年に

渡って受け継がれてきた一つ

の「伝統」になっていると感じ

ます。 

 

女 

□ 大学入試時の本学のレベルは

高かったように感じたが、入学

後、授業や日常生活の中で、多

くの生徒のレベルが低く思わ

れた。（特にモラルや勉強に対

する姿勢。）入試方法を多様化

することがこの原因になって

いるように思われる。また、ゼ

ミや授業によって厳しさの度

合いが極端に異なっている。中

にはお菓子を食べながらおし
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ゃべりをするだけのゼミがあ

ると聞くが、いかがなものか…。 

 

□ 興味がわく授業が少ない。ほと

んどの教授が自己満足の授業

をしている。あまりおもしろく

ない。 

□ 私の学部は人数が特に多いの

で、１００人以上が出席する講

義だとやはりざわつきが大き

く、集中しにくいことがありま

す。教授や学部からも度々注意

されるにもかかわらず、喋り続

ける人がいるのを見ると、本当

に腹が立ちます。この問題には

学校側もかなり頭を悩ませて

いると思います。学生のモラル

を向上させるのはなかなか難

しいことだと思いますが、これ

からも注意の呼びかけは続け

てもらいたいです。 

 

□ 人が多すぎる。学生課のマニュ

アルなど古すぎる。学生課など

に手続きなど行っても担当の

人以外は何もできない。 

 

□ 部活動に関して、自分にぴった

りのところに所属できたこと

で、私は充実した大学生活をお

くることができています。しか

し、自分にちょうどいい所に所

属できず、ただなんとなく大学

生活をおくっているＫＧ生も

よくいると思います。そういう

学生がより自分らしく、改適に

大学生活をおくれるように、大

学側からより、たくさんの情報

提供してほしいなあと感じて

います。講議
まま

に関して、うるさ

すぎる学生、講議
まま

を聞かない学

生が多すぎると思います。他の

学生の迷惑にもなっています。

今後より、講議
まま

の大切さを学生

は知るべきだと思います。 

 

□ 授業中の学生の私語がかなり

気になる。 

 

□ 関学に入って本当に良かった

と思っています。悔いのない４

年間でした。 

 

□ 最近、授業内においての出席が

厳しすぎると思います。教授に

よっては、出席カードに細工を

し、生徒が出席をごまかすこと

ができないようにしています。

まじめに受けている生徒に対

しては、ちょっとやりすぎかな

という気もします。学部によっ

て、事務員の方の態度や接し方

がバラバラです。他学部履修を

しようと、事務室に行くことが

ありました（他学部の）すごく

そっけなく、業務的でした。し

かし、社会学部の事務員の方々

は、親切、ていねいで、質問も

とてもしやすかったです。関学

のキャリアセンターの方や施

設はとても充実していて、相談

しやすく、頼りになり、心強い

です。 

 

法学部 

1 年生 

 

男 

□ 阪急甲東園駅から大学までに

ある階段を舗装してほしい 

阪急甲東園駅前の銀行の前の

歩道を広くしてほしい メデ

ィア棟のパソコンの立ち上が

りをはやくしてほしい。奨学金

の説明をやるのなら事前に教

えて欲しい→法学部の掲示板

がわかりづらすぎる。 

 

□ 図書館や教室等の設備に関し

ては非常に充実していると思

うが、食堂が狭すぎる。昼食時

には混雑しすぎて止むを得ず

何も食べずに授業へ行くこと

もある。空腹状態で勉強に対し

て集中しろと言われても不可

能。また、指定校推薦等による

入学者が多すぎて学生の質が

低下していることは言うまで

もない。試験前などは勉強する

というよりも、過去問入手に時

間を割いている学生が多い印

象がある。 

 

□ 大学の中央芝が大好きです。関

西学院大学は自然が多くて素

敵だと思います。 

 

□ 食堂など古くなった場所を新

設して欲しい。 気軽に教授と

関われる機会が欲しい。 
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□ Ｇ号館の冷房が２２℃に設定

されていて寒かった。また、Ａ

号館やＢ号館、新学生会館のト

イレが汚すぎると思います。食

堂のカレーが辛すぎるのもな

んとかしてほしいと思います。 

 

□ 学生の人数の割に食堂が挟
まま

い。 

 

□ 教授は研究が本業であるが、今

日では教えるスキルが必要と

されているのではないかと思

う。伝え方を工夫し、好奇心を

ひきだすような授業ができる

教授が多くない。 

 

□ 非常に楽しい毎日を過ごさせ

てもらっています。ありがとう

ございます。関西学院大学に入

学できて本当によかったと思

っています。 

 

女 

□ 関学には親しみやすく、心よい

生徒が多いように感じるので、

とても良い学校だと思う。 

 

□ みてくれがキレイですがトイ

レがきたない。女の子が同じフ

ァッションばかり。教授とはせ

っきょく的に話します。入試む

ずかしかったのに授業のわり

に試験が簡単でＧＰＡ高くて

びっくりしました。ありがとう

ございます。関学のＦａｃｅｂ

ｏｏｋは良いですね。日本一だ

そうですね。また載りたいです。 

□ 喫煙スペースの場所をもっと

考えるか、いっそのこと構内禁

煙にしてほしい。教室の窓を開

けたときにタバコのにおいが

かなり入ってきてよく酔いそ

うになる。そしてＡ・Ｂ号館近

くの喫煙スペースのパーテー

ションは全く意味をなしてい

ないように思う。 

 

□ 真夏のクーラーが効きすぎて

異常に寒い。教室単位で温度設

定できないので不便。食堂席足

りない。図書館のパソコンも大

体空いてない。全部のパソコン

からプリントアウトできるよ

うにしてほしい。調べるだけの

パソコンはほぼ使わない。 

 

2 年生 

 

男 

□ かつてＡ大学と並び称され西

日本の私立２強として京大落

ちがすべり止めとして受けて

いた関西学院大学は今やＢ大

学には完全に敗北し、Ｃ大学に

も抜かれ、Ｄ大学と４大学の中

で最下位争いをするまでに落

ちぶれた。就職の面では、かつ

ての栄光を築いたＯＢ達が重

役になっているためか、悪くは

ないが、１０年後、２０年後と

考えるとどうなるだろうか。キ

ャンパスの美しさを広告の売

りにするのは良いが、就職での

強さを売りにするのは難しく

なってくるだろう。入試制度や

カリキュラムの見直しを関学

の今後を憂う者として切に願

う。 

 

□ 学部によって単位のとり易さ

が圧倒的に違う。 

 

□ 近辺での評判が悪いので、かつ

ての誇れる関学を取り戻せる

よう問題などの解決にもっと

真剣に取り組むべき。一部の素

行の悪い学生のために恥をか

かされるのはとても不快であ

る。評判の悪い大学に良い学生

など集まるはずがない。 

 

□ 今のところ、特にありません。 

 

□ 授業は、もう授業料を返してほ

しいと思うような授業があり

ます。淡々とテキストを読むだ

けの授業、学者のテキストを読

み上げる教授、わかりづらいレ

ジュメ…ｅｔｃ。挙げればキリ

がありません。授業は学生に出

席を要求する前に出席をする

価値のある授業と思えるもの

を提供して下さい。関学は電車

の広告などに書かれているよ

うなハード面（たくさんの語学

講座を設置していること等）が

充実していることを強調して

いるようですが、学生が肌で感

じるようなソフト面での気配

りが圧倒的に足りていないと

思います。特に事務室、学生課
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の職員の方の態度が気になり

ます。そのような方々がまたこ

のような話を読まずに捨てた

り、読んでも「また言ってるよ」

などと思って気にもかけてい

ないと思うと、残念でなりませ

ん。もうひとつ言うと、このよ

うなアンケートが有効に利用

され、我々の学生生活改善につ

ながっていると感じられませ

ん。ただ毎年やっているからし

ているだけで、形該化している

と思います。 

 

□ 語学の担当教員を自由に選択

できないのはおかしい。先生に

よって、（例）Ｘ語の教育方針

が異なるのに、自分の方向性と

異なる教授の授業を受けるの

は、学生の学習意欲を欠くこと

に繋がる。また、採点方法が異

なるため、同じ学力レベルの学

生でも、担当教員の「当たり、

はずれ」で単位が取れたり取れ

なかったりするのは不公平。 

 

□ 学部事務室など１６：５０で閉

まってしまう施設が多いので

５限が終わって暫く、ぐらいに

は伸ばして欲しい。 

 

□ 語学に関して、Ｘ語の授業は、

もっと高いレベルで行うべき

だと思います。また、Ｘ語は、

週２時間あるのだから、どちら

か一方は、ネイティブの先生に

よるスピーキングとリスニン

グを中心とした勉強がしたか

ったです。 

 

女 

□ 法学部では語学の期末テスト

を授業内でできないという制

度になっていることが不満で

す。また忌引きや延着による欠

席や遅刻はカウントしないよ

うにしてもらいたいです。せっ

かく全出席をめざしていても、

やむを得ない事情で欠席や遅

刻をつけられてしまうと意欲

がそがれてしまいます。 

 

□ 学校に対しどうしても不満な

ことがいくつかあります。 大

学や教授の中に一般入試の生

徒とそうでない生徒をわけた

がる。私語が多い学生を一般入

試以外で入学した者とみなし、

まるで一般入試以外で入学し

た学生が全て悪いような説教。

もしそれが本当に問題なら、一

般入試以外受け入れなければ

いいのでは？（私語の多い生徒

の入学方法は不明） 事務員さ

んについて、あまりに不親切な

人が多いこと。又、授業が教授

の都合で早く終わった時は、勉

強や、その話をしているにも関

わらず強制的に事務員さんに

追い出される。（５限）授業時

間は教室を使う権利があるの

では？まして、遊んでいる訳で

はないのだし…。 

 

□ もっと討論型の授業が増えれ

ばよいのにと思います。あと、

今の法学部のコース選択カリ

キュラムが中途半端ですごく

嫌です。今の１回のカリキュラ

ムがうらやましいです。 

 

3 年生 

 

男 

□ 法学部の雰囲気が左に偏りす

ぎて、きもち悪い。Ｃ先生は論

外。 

 

□ 学生の知的レベルが低すぎる。

最低限授業ごときにまともに

ついていける学生でないと話

にならないが、学問に対する理

解、真剣味、リテラシー、創造

性、知的積極性に欠ける学生も

よく見られる。入学試験や初期

の基礎的な育成に手を抜いて

いるのではないか。学生数ばか

りに気をとられず、形骸化して

いる学生教育システムを革新

すべきである。だからといって

国際学部のような目的性のな

い、なかよしサークルみたいな

みせかけの学問集団は要らな

い。予備校の延長みたいな“達

成感ありき”の学部ではなく、

腰を据えて専門分野ととこと

んむき合う知的空間をもっと

提供すべく努めるべきである。

かといって他の既存学部が良

いわけではない。学生のレベル

が低すぎる。教員も多くの者が
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誠意が足りん。 

 

□ 冷房が入る時期（例年６月第２

週）が遅いので、せめて６月第

１週には入るようにしていた

だきたいです。 

 

女 

□ もっと教授と学生の距離が近

づくようになればいいと思う。 

また、もっとＯＧ・ＯＢを呼ん

だり、学生のプラスになるよう

な講演会を他大学に負けない

よう開いてほしいです。 関学

生同士知り合える機会がもっ

ともっと増えればと１番思い

ます。 食堂やトイレをもう少

し整備して、キレイにできれば、

さらに美しい関学のイメージ

が上がると思います。 

 

□ 教室・トイレ等が汚い、古い。

国際や社との学部格差が大き

いな、と法学部の私は思います。

図書館のパソコンの少なさ。何

を言っているか分からない教

授が多すぎる。これで講義、給

料発生している講義なのか疑

問になるぐらいだ 

 

□ 私は法学部生ですが、法学部事

務室の対応が冷たいように感

じるときがあります。また、教

職をとっていますが、教職教育

センターの職員の対応が横柄

なように思います。学生に対し

て“―してあげている”という

感覚をもっているのではない

かと不快に感じることがあり

ます。どうぞよろしくおねがい

します。 

 

□ 所属学部事務員の態度が大き

い。特に言葉使いが横柄。 単

位が取りにくい科目が多すぎ

る。 試験の採点基準が厳しす

ぎる。 お手洗いなどの設備を

きれいにして欲しい。 

 

□ 食堂を広くしてほしい 

 

□ 第５別館の大教室の机がガタ

ガタしていてノートがとりに

くい。 法学部でも外国語の授

業において、もっとネイティブ

の先生に教えてもらいたい。 

歩きタバコをしている学生が

多く、非常に迷惑。 

 

□ 食堂にもう少し清潔感をもた

せてほしい。衛生的に疑問を感

じるようなトイレが見られる。

学部によっては学生が授業中

に騒いでいたりする。 

 

4 年生 

 

男 

□ 食堂が人が多すぎて、昼食時に

なかなか食べれないことがあ

る。 タバコのゴミが多い 自

転車置き場が少なく、とめれな

い。 自転車の盗難が多い。 

 

□ たまに、うるさい授業があるの

で、目に余るようなら、放置す

るのではなく、退室させるなど

の処分を教授に撤底させるべ

きだと考える。 

 

□ 夜のキャンパスが暗すぎると

思います。中芝周りだけでもも

う少し明るくしてほしい。ライ

トアップしていただけると喜

しいです。 

 

□ 特にありません。何か困ったこ

とがあった時は学部事務室の

職員の方々にお話して解決し

てもらっていただきました。職

員の方から私に働きかけてい

ただいたこともあり、感謝して

います。最後に、アンケートの

提出が遅れたことをおわび申

しあげます。 

 

女 

□ 関学に入学して良かったで

す！ 

 

□ 喫煙所は不要。臭いがきつく、

通行が不快。 法学部のトイレ

を改装して欲しい。 

 

□ 関西学院大学に通えて良かっ

たし、誇りです。残り半月を切

った学生生活、最後まで楽しみ

ます。 

 

□ 大学の開いている時間がもっ

と長ければより勉強しやすい
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と思う。例（２４時間利用でき

る図書館など） 

 

□ 大学での契煙、バイク走行を禁

止してください。やる気のある

教授とない教授の差がはげし

すぎる。受身学生が多い。学生

数が多すぎて、キャンパス、食

堂が使いづらい、歩きづらい。

学生でない人が、図書館を使用

していることによって、借りた

い本が借りれないことが多々

ある。 

 

□ 授業や学生への対応が良い教

授と悪い教授の差が極端だと

思います。学生が授業などに不

満を感じていれば、授業アンケ

ートの結果に反映されている

はずなのに、まったく改善され

ていないと思うことがしばし

ばありました。アンケートにテ

キトウに答える学生も多いの

で、アンケート結果を統計で判

断するのではなく、低い評価を

下している学生は何に不満を

感じているのかまで改めて調

べる制度があってもいいと思

います。 

 

経済学部 

1 年生 

 

男 

□ 取りたい授業が必修とかぶっ

たとき他の時間の同じ必修授

業をうけられるようにしてほ

しい。 

 

□ 授業中うるさい人がいるのに

注意しない教授が多すぎる。学

番取って追い出してほしい。経

済学部の事務室にいる人の態

度が悪い。 

 

□ 学校の食堂ってそれほど値段

は安くないですよね。個人的な

イメージなのですが大盛りと

かで２００円から３００円で

食べれるイメージだったので

すがだいたい５００円は少な

くともかかってしまうのでお

金がたりなくなります。関学に

来て思ったのがすごく多くの

地位の高い人が話をしに来て

いるのだと思いました。総合コ

ースや人権教育やキャリアゼ

ミなど多種多様な職の人たち

が来ていてすごいと思いまし

た。あとできれば図書館の席に

クッションをつけてもらいた

いです。何時間も勉強する時に

おしりが痛いので…。 

 

女 

□ １回生でも、もう少し色々な授

業をうけられたら、もっとよい

と思います。あと、学生が昼食

を食べられるような部屋をも

う少し増やしてもらえたらと

思います。授業内容や学校の雰

囲気については、とてもいいと

思います。 

 

□ チャペルアワーの時間がある

のはとても良いと思う。が、チ

ャペルアワー終了後５分で移

動というのは厳しいものがあ

る。終了時だけでもよいので、

移動時間を１０分にしてほし

い。 

 

□ 同じ授業（必修）のものでも教

授によってレベルが違うので、

単位が取りにくかったり、ＧＰ

Ａが低くなってしまったりす

るので不公平だと思う。なるべ

く同じレベルにしていただき

たい。 

 

□ “する子はする、しない子はし

ない”というイメージが凄く印

象強いです。授業をサボってテ

スト前に友達のレジュメを見

て、毎回授業に出ている生徒よ

り良い成績を取る学生や、協力

しない学生が本当に多いと思

います。自主的に動いて行動す

る人が少なく、責任感のない生

徒が本当に多くて入学したこ

とを後悔しています。そのよう

な生徒と、まじめに勉強し、グ

ループ行動で負担を負ってば

っかりの生徒に成績の差が出

なくて、努力が報われないと思

うことがよくあります。 

 

2 年生 

男 

□ エアコンのつけるタイミング
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の判断が下手。 

 

□ 授業によっては、去年のレジュ

メからテストにいたるまで、ほ

ぼ変化のない講義をしている

教員が多いように思われる。毎

年変わらない授業内容という

ことは、それについて研究が進

んでいない、もしくはする気が

無いのではないか？と思うこ

とがある。授業の進め方も講座

によって大きく差があり、教科

書をただ文そのままに９０分

間読んでいるような授業もあ

るので、そこのところはどうか

と思う。教授が受講者をレポー

トや筆記定期考査で点数化さ

れるのと同様に、受講者が教授

の研究内容を評価して点数化

し、その点を公開すべきだと思

った。 

 

女 

□ 学生が多すぎて、座れない授業

やうるさい授業が多いので、あ

る程度の人数の際、教室を、２

つに分け、片方は、テレビ中継

のようなものにしてもらいた

いです。 ポケママで買い物を

する際、一度に人が集まると、

レジに行く人、選ぶ人で進まな

いことがよくあるので、もう少

し幅を広げてもらいたいです。 

 

□ 大教室の授業が騒がしい。特に、

人気があって、教室がいっぱい

になるような授業が騒がしい

と思う。少しくらいのおしゃべ

りならまだ良いが、授業中ずっ

とうるさい状態だと、集中でき

ないことがある。また、学生生

活の中で、わからなかったり、

相談したいことがあるとき、ど

こに聞けば１番良いのかわか

らない。学部事務室は、雰囲気

として何となく入りにくいし、

事務室に聞いても十分にわか

らなかったりで、結局どこに聞

けば良いのか迷ってしまう。 

 

□ 学内で分煙されていないと思

います。 

 

□ 校内の食堂がきたなすぎる。ど

うにかなりませんか。授業によ

って話し声が非常に気になる。

授業への意識が低すぎる。 

 

3 年生 

 

男 

□ 授業に関しては単位がとり易

い授業が特に教室の大きさが

合っていなくて、少し遅れると

立ち見になってしまう。先生に

よっては授業中私語が多く、分

かりづらい。体育会の生徒が特

に、あまり関心のない授業でう

るさく、授業の邪魔になってい

るように感じてしまう。（同じ

学生という立場なのであまり

言いたくないが）大学事務の方

（特に学部事務や学生課）が冷

たい対応をするように感じる。

大学なので全て自己責任とい

うことは分かるが新入生や奨

学金に対しては丁寧に対応し

て欲しい。不愛想すぎる。また、

ｗｅｂと掲示する物がゴチャ

ゴチャになっていて、どっちを

見たらいいか分からないし、各

部署の連携ができていないの

では？と感じる。とにかく学生

には不親切だと思う。 

 

□ 教室やトイレ（特に第５別館）

がきたない。机の表面がでこぼ

こしていて書きづらい 

 

□ とても良い大学に在籍させて

頂いてると感じます。ただ、多

彩な入学方式は支持出きるも

のの、ＡＯであれ、指定校であ

れ、スポーツであれ、一般であ

れ、全てハードルが低いと感じ

ます。スポーツでも勉強でもそ

の他でもトップが足を引っぱ

られるのはかわいそうです。こ

の大学に入って色んな人と出

会い、様々な経験を出きている

ことは一生の宝になると思う

し、とても感謝しています。だ

からこそ、この大学がもっと良

くなって欲しいと思う次第で

す。 

 

□ 事務室の職員の対応が悪いよ

うに感じる。分煙するなら建物

を作るなど煙が漏れないよう

にしてほしい。ただ単に灰皿が

減っただけでは分煙とはいえ
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ないはずだ。５０ｃｃ以上の二

輪車を停めることのできる駐

車場をつくってほしい。他の大

学ではバイク通学が可能なの

に関学だけないというのはや

はりおかしい。近隣住民に迷惑

をかけたくないのであればな

おのこと作るべき。 

 

□ ２部の質問について、文末が否

定形だと答え方を間違えそう

になります。 授業について

（経済）、専門科目で、Ｘ科目

（１、２年次必修）で学んだ範

囲の復習が多すぎる。時間の無

駄です。 

 

□ 就職へのサポート、ゼミナール

活動については満足していま

す。また喫煙場所をしっかり明

確にしたことは、とても良かっ

たと思います。個人的かつ仕方

のないことかもしれませんが、

１つ不満を挙げるとするなら、

他大学に比べて、バイクでの通

学が厳しく制限されている事

です。 

 

女 

□ 学生課や学部事務室の人たち

は、どうしてあんなにえらそう

な態度で仕事をしているのか

わかりません。すごく冷たくて

誰も相談とかしにいこうとか

考えないと思います。給料はど

こからでているのか知りませ

んが、バイトですらあのような

態度をとれば怒られて、下手す

ればクビです。本当になんとか

してほしい。すごく不快な気分

になります。 

 

□ 「英語の関学」と世間ではよく

言われていますが、国際学部も

できたのに、期待はずれでした。

国際学部の友達も全員が留学

できると入試説明会で聞き希

望をもって入学したのに１年

間できるのは上位３０人とか。

いっそのことＥ大学のように

国際学部を「英語村」にして英

語しか話せない特区にしては

いかがですか。私はＦ高校出身

ですが、関関同立ではなく同立

関（大）関（学）で言われます。

悔しいです。Ｇ大学・Ｈ大学が

不便なキャンパスから京都市

内や茨木に移ってきたらます

ます優秀な学生はそちらに行

くと思います。「昔は関学もよ

かったのに」ということになら

ないようにもっと危機感をも

って下さい。宝塚のファミリー

ランド跡地を購入してＩ大学

の六甲アイランドグランドの

ような場所を作って下さい。 

 

□ 生徒数に対して食堂が小さす

ぎるので不便です。 

 

4 年生 

 

男 

□ 関学は、間違いなく、僕の居場

所です。家で家族と一緒にいた

くないときは、関学に行けば落

ち着きます。 

 

□ 学校遠すぎです！下宿とかし

たかったなあ…。 

 

□ 事務員への不満を持つ学生が

非常に多い。 

 

□ キャンパスが狭い。それ以外に

はだいたい満足している 単

位取得が、容易すぎる科目が、

多すぎると感じる。経済学部に

所属しているが、他の学部、特

に、社会や人間福祉は教授の顔

を知らないまま、単位が、とれ

たという話も聞く。これが、大

学のレジャーランド化の温床

だ。関学ブランドの質、学生の

質を下げ、結果的に、関学の将

来のためには、ならないと思う。 

 

□ 授業がつまらなすぎる。先生の

しゃべりが下手すぎる。自分か

ら学ぶ姿勢さえあればいくら

でも伸びていける環境はある

と感じていますが、それをアピ

ールしていないし、サポートも

足りていない。授業料を払って

いる分の教育やサービスを受

けているとは思えない。もっと

学生目線に立って学内の改築

や制度配備等に取り組んでほ

しい。 
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□ 事務員の態度が横柄、適当であ

る事が多い。卒業単位を満たし

ているかの確認などを事務室

で行って欲しい。事務室は間違

っていた時に責任が取れない

ため確認はしないというが、そ

のせいで毎年何人が卒業し損

ねているのか。 

 

□ 楽しかったです。 

 

□ 私は経済学部ですが、学部職員

の態度が悪くて質問等を気軽

に出来ませんし、学部の事務室

にも入りたくありません。俗っ

ぽい言い方ではありますが、高

飛車です。周りでも同様の意見

はよく話題にのぼっておりま

すし、これを感じているのは私

だけでは無い筈です。彼等は何

故あのような態度をとるので

しょうか。改まる事があれば良

いのですが…。良く聞く意見と

しては「学部事務員はきっと学

生のことをなめているのだ。馬

鹿にしているのだ」というもの

で、この様な意見が出ている状

態がまず教育機関として改善

すべき点だと思います。 

 

女 

□ 履修登録する際に、シラバス上

で「○曜○限」にあるかをパソ

コンで見れるようにしてほし

い。いちいち紙の時間割で探す

のが本当に面倒です。あと、何

の科目が不開講になったかを

掲示してほしい。 

 

□ 第５別館の机の環境が悪いで

す。普通にノートをとっていて

もシャープペンシルがひっか

かりノートが破れたりするこ

とがよくあります。また雨の日

などはこのことがよく起こり

ます。この大学の他の施設にあ

まり不満はありませんが、第５

別館の不満は上記のことにつ

いてあります。 

 

□ 休講の授業の連絡をすぐ知れ

るようなものにして欲しい。連

絡が遅いことも多々あり、学校

に着いてから掲示板で知るこ

とも多い。休講であるならばす

ぐさま連絡がくるようにして

欲しい。 

 

□ 愛校心が強い。絆が。それは、

就活や、学校を離れて、強く感

じました。学内にいると、その

話はよく聞くけど実感があり

ませんでしたが、外に出るとと

ても実感しました。素敵な学校

です。入学できてよかったです。 

 

商学部 

1 年生 

 

男 

□ 必修単位が多すぎる 喫煙ス

ペースが多すぎる 教室が狭

い 

□ トイレだけはきれいにしてほ

しい 

 

□ 今年は、去年と比べて、商学部

の単位がとりにくくなってい

る気がする（例えば、簿記３級

で単位認定できない）のですが、

なぜですか？ 

 

□ 第一志望でも第二志望でもな

かったが、正直にここにきてよ

かった思っています。楽しく、

有意義に過ごせています。 

 

□ 休日の学校は正直きつい。 

 

□ 私語をする生徒への注意をも

っと厳しくしてもらいたい。パ

ワーポイントだけを使うよう

な授業はしてほしくない。 

 

女 

□ 授業中に生徒が理解している

かもっと確認しながら授業を

進めていけばよいと思う。語学

の先生方は説明後に「質問ある

人」や、わからなかったり疑問

に思ったことにはメールで答

えて下さいます。少人数授業だ

からできることなのだと思い

ますが大教室での授業でも、も

う少し参加型、対話形式の授業

が増えればよいなと思います。

あと、関学に入学すれば、国際

交流が頻繁に出来ると思って

いたのですが、留学生と関わる

機会があまりなくて少し残念
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です。 

 

□ おつかれさまでした。 

 

□ 単位をとりやすい教授と、とり

にくい教授が明確な点は、どう

かと思う。 

 

□ 単位がとりやすい授業は多く

の学生が集中しやすく教室に

入りきらないということがよ

くある。また、多くの人は出席

するだけで後ろの席で話して

いることが多く、真面目に受け

たい人の迷惑になっていると

いうことがよくある。 

 

□ キャンパスは雰囲気があり、大

好きですが、女子トイレが洋式

でなく古い所が多いので、学祭

の時にも祖父母が来てくれた

為、不便ではないかと心配しま

した。今は、ウォシュレット付

きの大学が多いです。夏期、冬

期休暇中ｅｔｃに、リフォーム

して頂けたら嬉しいです。この

意見は大変多いので宜しくお

願いします。遅くなりましたが、

参考にと思い送付させて頂き

ます。 

 

2 年生 

 

男 

□ 成績調査の方法や基準など主

観的であいまいなので、しっか

りとした基準をもとに学生が

わかりやすいものにしてほし

い。 学食がとても混んでおり、

ゆっくりと食事できないので、

スペースを増やしてほしい。 

 

□ 入学した当初から思っていた

のですが、授業中の学生の話し

声がやかましすぎて困ってい

ます。一部の先生方は素晴らし

い環境をつくってくださるの

ですが、多くの先生方はあきら

めて放置です。授業料を払って

いる訳ですからきちんとした

環境で講義を受けさせて下さ

い。あと、休日、祝日の図書館

の開いている日が少ないです。

また、平日の開館時間も短いで

す。 

 

□ 夏、秋の学内（教室や図書館）

が暑くて集中できない。カリキ

ュラムに多くの疑問が多いの

に説明もなく不親切。（→学期

の始めに説明会を開くなどし

てもいいと思う。）事務員の対

応の態度があまり親切心を感

じない。 

 

女 

□ いかに大学生活を充実させる

かは、周りもそうだが、自分の

頑張りによる部分が大きいと

思う。 

 

□ 事務所の対応の悪さが凄く気

になる。学生相手だからって、

偉そうにしないで欲しい。特に

商学部の事務室の人達は、ひど

い。分からない事を聞きに行っ

てるんだからちゃんと教えて

欲しい。電話での対応も商学部

は悪かった。私が一年生の時か

ら感じていたことなので、新入

生とか大変だと思う。ちゃんと

しないと、学校の評判が落ちそ

う。あとは、もうひとつくらい

食堂つくってほしい。いつもお

昼休みはＭＡＭＡもＰＡＰＡ

もいっぱいで、食べる所少なく

て困っている。最近感じた事は

商学部の授業の秋学期のＸ科

目の最初の授業で、教科書買え

買えって、アナリスト協会の人

がすごく言って、参考図書もい

いみたいな感じで、すごく売り

たがってる感が不快で、友達数

人みんな引いてしまい、履習を

やめました。営利目的のようで、

頑張ってこの授業取りたい！

っていう気持ちにはなれませ

んでした。あと、エクテンの話

もしつこかったです。 

 

□ 商学部の生徒もゼミに皆が入

れるようにしたら良いと思い

ます。 

 

□ 商学部の授業はうるさいです。

大学入学して最も驚いたこと

です。 
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3 年生 

 

男 

□ 個人的で申し訳有りませんが、

新学生会館の事務室の職員の

対応がとても悪いです。分から

ないのに受付けをしていたり、

間違えたり。もう少し誠意を持

ってして頂きたいです。あとキ

ャリアガイダンスを講堂でし

ないでほしい狭いです。 

 

□ 授業中の私語が多すぎて、先生

の声が聞こえないことがよく

ある。学生の人数に対して食堂

が少ないし小さい。 

 

□ 授業中にしゃべる学生が多す

ぎて、本当に勉強したい人の邪

魔になっている。にも関わらず、

注意もせずだらだらと授業を

続ける教員が多いのにはあき

れる。大学がきちんと学べる環

境作りをしてくれることを強

く望む。今の状態ではとても他

の大学生や進学を考えている

高校生にすすめられない。 

 

□ すべての授業に出席点を設け

るべき。 

 

女 

□ 社会学部が新しく建てられて

いて驚いた。最近建てられた建

物はきれいで使いやすい。食堂

のクオリティが少し残念に思

う。 

 

□ 将来、仕事をする上で役に立つ

ような実務的な授業が少ない

ように思います。パワーポイン

トだけを見せて、字をたどって

いくような授業を行う教授を

よく見るので、学生をきちんと

勉学に向かわせるような授業

をして頂きたいです。一年次か

ら、より専門科目に触れさせる

機会をつくって欲しかったで

す。一般教養ばかりで、面白み

が無いと感じました。必修科目

のクラスはありますが、ホーム

ルームのクラスも作って欲し

いです。サークルに所属してい

ない学生は情報にふれる機会

が少ないと思うし、週に何回か

関わることのできる、信頼のお

ける教授とのふれ合いが一年

次からあっていいと思うので。

英語教育に関してですが、はじ

めからレベル分けをして、その

レベル別にみっちり教育をし

た方が良いと思います。 

 

□ お昼ごはんを食べられるスペ

ースが少ないです。食堂は１人

で入りにくいし、外のベンチも

雨だと使えないので、Ｇ号館に

あるラウンジみたいなものを

もっと作ってほしいです。 

 

□ 夏場は教室の冷房が効きすぎ

て過ごしづらいです。登校と下

校のピークの時間帯には、仁川

駅周辺にもガードマンをおい

た方が、ふみきり周辺の交通の

妨げを防ぐことができると思

います。（１限の時間だけでは

なく、２限登校の人もとても多

いので、混雑して車をせき止め

てしまっています。）長期休暇

中の、生協や食堂の営業日、時

間をわかりやすく知らせてほ

しいです。 

□ 意識の高い学生と低い学生の

差がはげしい。登下校において

人が何列にもなって広がるの

で危ない。事務室の職員の態度

は笑顔もないし、攻撃的な口調

のときがあり、疑問に思うこと

が時々ある。 

 

□ 私は現在商学部三回生で就職

活動を控えていますが、もっと

ＯＢ、ＯＧの方や、四回生とお

話できる機会があればと思い

ます。 

 

4 年生 

 

男 

□ もう少し学生目線で考えて欲

しいことがあります。事務の方

は高圧的で近寄りがたい人が

多いですし、図書館はルールや

指導が厳しすぎます。学生が主

体的に学習や課外活動ができ

る空間を提供して欲しいと思

います。Ｊ大学やＫ大学の図書

館が好例。  

 

□ 入試制度において直属の高等
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学校に居た者として、多くの推

薦枠を設けた事により、それに

特化した（スポーツ・小論文対

策など）生徒ばかり居る気がし

てなりません。自分も人の事を

とやかく言える程、学生の鑑で

はありませんが、近年、常識も

無い学生が多く居る気がしま

す。学力が全てではありません

がＬ高校の実質全員関学大推

薦は廃止でいいのではないで

しょうか？本当に入学したい

のなら高等部受験すればいい

だけの話なので。建学の精神学

力が伴って初めて推薦基準で

あると私は考えています。 

 

□ 気付けば四年生になっており

ました。本学で過ごした四年間

はとても楽しく貴重な時間で

した。 

 

□ 携帯の電波がつながりにくい

上、無線ＬＡＮの接続も悪い気

がする。商学部に在学している

が、商学部事務室の職員の方々

の対応に親切さを感じられな

い。もう少し学生の意見を聞い

て欲しいし、学生が安心できる

ように対応をして欲しい。 

 

□ 食堂をもう少し広くして欲し

かったです。 

 

□ 図書館を２４時間３６５日開

けてくれ。需要はあるぞ。商学

部の授業で１学期間に４単位

とれるものが、なくなったが、

どんな判断でそうなったのか

さっぱりわからない。不便であ

る。１学期間にまとめて受けた

いし、授業の個数（１学期間に

受講する）が減れば負担も小さ

い 食堂は広くするべきであ

る。シラバスの授業情報に、時

間割のどこにその授業が入っ

てるのか入れてくれると少し

便利だと思います。字が下手な

のは許しておくれ。遅れてすま

ない。一応まじめに書いたつも

りです。 

 

□ 学部によって差があると思う

が、単位計算が不安な時がある。

万が一、勘違いで単位不足等に

なったら卒業等の問題がある

ので、残り必要単位を知らせる

システムが欲しい 

 

女 

□ ４年間とても有意義にすごし

たと思います。ありがとうござ

います。 

 

□ スポーツ推薦の人と同じ英語

の授業をうけるのが辛かった。

スポーツ推薦の人と英語能力

が違いすぎて、私は授業がおも

しろくなかった。専門的なこと

を学びたいと思っている学生

が多い中、ゼミに入れない人が

いることはおかしいと思う。芝

生をきれいにしたり、創立記念

のカウントダウンボードをつ

くる前に、もっと学問的なとこ

ろにお金をかけてほしい。また、

困ったことがあって事務室を

おとずれているのに、高圧的な

態度をとられることがあり、腹

が立つ。 

 

□ 言語のみのクラスではなく、高

校のようにクラスがあればも

っと学生同士が親しくなれる

のではないかと思う。結局は個

人のコミュニケーション能力

によるものであるが、毎日いや

が応でも顔を合わせなければ

必要以上に仲良くならないの

が大学であると感じた。ただ、

それでも仲良くなれた友人が

いることはとても私の宝物で

ある。私は地方出身者で、セン

ター利用による入試（学術的

な）を受けて入ったが、指定校

や協定校推薦で入学してきた

人が多くいることに大変衝撃

をうけた。一重には言えないが、

レベルが違った。（悪い意味で）

正直不公平であると思った。で

も、様々な、個性豊かな人々と

出会えて、とても刺激をもらえ

た。自主的に何かしようとする

クリエイティブな学生が多く、

学ぶことは多かった。ただ！！

商学部の事務員の態度、冷たす

ぎ。高い給料もらってるんです

から、それなりの対応して下さ

い。 

 

□ 大きな教室での講義でも生徒
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に積極的に参加してもらえる

ような授業をすべきだと思い

ます。具体的には、学期末試験

で全てを計るのではなく、授業

中にディスカッションや学生

からの意見を問うなどし、理解

や考える力などを養えること

です。４年間の大学生活で後悔

していることは、友人が履修し

ている教科を自分も履修し、簡

単に単位を取ることができて

いたことです。卒業単位を取得

してからは知り合いを考える

ことなく自分のために学ぶこ

とができる教科を履習してい

ます。そしてまた全く知らなか

った授業やセミナー等を今に

なって見つけることが多く、も

う少し宣伝活動などをしてほ

しかったです。また国際学部以

外の学部（商学部でも）英語の

みでの講義→英語で学ぶビジ

ネスなどをしてほしいです。私

はもう履習できませんが、今後

のためになると思います。私は

関学が好きです。卒業しても関

学愛は消えません。関学から

“世界市民”がたくさんでるこ

とを楽しみにしています。 

 

□ 最近ではＴｗｉｔｔｅｒ等で

大学の最新情報（スポーツはも

ちろん、イベント、注意事項）

を誰でもすぐに確認すること

ができ、より便利になった。 

 

理工学部 

1 年生 

男 

□ １限の講義でも机が汚い。 

 

□ 教授の大半は、生徒に関心がな

いのではと思わせるくらい頼

りにならない。はっきり言って、

ごみばっか。 

 

□ 「図書館サービス」の「購入希

望制度」についてだが、これを

使うと図書館係員が購入希望

に来た者に対していろいろや

ーやー言って断わりそうな偏

見がある。つまり、簡単に図書

館は図書（その人の希望するも

の）を買ってくれないような気

がある。というか買ってくれな

いと肯定してもいい。もっとこ

の制度の気軽さを伝えるべき

である。神戸電鉄が、ウッディ

タウン中央前駅から学園前駅

（関学前駅）（仮称）まで延伸

するように、働きかけるべきで

ある。電車の方が大量輸送には

遥かに適している。連節バスを

数台作っても運転しにくいだ

けである。（大量輸送に適して

いるかといわれればそうだ

が。）そして、電車ならば「関

学前」という駅名が全国の時刻

表に載りアピールしやすい。知

名度を上げられる。だから、働

きかけるべきだ。（追伸：後、

バスは電車のように、例えば通

勤時を考えてみるとわかるが、

“満員バス”を考えてみると、

人が立つとき、“表裏一体”に

なれない。それはバスのシート

とシートの（前後ではなく席隣

に視点をおいて）かんかくがせ

まいからである。） 

 

女 

□ 三田駅からＫＳＣまでの特に

土日祝のバスの本数を増やし

て欲しいです。補講が土曜にあ

る時、一日に４本しかないので、

三田住みの下宿生はみんな困

ってます。でも、関学はすごく

良い大学だと思うので、入学し

てよかったです。  

 

□ クラブハウスのトイレの改修

をお願いします。「節電」は大

切な事ですが、授業を受ける環

境として、最低限の空調は、お

願いしたいです。授業に身が入

らなくなります。（暑すぎたり、

寒すぎたり…）三田図書館の蔵

書の数が少ないと感じます。レ

ポート前に借りたい本が集中

する。電子書籍化は可能でしょ

うか。友人の件ですが、三田行

のバスの本数が、少ないと感じ

ますが、改善は可能ですか？今

後の為にも、学生寮や下宿を、

大学の近くに作ることは、可能

でしょうか？ 
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2 年生 

 

男 

□ ５限に必修を入れるのはさけ

てほしい。 

□ シャトルバスが３００円かか

ることはどう考えてもおかし

い。他大学はほとんどが無料と

聞くし、決してバスの本数が多

いわけでもないのにお金をと

るのはどうかしている。考えな

おしてほしい 

 

□ 履修した科目については「単位

が取れればいい」、それが難し

ければ「諦めればいい」と学業

に対して向上心の欠片もない

学生が多過ぎると感じる。それ

だけならばまだしも彼らが講

義中に私語をすることによっ

て一生懸命、勉強している学生

を妨害しているのは納得いか

ない。更に彼らはそのことに関

して罪悪感がないと見える。こ

の講義中の秩序の乱れは、社会

性の欠如の表れ。“Ｍａｓｔｅ

ｒｙ ｆｏｒ Ｓｅｒｖｉｃ

ｅ”を謳うのならば、まず学校

内部からできないことには社

会に対してなど奉仕できよう

はずもない。このような状態に

あっては、私は、関学を誰かに

勧めようという気は全く起こ

らない。（少なくともＫＳＣに

は）講義内容はどれも興味深く

また教授も素晴しい方々であ

るとは感じる。しかし、これら

と学生の間の温度差があるの

は残念だと思っている。 

 

□ 更衣室のドライヤーが欲しい 

生協に漫画を売って欲しい 

基本的に楽しく学校生活を楽

しめてます！ 

 

□ 私は理工学部の者です。三田キ

ャンパスで主に活動していま

す。私は、サークルやクラブ、

イベント等すべてにおいて、三

田キャンパスは不足していま

す。しかし、上ヶ原キャンパス

は十分にあるので、三田キャン

パスの事をあまり考えていな

いようにしか思えません。三田

と上ヶ原は上ヶ原と聖和と違

い、近くないです。同じ大学で

すが、全く違う大学と考えても

いいくらい、上ヶ原とのコミュ

ニケーションを図りにくいで

す。だから、三田キャンパスは

三田キャンパスとしてより盛

り上げたいと私は思います。例

えば、サークルなんて上ヶ原に

は沢山あるかもしれないが、三

田は全然足りません。それで学

生が満足するかとか、以前の問

題です。もっと三田にも三田の

中での交流の場を広げていた

だきたいです。オリジナルイベ

ントなど。 

 

□ 図書館での勉強スペースをも

っと増やして欲しいです。テス

ト期間中に少数の物が置いて

あって、机が使えないことが多

いので、スペースを独専しない

ようにもっと注意してもらい

たいです。 

 

□ 三田、新三田以外のバスが少な

すぎる。専門科目と自由選択が

かぶりすぎ。全然受けたいよう

に講議が受けられない。シャト

ルバスでお金はとるべきでな

いと思います。本数も増やすべ

きです。ボランティアの紹介な

ど、学生団体の知れる機会があ

れば良いと思います。 

 

□ 上ケ原キャンパスばかりでな

く、三田キャンパスにも寮を作

って欲しい。 

 

女 

□ 神戸三田キャンパス、とても不

便です。もう少し近くに何か寄

り道する所が欲しいです。  

 

□ 理工学部という面で厳しいと

思うことが多い。（文系と比べ）

そして勉強をこんなにもやら

なければいけないんだと身に

しみた。 

 

3 年生 

 

男 

□ 授業が難しいです。普通に先生

の板書を写していても全く内

容がよく分かりません 
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□ 空調設備で節約されると授業

に集中できない。大学の電波が

悪く、必要な情報を教室内でス

マホで調べようとしても調べ

られない。パソコンでいちいち

調べないといけないのが憶却

である。 

 

□ 三田キャンパスについてです

が、教室の大きさや食堂の大き

さが、生徒の人数に対して小さ

すぎます。また図書館のスペー

スやパソコンの台数も足りて

いないので勉強できない時が

あります。また校舎についてで

すが通気性が悪くとても過ご

しにくいです。 

 

□ 〈授業について〉理工学部の講

義は担当する教授によって難

易度が変動しすぎだと感じま

す。また、質問しても面倒そう

に対応したり、生徒に理解させ

ようとする意志のまったく感

じられない授業を行う方もい

らっしゃいます。このような関

学の教授に対しての「教育」に

ついてのシステムの甘さが留

年率を引き上げているのでは

ないかと憤りを覚えます。また、

時間割の構築がなっていない

ため、４年になるまで授講でき

ない他学科の講義が存在しま

す。 〈教職について〉物理学

科在校ですが、数学教員の免許

を取得目指しています。しかし、

針の穴を通すような難しさに

私の回りの友人たちは次々と

教職をあきらめています。もう

少し現実的な構成にしてくだ

さい。 〈最後に〉もっと生徒

の意見をそちらから聞きにく

るくらいあってしかるべきで

は？こちらから意見しても通

らない今を良しとしないで欲

しい。 

 

□ 理工学部の教授方は、教師とい

うよりも研究者という面が強

く、近よりがたい。また、授業

アンケート等があまり反映さ

れていないような気がします。

反信が遅くなり、申し訳ありま

せん。本アンケートが学生生活

向上につながりますように。 

 

女 

□ 三田キャンパスの４号館は非

常にきれいで、勉強する意識を

より高めてくれていると思い

ます。きれいな分、学生たちも

よごさないように気をつかっ

ている点がすごく好きです。し

かし学祭やサークル活動をし

ている人がとても少なく、積極

性に欠けている学生（特に理工

学部）が多く、盛り上がりが少

ないのが悲しいです。 

 

4 年生 

 

男 

□ 学生のモラルの低下を感じる。

（盗難や設備の破壊、授業中の

態度など） 

 

□ 机がよごれていたり、イスがこ

われていたりしているから、な

おしてほしい。 大学へ行って、

思ったことは、大学へ行かなく

ても勉強はできるということ

でした。だから、関西学院大学

には、僕のような人が次に入学

したとき大学へ行ってよかっ

たと思うような大学をめざし

てほしいです。大学へ行って全

然勉強しない人に多く出会っ

たし、彼らにとっては、今のま

まで満足でしょうけど、そんな

ことをしていたらいけないと

思う。マスタリーフォーサービ

スをモットーにするのなら、本

当に社会のためになる大学に

なってほしい。そして、研究費

をつかいきらないといけない

というバカな考えはやめてほ

しい。学費をはらっているのが

バカらしくなる。そして、授業

料もアメリカみたいに、りしゅ

うした科目の数によって決め

られるようにしてほしい。その

せいで、多くの学生が、アルバ

イトにおわれるはめになって

いるし。大学がきらいになりま

した。一体スクールモットがど

こへ向かっているのか分かり

ません 

 

□ 食堂のメニューの量や値段を

良くしてほしいです。 

 



 25

□ 理工学部の事務の態度が悪い。

まず、営業時間が短い。まだ終

わる時間ではないのに、２分前

に必ずブラインドを下ろして

しまう。「事務の時計がそうな

ったから。」と子供のような言

い訳をして、相手にしてくれな

い。一方、昼休み後など事務の

時計が進んでいるらしいので

２分前に行くと閉まっている。

１分遅れくらいまでたいてい

開かない。こちらはレポートを

提出しないと単位がもらえな

い、時間がない、等の理由でと

ても困っている。次に、分から

ない事を聞いても教えてくれ

ない。たいていは「履習要項に

載っているので見て下さい。」

とか「掲示板に張ってあるので

読んで下さい。」だけで終わる。

こちらは見に行っても分から

ないので聞きに来ているのに、

何も分からないままで終わる。

最後に、受付態度が悪い。レポ

ート提出などで来ると、また余

計な仕事が増えるといった感

じで接して来る。少しは考えて

欲しい。また、これは知人の話

だが、院生は自動的に試験監督

に事務から振り分けられるら

しい。その際、例え、自分の出

ている講義、つまり、自分が受

けるテストの試験監督に、事務

からの通達で、ならなければな

らないらしい。その人が事務に

相談しに行くと「都合が悪いな

ら、貨
まま

わりの人を見付けてきて

ください。」だったそうだ。あ

まりにおかしい。（以上が僕（た

ち）の主張である。何も知らな

い人が読めば、ただの傲慢な学

生に見えるだろうが、実際の理

工学部の事務の大多数の人間

の乱暴な仕事ぶりに、とても目

をつぶっていられなくなった

ので、少しは改善を見たく、こ

こに書かせていただいた。） 

 

□ 学生の学力レベルに差があり

すぎる。意識の高い学生もいる

中、何しに来たのか分からない

学生が私の感じる処では（物理

学科内では）全体の２割強存在

する。仕分けるコースを作って

欲しい。 一部の授業で、教科

書をただ追うだけのものがあ

り、必要性を感じない。 単位

を取る事しか頭にない学生が

多い。だから、単位を取っても

全く理解できていない学生も

多い。結果、自分の身になって

いない。 

 

□ ゴミのポイ捨てが多い。 教室

の電気が付けっ放しなど、無駄

が多い。 歩きタバコなど、喫

煙者のマナーが悪い。構内全面

禁煙にしてほしい。 図書館

（ＫＳＣ）でのマナーが悪い。

また、率先して指導すべき立場

にある男性職員が、やたらと勤

務中におしゃべりをしている。

ちゃんと仕事して下さい。 誰

でも使用可能な貸しロッカー

を設置してほしい。 

 

□ 全体的に学生の意識は低い。単

位がとれればそれでいいとい

う人が多い。授業内容が、研究

内容に関連しない授業が多い。

そのくせ、必修科目だったり、

無駄。もっと授業の選択の幅が

広い方がいい。 

 

女 

□ 研究室に配属されてからは外

部との接触も少なく人生がお

もしろくなくなった。過去問を

持っていればテストは合格で

きるので、人脈が大切な時代に

なってしまったと思う。これら

の行動に意味があるのかは疑

問である。おもしろい（学生の

興味を引く）授業をする教授は

ほぼ皆無。残念だった。 

 

□ 理工学部人間システム工学科

の研究室（一部）は拘束時間が

おかしいと思う。「先輩方や先

生の時間帯に合わせろ。」と言

われており、研究室にいる時間

が１５時から２２時までいな

ければならない。私は、残りの

学生生活で社会人になるため

の準備期間だと思っている。研

究室の拘束時間に不満がある。 
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総合政策学部 

1 年生 

 

男 

□ 英語のｗｏｒｄ ｅｎｇｉｎ

ｅですがあれを使っていて単

語を覚えている実感がありま

せん。 

 

□ 三田キャンパスへのアクセス

が悪い。神姫バスのぼったくり

は止めてほしい。三田キャンパ

スは留学生が少ない。 

 

□ この大学に入ることができて

良かったです。 

 

女 

□ 総合政策学部にある基礎ゼミ

は、基礎ゼミを担当している教

授によって行うことがあまり

にも違いがありすぎます。力の

つくゼミ、全く役に立たないゼ

ミなど、自分の選べない１年生

のゼミのことだけに不安があ

ります。ある程度、しなければ

やらないことなどを大学の方

で決めていただきたいです。 

 

□ 関西学院大学に入学できて、本

当によかったです。入学してか

ら半年たつけれど、まだまだ毎

日新しい出会いと発見のくり

返しです！！４年間、サークル、

授業、バイトどれも充実させ、

後悔のない生活を送りたいで

す。 

 

□ 私は総合政策学部の者なので

すが、上ヶ原キャンパスへ向か

うシャトルバスの便数をもう

少し増やしていただきたいと

思います。そうすることで、他

学部の授業や課外活動への参

加もしやすくなるので良いと

思います。また、大学生活につ

いての説明や講議を神戸三田

キャンパスでももっと増やし

てほしいです。そうすることで、

もっと大学生活が有意義に過

ごせると思います。 

 

2 年生 

 

男 

□ 本校（三田キャンパス）で一番

改善してほしい点が、一番に図

書館のうるささです。私語が多

く集中できません。職員は注意

すらしないことが考えられま

せん。上ヶ原キャンパスの図書

館を利用した際に感じる、快適

さの違いから、三田キャンパス

に第二希望として来たことを

後悔することがあります。ぜひ

改善をお願いしたいです。 

 

□ 勤勉な学生に対するサポート

を大学側はよりアピールして

もいいと思う。 

 

□ この大学にこれて良かったで

す。 

 

女 

□ 憧れて入った大学だったが、授

業の質の低さ、教授の熱意が伝

わらない。同時に生徒の勉学に

対する姿勢の甘さが目につく。

多くの教授は、個人的な主観、

見解を述べてばかりで、客観性

に欠く。偏った内容が多く、聴

講していて嫌になる。高校の時

の方が生徒に興味を持たせる

ような気配りができていたと

感じる。もちろん生徒側にも問

題はあると思うが、他大学より

比較的高額な授業料を払って

いるのに、この教授の質はとて

も残念。切るべき教授は切る必

要があると考える。教授の質が

学生の質となり、それが関学の

質を指すのだから、これは深刻

な問題だと思う。また、事務室

（総政）の事務員の態度には甚

だ疑問を抱く。学生をサポート

しようという気持ちが見受け

られない。キャンパスは清潔に

保たれ、気持ちが良い。特に、

大教室の講義は、ぜひ見てほし

い。１０年前の過去問と今だに

試験問題が８割方同じ講義が

あるという実態も知っていて

ほしい。 

 

□ 総合政策学部は他の学部や大

学に比べて、比較的意識の高い

人たちが集まっていると思い

ます。授業でも積極的な発言を

求められることやプレゼンの
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機会が多いため、将来的に役立

ちそうだと感じています。ただ

他の学部にくらべて学費が高

い分、もうすこしバス代を安く

するとか駐車場代を安くする

とかしてほしいです。次々新し

い校舎や設備がされています

が、本当に必要なものか考えて

から建ててほしい。無駄にお金

を使っている感じがします。生

徒のニーズと離れている。 

 

□ 食堂やよく使う教室でソフト

バンクが圏外なので改善して

ほしい。 神姫バスの運賃を安

くしてほしい。 パソコンの数

をもっと増やしてほしい！！ 

学祭などもっと盛り上がって

ほしい。 意識が高く熱心な学

生が多くて嬉しい。 昼に食堂

が混雑するので、食べるスペー

スや食堂（メニューではなく

て）を増やしてほしい グラウ

ンドに照明があればいいと思

う。 体育を必修科目にしても

いいかもしれない 個人ロッ

カーがほしい。 

 

□ もっと、教授や先生は、学生を

巻き込むような人を採用して

ほしい。学生が受け身となる授

業でなく、自ら学べるようにも

っていけるような人。例えば、

ＣＩＥＣのＤ先生のような人。

そして、もっと教授と学生が表

面上でなく、コミットできる環

境にして欲しい。とにかく、優

劣な人材の教授をもっと採用

して欲しい。 

 

□ 他学部のことはあまり知らな

いですが、ＳＰＳは、意識の高

い学生は本当に意欲的でいろ

んな活動をされていて、セミナ

ーやイベントに伺ったら大体

総政の方はいてるぐらいすば

らしい学部だと思います。一方、

単位だけとれればいいと思っ

てるのではないかと思う学生

も多いと感じるので、本当に白

黒はっきりしている学部だと

思う。ＣＩＥＣのＥ先生のよう

な、Ｏｕｔｐｕｔさせまくる授

業がもっとほしいです。 

 

3 年生 

 

男 

□ 授業や生活を通して、提携校出

身の学生の質が特に低く感じ

られる。話を聞いていると、入

学資格を取得もしくは条件を

満たしていないのに入学して

いると自ら公言している学生

が多い。今後のキャリアを考え

ると、そのような学生と自分が

同じ関西学院大学出身の肩書

きになることに大きな不安と

不満がある。大学で学んだこと

が財産になるとは言え、肩書き

も一つの財になる社会におい

て、提携校から質の低い学生が

大勢入っているようでは、必死

で勉強して関西学院に入学し

た価値も薄れてしまう。ブラン

ド保持を考えるなら、きっちり

としてほしい。 

 

□ 特に総政では、教授陣の顔ぶれ

がすごくても、学生の質は落ち

てきているように感じます。偏

差値で見てもそうだし、ＥＣの

クラスの質が年々下がってき

ているのは、先生方も認めると

ころだと思います。 

 

女 

□ 快適な学生生活を送る為にも、

トイレ環境を良くしてもらい

たい。たびたび、つまることが

あり、使えなくトイレが多すぎ

る。よろしくお願いします。 

 

□ 大学内の設備・清潔さなど三田

キャンパスと上ケ原キャンパ

スでかなり差があるように感

じます。なので設問に答える際、

どちらを基準に考えればよい

かわからない 

 

□ 三田駅から関学三田キャンパ

スのバスの便の本数を増やし

てほしい。（特に１６：００以

降）特に５限後のバスは大変こ

み合っている。あとは理想であ

るが、校内に無料のＷｉ－Ｆｉ

（無線）ＬＡＮスポットがあれ

ば自宅からノートＰＣやｉｐ

ａｄを気軽に持って行き、イン

ターネットを利用できるので

校内で時間帯によってＰＣ利
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用がこんざつしていて利用出

来なかったということになら

ないで済む（特にテスト前）と

思う。 

 

4 年生 

 

男 

□ 総政事務の職員は傲慢さが目

立つ 総政で建築中の建物は

４回生にとって不便をしいら

れているにすぎない 

 

□ 関学に入って、人間的に成長で

きたと思います。 

 

女 

□ 関西学院大学は本当に良い大

学だと人に自信を持って言え

ます。しかし最近は推薦が多す

ぎるのか学生のレベルにばら

つきがあり全体的には下がり

つつあると思います。私の在籍

する総合政策学部は英語教育、

国際教育、プレゼンの機会等が

多くあり教授も学生も意識が

高く個性的で勉強量もかなり

多いのでこの学部に入って良

かったと心から思いますが、他

の文系学部では勉強量が少な

いところが多いようなのでこ

のまま関西学院のレベルが下

がってしまわないか心配です。

楽に入れて楽に単位がとれる

のではなくきちんと大学とし

ての学問ができるレベルであ

り続けてほしいと願います。 

 

□ ＥＣが楽しかったです。４回生

になっても取りたいくらいで

す。ＥＣをきっかけに友人がで

きることが多かったので、総政

で良かったと思いました。 

 

□ 大学事務室（総合政策学部）の

対応が悪い。学生団体に対して、

事務室側の配慮・気配り・対応

が不十分であると感じること

が多々ある。本来なら事務室と

学生は対等な関係にあるべき

なのに、何故か事務室側が上か

ら指示をし、こちらが申し出て

も対応してくれないことが思

い。他の学生も不満がたまって

いると思う。 

 

□ 事務室の職員の方は怖い方が

多いと思います。 

 

□ 関学での生活も残すところ５

ヵ月となりました。入学するま

では留学制度が整っていると

いう程度の情報しか知りませ

んでしたが、４年間の学生生活

を振り返った今、想像をはるか

に越える刺激的な出会いや自

己成長を促す経験ができまし

た。特にサークル活動は学生生

活を充実させる大きな要因と

なっていると思います。率直に

申しまして、授業や教授陣から

受ける刺激や新たな発見は比

較的に少なかったと感じます。

しかし、学生からの刺激は４年

経つ今でも日々実感します。自

己成長に意欲的な人、社会活動

に献身的な人、疑問を教授にぶ

つける探究心の強い人が総合

政策学部にはたくさんいます。

これはサークルに関わらず多

くのＳＰＳに言える最大の魅

力だと思っています。ですから、

一層私たち学生にアドバイス

を下さるような教授、支援して

下さる学校関係者の皆様がも

っと居て下さればと切実に思

います。卒業後も関学への関心

は絶えないでしょうし、ＳＰＳ

への期待も高まる一方です。素

敵な学部で学べることにとて

も感謝しています 

 

□ 私は三田キャンパスで学んで

います。多くの学生がシャトル

バスを利用して上ヶ原へ行っ

ているので、もう少し値段を下

げていただけると、両キャンパ

ス間の交流が活発になると思

います。時間帯も、５限後を増

やしてほしいです。 

 

□ 将来につながる資格がとれる

ようになればと思います 

 

□ 学生が自発的に何か（ボランテ

ィアやＮＰＯ活動、団体の立ち

上げなど）を行うことが多いと

感じるため、そういった雰囲気

が学内にある、関学の一人の学

生であることに誇りを持って

います。（誤字が多くて申し訳
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ありません） 

 

人間福祉学部 

1 年生 

 

男 

□ 授業の種類によってよく寝る

人やよくしゃべる人が多くい

て、聞きたくても聞けない、興

味の持てない授業があります。

私の考えで、教授全体での会議

があればよいと思います。その

理由は理想的な授業・講義する

にあたって、何が大切でどのよ

うに行っているかを議論し合

い、学生が集中して受けること

ができるような授業・講義にし

てもらいたいためです。学生の

態度も関係ありますが、それも

ふまえてよりよい授業・講義を

できるようにしてもらいたい

と私は願っています。 

 

女 

□ 専門科目の授業は、実学的なも

のが多く、とても満足していま

す。 他学部の人達と交流でき

る機会が、もっと多くなれば良

いと思います。 ポプラ（レス

トラン）は、両親にも好評です。

（サービス・味が良く、雰囲気

も良い） 

 

□ 勉学に真剣に励む学生と、授業

中私語ばかりして他の生徒の

邪魔をする学生の差が激しい

と思う。学校生活は充実してい

るし、設備も万全だと思う。も

っとこの学校の設備やシステ

ムを使いこなせるようにした

い。 

 

2 年生 

 

男 

□ 食堂の質が低すぎる 高い・ま

ずい・席が少ない 

 

女 

□ 旧、新学生会館をもっときれい

にしてほしい。特に旧学生会館

の部屋や、ママ上ホールの床が

はがれていたりするので、そう

いうところをきれいにすれば、

学生がもっと集まりやすい場

所になると思います。又、合同

部室での盗難、物の無断の使用

などの問題があり、学館に報告

しているのですがなかなか対

応していただけず困ってます。

出来るなら、各団体に一部屋ず

つ部室、あるいは倉庫があれば、

このような問題もなくなると

思います。ご検討していただけ

ないでしょうか。よろしくお願

いします。 

 

□ 上ヶ原キャンパスの入口付近

にある１２５周年のカウント

ダウンの電光掲示板が無駄だ

と思う。まだ７００日もあるし。

授業料の一部がそこに使われ

ていると思うと腹立たしい。冷

暖房も、一ヶ所で集中管理すべ

きでないと思う。期間が限られ

ているし、大教室は冷暖房使用

期間外でも異常な温度になっ

ていることがしばしばある。設

備費を払っているのだから、そ

のあたりはもっと臨機応変に

対応してほしい。学生課や事務

室の人の対応も悪い。相手をバ

カにしたような言い方や、ツン

とした態度もよくないと思う。 

 

3 年生 

 

男 

□ 私は地方から関学に来て、正直

一人暮らしまでして、高い金を

親に払ってもらってまで来る

必要はなかったと思います。周

りの友人と私のレベルが色々

違いすぎて嫌になります。プラ

イドが高い方が大いので、気を

つけた方がいいと思う。 

 

女 

□ 関学に入学できて本当に良か

ったと日々感じています。学生

生活も半分を過ぎましたが残

りの間で何ができるかを考え

取り組みたいと思っています。

また、これほどまでにスクール

モットーを常に意識できる大

学はなかなか存在しないと思

います。Ｍａｓｔｅｒｙ ｆｏ

ｒ Ｓｅｒｖｉｃｅという言

葉が迷った時の１つの道しる

べなので、今後もお世話になろ
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うと思います。 

 

□ 学内で喫煙可能であるという

ことが不快であり、風向きによ

っては教室内に匂いが入って

くるということが不満であり

ます。特にＧ号館のファミリー

マート横の喫煙所は人の通り

道であり、なぜあそこに作った

のかが分かりません。喫煙所を

なくすということが難しいの

なら、もっと人に迷惑にならな

い所に作り、それ以外の場所で

の喫煙は徹底的に取り締まっ

ていただきたいと思います。 

 

□ キリスト教の単位６単位を必

修にしているのは厳しいと思

いました。 

 

□ 部活動の試合などで欠席届を

出しても、受けとってもらえな

い先生が大変多いです。少しぐ

らいは考慮してもらえるよう

にしてもらいたい。よろしくお

願いします。 

 

4 年生 

 

男 

□ 新しい学部を作るのはよいが

制度やバックアップをもっと

しっかりして欲しい。てきとう

にあしらう職員が多すぎる。 

 

□ マナーやモラルに関して、意識

の低い学生が非常に多いと感

じています。特に何の所属もな

い一般学生に多いと私個人の

意見ですがそう感じられます。

（歩きタバコ・電車のマナー・

道端での座り込みｅｔｃ…）単

刀直入に申し上げると、取り締

まりや罰則を、強化してほしい

です。 

 

女 

□ 食堂を利用したいと思ってい

るが、食堂の収容可能人数に対

して学生が多すぎるため、結局

いつもコンビニ弁当になって

います。学部を増やすならそう

いった面も一緒に増やしても

らえると助かります。これまで

学内のあちこちでタバコを吸

っている人がいて困っていた

のですが、吸煙スペースを設置

してからは所定の場所以外で

吸っている人を見かけること

がなくなり快適に過ごせるよ

うになりました。 

 

□ ４年間、関西学院で学んできて、

非常に満足した充実した大学

生活を送れていることに誇り

を持っています。学生や、先生

によって、意識は様々ですが、

私の周りには志高い学生と、尊

敬する先生がたくさんいるの

で、私自身も学習意欲を高く持

ち、勉学・クラブ活動にはげむ

環境が整っていると感じます。

関西学院に来て良かったと心

から嬉しく、感謝の気持ちでい

っぱいです。 

 

□ （後輩のために）人間福祉学部

のカリキュラム、時間割作成

（授業時間の重複）をなんとか

してあげてほしいです。全ての

必修パターンでシュミレーシ

ョンしてみてください。枠組み

（専門必修等の）を少なくし融

通きくようにできたらいいと

思う。他学部のように。商学部

の授業を受けて、自分の学部の

貧弱さに気付きます。学問とし

てまだ未熟だからしょうがな

い面もありますが、もう少し地

に足のついた内容にしてほし

いです。大学外の大人から人福

への評判（あそこはめちゃくち

ゃ）を聞かされると、切ない気

持ちになります。大学の関西で

の地名度、評判は大変よく、驚

きました。このままいつか全国

区に知られる大学になってく

れれば嬉しいです。中芸、大好

きです。小さい親子連れが遊び

に来る光景は他大学にない良

さだと思います。維持費も大変

かと思いますが、末長い存続を

期待しています。Ｐ．Ｓ、もう

少し一般入試の比率を上げて

ほしい。偏差値と実際の中身の

ギャップが… 

 

□ 編入学をしたため、４年間この

大学にいる人々とは感覚が異

なると思いますが、独特な雰囲

気があるようには確かに感じ
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ます。そして学生同士の仲間意

識も高いと思います。 

 

教育学部 

1 年生 

 

女 

□ 聖和キャンパスには食堂と生

協が１つずつしかなくお昼時

間になると非常に混み合い食

べることが嫌になることがあ

ります。食堂、生協以外の飲食

系のお店があったら現状を改

めれると思うので１、２店舗建

てて頂きたいと思います。 

 

□ 大学に入学して、いちばん驚い

たことは一般入試で入った人

が思っていた以上に少ないこ

とです。私の高校の友達で関学

に入りたくて頑張って勉強し

たのにダメだった子も見てき

て、また教育学部の倍率がかな

り高いのをとても実感してい

たので、ＡＯやそのままあがっ

てくる人の多さにどうなのか

なと少し思います。正直、入学

前は関学のレベルについてい

けるかなとか不安な気持ちが

ありましたが、実際授業を受け

ていくうちに、そんな気持ちが

なくなっていきました。特に、

英語系の授業でとても感じる

のですが、授業内容的に、高校

のときに勉強した内容のほう

が難しく、やっている感があり

ました。もっと授業のレベルを

あげてもいいと思います。また

私の友達の友達でほとんど出

席カードを誰かに頼んで書い

てもらっている子や、テストで

カンニングをふつうにしてい

る子がいるらしく、私の友達が

不快に思っています。もう少し

出席のとり方や、テストを厳し

くすべきだと思います。 

 

□ 単位の制限の数が少ない。もっ

とたくさん勉強したい。 

 

2 年生 

 

男 

□ 事務室の対応が悪い 

 

□ 聖和キャンパスにも、上ヶ原キ

ャンパスのようにＡＴＭや写

真撮影機、コンビニ等を導入し

て欲しい。聖和キャンパスに通

う教育学部生が、もっと上ヶ原

キャンパスで行われている講

義を受講しやすいように、工夫

をして欲しい。テストのレベル

を少し上げる、単位の認定を少

し厳しくする等、学生の学力向

上につなげて欲しい。上ヶ原キ

ャンパスで行われているＴＯ

ＥＩＣ対策等の特別講座を聖

和キャンパスでもしてほしい。 

 

□ 聖和キャンパス内の施設が狭

い。（食堂・生協など） 学生

が授業中うるさい。教授も声を

かけるだけ。退室を求めたりし

ない。 

 

□ 聖和キャンパスの食堂、生協を

もう少し大きくしてほしい。２

つの施設が小さいため休み時

間中に買い物や飲食を終える

ことができず、授業に遅れてく

る生徒を多く見かける。またＡ

ＴＭの設置を希望する。 

 

女 

□ １限目前半と５限目に必須科

目の授業がある日があり、１限

目前半が終わってから５限目

の授業が始まるまで、時間の使

い方に困っていた学生が多く

いました。下宿している友達や

家が近い人は、家に一度帰り、

また大学に来たりしていまし

たが、それができない人は、特

にすることがなくても学内で

過ごしていました。空き時間が

少ない履習ができれば、より充

実した学生生活が過ごせるの

ではないかと思います。 

 

□ 非公認サークルの中から盛り

上がっているサークルを公認

サークルにしてほしい。 

 

3 年 

 

女 

□ クラブ・サークルに入らないと、

親しい友人をつくるのは難し

いと思います。お昼休みに学食
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や生協が混んでいて、３限に間

に合わなかったり昼食をとれ

ないときがあるので、混雑しな

いようにしてほしいです。 

 

□ 事務の人がみんな頼りなくて

横柄で怖くて嫌です。 

 

□ 西宮聖和キャンパスの生協、食

堂の大きさが学生の数に対応

できていないように思う。 

 

□ 聖和キャンパスの設備（生協の

広さ・開店時間（食堂も）など）

を改善してほしいです。 

 

4 年生 

 

男 

□ 事務室の態度が悪い。学生だか

らと言って上から見下した言

い方をされたことがある。 

 

女 

□ 事務の対応の悪さはどうにか

して欲しい 学校図書館司書

の講義は聖和キャンパスでも

して欲しい すごくアットホ

ームな聖和キャンパスで４年

間過ごせて本当によかった 

雰 囲 気 は と て も ｇ ｏ ｏ

ｄ！！！ テストのカンニン

グはもっとしっかりみつける

べきだと思う いっぱいして

るのに見てみぬふりはないと

思った ちゃんとやっている

子がアホらしい！！！ 

 

□ 聖和の食堂と生協は小さ過ぎ

る。学生が多過ぎて、いつも行

列ができている。増やすか、広

くするか改善が必要。事務室や

食堂、生協の業務時間が短い。

せめて授業中は開いておいて

ほしい。駐輪場が狭すぎて、い

つも自転車が溢れているので

広くしてほしい。学費以外でお

金のかかることが多い。実習費

やピアノ練習室、検便、卒業ア

ルバム等、全て学費でまかなっ

てほしい。授業に必要な教科書

等も学費から購入して提供し

てほしい。授業は一方的に教師

が話すことが多いが、学生の興

味のあることにも合わせて、楽

しく話してほしい。授業の進み

具合を覚えておらず、授業開始

後に学生に聞く教師もいる。授

業の準備をしっかりとしてい

ないのがよくわかる。スポーツ

の選択授業は抽選だが、当選し

ても一回も出席しない学生が

いる。落選した人の中で毎回出

席したかった人もいるだろう。

このシステムは見直されるべ

き。                                 

 

□ 教育学部は教育に関する機会

も多くあり、子育てセンターも

あるのはよいのですが、生協が

一つしかなく食堂もせまくす

こしきゅうくつなように感じ

ます。もうすこし、他学部とも

交流できるようにきやすいキ

ャンパスづくりとして、もうす

こしさかえるようにしてほし

いです。あと、ピアノ室は無料

にしてほしいです。 

 

□ レジュメ中心の授業が多いの

がおもしろくない。 

 

□ 教育学部の学費が高いことが

疑問です。また、教育学部事務

室の方たちの多くは、教育学部

のカリキュラムを理解してお

らず、履習の相談に行っても、

答えられない方がほとんどで

す。研修などがないのか、不信

感を抱いています。 

 

□ 私は聖和キャンパスに通う教

育学部１期生です。聖和キャン

パスは、まだまだ設備が整って

いないと思います。上ヶ原キャ

ンパスのように敷地が広くな

いので限界があると思います

が、学生は更なる環境向上を求

めていると思います。上ヶ原に

あって、聖和にない、という状

況に不満を持っています。教育

学部生は、他学部生より学費が

高いのにどうして、と誰もが思

っていると思います。もう卒業

なので、私は関係なくなります

が、改善を願います。 

 

□ 聖和キャンパスの食堂と生協

は人が多すぎて利用しにくく

なっているので増やしてほし

いです。もっと教識員と話す機
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会がほしいです。事務室の人が

もっと親身になって、学生の気

持ちを尊重して対応してほし

いです。多くの学生がよく対立

しているように感じます。教育

学部のカリキュラムがハード

すぎるように思います。（実習

が他大学に比べてかなり多い

こと。など）自然が多く、こじ

んまりしたキャンパスはのび

のびとゆっくり過ごせて良い

と思います。（聖和キャンパス） 

 

国際学部 

1 年生 

 

男 

□ 私は国際学部に所属していま

す。国際は意識が高い人が多く、

焦ることもありますが、そうい

う子達と切差拓磨して大学生

活を送れることにとても満足

しています。また、関学には、

さまざまな海外プログラムも

あり、ボランティアサークルが

多くあって、自分のやりたいこ

とがそろっている学校です。多

くの友人もでき、本当に大学生

活充実していて、毎日が楽しく

て、そしてなにより毎日、自分

が成長しているのを感じます。

この大学を選んでよかったな

とつくづく実感する今日この

頃です。 

 

□ 留学のことや授業。課題のこと

などで時間をとられるので、ク

ラブ活動もあまり余裕をもっ

てできないです。選択の機会が

多く与えられた分、自分はいっ

たい何をすればいいのか不明

確になって、きちんとした計画

が立てられずに、無理なことば

かり時間を使っているのでは

ないかという気さえしたこと

があります。 

 

女 

□ 日本の学校に進学するのは、小

学校以来７～８年ぶりになり

ます。海外を経験しているから

といって上から目線でものを

言える程でもないのですが、日

本の学生の積極性や意識、向上

心が低いな、と感じずにはいら

れません。基礎ゼミでグループ

プレゼンテーションをした際

同じグループになった子が今

の時事について（特にＦＴＡ、

ＴＰＰについて）全く分からな

いと言われた時は本当にいら

だちを感じました。 

 

□ 後ろの方の席に座っている学

生の話し声が、授業を邪魔して

いると思います。歩きたばこ

（学外の道）や、喫煙スペース

からのたばこの煙は、とても気

分が悪いです。 

 

□ 図書館にお菓子や料理の本な

ど、もっと色々なジャンルの本

をラウンジなどにおいてほし

い。 

 

□ 国際学部の英語で開講されて

いる少人数授業と、他学部の授

業は全く違うと思います。 国

際学部の少人数授業を受講で

きて、本当に幸せです。 

 

2 年生 

 

女 

□ 関西学院大学に来れて、本当に

良かったです。 

 

□ 外国人のための奨学金制度が

もっと増えたらと思う。 

 

3 年生 

 

男 

□ 私が、本関西学院大学に入学し、

感じた事は、学生の白黒が激し

いという事でした。どういう意

味かというと、本当に日頃から

目標を持ち、自学自習したり、

積極的に自己研鑚に励む学生

がいれば、その反面本当に怠惰

な学生がいたりと中間層的な

レベルの学生が少ないように

感じます（特に国際学部では）

しかし、そうはいっても恵まれ

た素晴らしい大学には変わり

なく、とても有意義に学生生活

を過ごさせていただいていま

す。今後も本大学を代表する学

生になるために学業に励みた

いと思います。御精読有り難う
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ございました。 

 

□ 学費が高いだけあり、素晴らし

い設備と優秀な教授で学ぶこ

とができていると思う。 

 

女 

□ それぞれの授業のために準備

してきて下さる先生方のおか

げで、とても充実した授業を受

けていることを実感していま

す。授業内容は良いのですが、

言語科目以外のクラスでの遅

刻者への対応が気になります。

２０分以上遅刻してくる人も

いれば１時間以上遅刻しても

出席と認められる授業がある

のは先生に対しても失礼だと

思います。また始めから授業を

受けている学生にとっては、そ

の度に授業が止まることもあ

りとても迷惑です。特に他大学

の先生や外部の方を招いての

授業に遅刻するのはとても失

礼だと思います。このような遅

刻者に対する対応以外は素晴

らしい授業であると思います。 

 

□ 春休み、夏休みなどの長期休暇

中に募集が始まり、終わってし

まうような奨学金、奨励金に関

して学校のサイトに載せるだ

けでなく、メールなどの連絡が

ほしい。 

 

□ 家が学校から遠い中毎日毎日

通学しているので、バスを無料

にしてくれたらいいなと思い

ます。大学は学生の欲求とは別

の所でいつもお金を使ってい

るイメージがあります。しかし、

大学での生活は私にとってと

ても価値のあるものです。私は

関学が好きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


