
区分 記      述 所属学部 回    答

授業において、ハイブリッド化（オンラインでも対面でも同

じ時間に授業内容を受けられる）ようにしてほしい。
教育学部

受講者数が感染症予防のための教室定員を超える授業について

は、対面とオンラインを併用して実施するものもありますが、原

則対面としています。

遠隔での授業を増やしてほしい。 教育学部

遠隔で実施可能な講義（講義室で行う座学等）は、コロナウ

イルスの感染拡大に関係なく、遠隔で行って欲しいです。

（通学にかかる時間を他のことに有効活用するため）

法学部

基本遠隔講義にして欲しい。

感染リスクに見合うほど対面の恩恵を感じない。
経済学部

コロナ禍でオンライン講義は非常に便利だと感じたので、今

後も希望者のみオンラインでの受講可能などの対応を続けて

ほしい。

医学部医学科 今後の文部科学省の方針等を踏まえ、検討させていただきます。

オンライン授業を増やしてほしい(実習を除く。主に座学を

オンラインで行って欲しいということ)。

創造工学部

（工学部）

ご意見ありがとうございます。本学は通学制大学であるため対面

授業が基本となりますが、今回いただいたご意見は、今後の改善

に向けてのご意見とさせていただきます。

今回のオンライン型授業の展開は緊急避難的な意味合いが強いも

のです。座学型の授業においても、オンライン実施の方が対面実

施よりも優れているとは言えません。新型コロナウイルス感染症

が収束したのちは、十分な修学のため、できるだけ対面実施の授

業を確保し、オンライン実施の方が教育効果が高い、あるいは遠

隔キャンパス対策など、必要性が認められる場合にかぎり授業を

オンライン実施する方針を採っています。

大人数ではなく、少人数制でマスクなし、ソーシャルディス

タンス確保の授業があれば良いと思います。仕切りがあれば

顔を見て話せるからです。

法学部
ご意見をありがとうございます。少人数科目においても、感染防

止のためにマスクの着用をお願いしております。

コロナで精神的に不安定なことがあるために提出期限が遅れ

ても受理してほしい。
医学部医学科

医師の診断書等により、修学上の配慮が必要か検討させていただ

きたいと思いますので、医学部学務課教務係へご相談ください。

発達障害者や身体障害者等に対する合理的配慮についてもっ

と周知してほしい。また、どのような場合にどんな配慮をし

てくれるのかという具体例も示してほしい。(例：社会不安

障害により多くの人と同じ講義室でテストを受けると、過呼

吸気味になり苦しくなる。→別室受験可能など)

医学部医学科

ご意見ありがとうございます。障害のある学生に対する合理的配

慮については、入学手続きの際や入学式後のガイダンスでお知ら

せしておりますが、今後も周知に努めて参ります。また、本学Ｈ

Ｐのバリアフリー支援室のページには、一般的な支援の例を掲載

しています。

具体的な支援については、ご本人の障害の状況や希望を伺いなが

ら個別に検討していきますので、個々の具体例をお示しするのは

難しいですが、修学上で困りごとがある場合や配慮を希望する場

合にはバリアフリー支援室までご相談ください。

【参考】香川大学HP > 学部・大学院、施設 > バリアフリー支援

室

英語の学習の向上。
創造工学部

（工学部）

ご意見ありがとうございます。

今後の検討事項としたいと思います。

留学支援。
創造工学部

（工学部）

ご意見ありがとうございます。インターナショナルオフィスで

は、海外留学を目指す学生のために、海外留学相談窓口を設けて

います。また、創造工学部の学務係でも留学相談できますのでご

利用ください。

（10）大学の対応について（自由記述）
問５０ 今後大学に求める支援があれば記入してください。（任意）
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ご意見ありがとうございます。

今後の検討事項としたいと思います。
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もう少しサークル活動における対応を緩くしてほしい。 法学部

ご意見ありがとうございます。コロナの感染状況によっては、学

生の皆さんの安全確保のため、サークル活動を制限する場合があ

ります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

部活再開の基準を明確にしてほしい。再開許可がおりない理

由を教えてほしい。
医学部医学科

行政からの指導や規則に則る必要があるのは分かるが、ある

程度は規制を一定にしていて欲しい。活動時間の制限などの

規制が不安定なため、活動の予定が立てづらくなっている。

医学部医学科

ワクチン接種済みの医学科5年生のサークル活動解禁。 医学部医学科

今後の新型コロナウイルスの感染状況に応じて、附属病院等、関

係部署と協議していく予定ですので、しばらくは現状維持となり

ますが、ご理解ください。

私は教育学部に所属しており、現在教員採用試験にむけて勉

強しています。香川大学は香川県岡山県を受験する人以外へ

の対策が、あまり充実しておらず、他県を受験する人にとっ

てはとても厳しいと思います。

教育学部
他県の教員採用試験においてもそれぞれ担当の先生がいますの

で、就職担当の先生へ確認してください。

教育学部での就職活動についてのセミナーや情報源をもっと

増やして欲しい。

教員志望以外の人をないがしろにしすぎている気がします。

教育学部

教育学部内に就職資料室を用意しています。また、全学との連携

で就職ガイダンス等も実施していますので参加してください。

キャリア支援センターでは、全学部の方を対象とした就職ガイダ

ンスを実施しています。キャリア支援センターホームページや

メール、オープンチャット等で情報を発信していますので、活用

してください。

教育学部で就職活動をする人たちのためにもっと情報を提供

してほしい。
教育学部

教育学部内に就職資料室を用意しています。また、全学との連携

で就職ガイダンス等も実施していますので参加してください。

キャリア支援センターでは各種ガイダンスやキャリアコンサルタ

ントによる就職相談を実施しています。就職相談では、面接練習

やエントリーシートの添削もできます。教員を希望する学生のみ

なさんもキャリア支援センターを活用してください。

豊富な情報の提供です。私は教育学部に所属していますが、

就職活動をする際、情報の収集に困りました。学部によって

優先される情報はあると思いますが、どの学部に所属してい

ても、多様な職業選択ができるよう情報提供がさらに充実す

るとありがたいと思いました。

教育学部

教育学部内に就職資料室を用意しています。また、全学との連携

で就職ガイダンス等も実施していますので参加してください。

ガイダンスや就職相談の実施、キャリア支援センターホームペー

ジやオープンチャット等でガイダンスやインターンシップなどの

情報を発信しています。キャリア支援センターや就職相談は学部

を問わず利用できます。

医学部に就職支援をしてくれる場所を作って欲しい。友人の

通う国立大学には病院の採用試験の過去問等が置いてあった

り、就活について相談できる所があると聞いたため、本校に

もあればいいなと思った。

医学部看護学科

・臨床心理学科

学務課窓口に就職関係資料を設置していますのでご活用くださ

い。病院の採用試験問題については、受験者に提供いただければ,

こちらで保存・閲覧することもできますので、皆さんのご協力を

お願いします。

もっと就職活動の進め方を目安的な日程など詳しく教えて欲

しい。

創造工学部

（工学部）

就職活動の進め方については、前期・後期の最初に行われるガイ

ダンスでお知らせしています。また、キャリアコンサルタントに

よる就職相談で、就職活動の進め方を詳しく相談することができ

ます。

⾧期インターンシップの充実。 法学部
1日や5日などの短中期間のものに加えて、⾧期のインターンシッ

プについても積極的に周知するように努めます。

インターン先の増加。 経済学部

単位認定型のインターンシップについては、毎年新規企業に受入

依頼を出しています。それ以外のインターンシップ先について

は、令和４年４月以降に新システムを用いて掲載予定です。新シ

ステムを用いることで、今以上に多くの企業のインターンシップ

を簡単に検索することができます。
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ご意見ありがとうございます。いただいたご意見を今後のサーク

ル活動の方針決定の際に参考にさせていただきます。また、医学

部については、学部の特性に応じた取扱いとなることもあります

ので、ご理解ください。
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オンライン授業を大学で受けざるを得ない場合がよくある

が、学内でも場所によってWi-Fiが弱く、困る時があるので

ルーターを増やすなどの対策をお願いしたい。

教育学部

Wi-Fiのつながりがよいところと悪いところの差が大きい。

私は、8号館の研究室で勉強することが多いが、ドアを閉め

るとほとんど繋がらなくなってしまう。今後も、オンライン

での授業をしていくのであれば、Wi-Fi環境を充実してほし

い。

教育学部

図書館のセキュリティを弱めてほしい。電子の学生証でも入

れるようにしてほしい。
経済学部

図書館では、入館者を認証することで利用者の安全を諮っていま

す。ご理解の程をよろしくお願いいたします。

現在の入館システムは、IC及び磁気カードのみの対応となってい

ます。

電子への対応については、経費も必要となることから、現時点で

は難しい状況です。

ネット環境をもっと広くとって欲しいのと安定性が欲しい。
創造工学部

（工学部）

それぞれの学部にトレーニングジムを作って欲しい、本学に

しかないのでできない。

創造工学部

（工学部）

エアコンをしっかりと機能させてほしい。感染症対策のため

授業中も換気するのは十分分かるが、クーラーの意味がない

ほど暑く、熱中症に何度もなった。エアコン代金も節約しな

くてはならず、満足な温度に設定することが困難なのであれ

ば、様々なリスクを背負って対面授業を行うのではなく、オ

ンライン授業を推進してほしいと個人的に感じている。

創造工学部

（工学部）

大学に生徒が使う車の駐車場を置いてほしい。家から大学ま

で自転車で30分以上かかるが、雨の場合、周りにバスも電車

もないためどうすることもできない。

法学部

ご意見ありがとうございます。幸町キャンパスの駐車場について

は、現状スペースが少ないため、職員についても入構に制限があ

る状況です。ご不便をおかけしますが、公共交通機関や近隣の駐

車場等の利用をご検討ください。

本学への自動車でのアクセスがしやすくなってほしい。駐車

場を作るとかでなくても、周辺の駐車場の割引など。
医学部医学科

周辺の駐車場の割引などは、予算の都合上、困難かと思われま

す。無料のキャンパス間シャトルバス（全学共通科目受講者対

象）等をご利用ください。

給付金。
創造工学部

（工学部）

「給付金の充実を」という趣旨の記述と考えて回答します。「高

等教育の修学支援新制度」等により、大学生への経済的支援は従

来よりも充実してきています。また、新型コロナ禍に対応した各

種支援制度もあります。大学からも随時情報提供を行っておりま

すので、皆さんも積極的に情報を収集して、制度を活用してくだ

さい。

早い者勝ちの食料支援ではなく、金銭的に補助してほしい。 経済学部

ご意見ありがとうございます。食料支援は、地域の方々からのご

厚意により、ありがたく頂戴しているものです。その性質上、日

持ちのしないものもあることから、いわゆる「早い者勝ち」の状

態が一定程度生まれることは、やむをえないものとお考えくださ

い。

金銭的な援助をもっとしっかりしてほしい。

卒業できるかが本当に不安である。
教育学部

支援金などの金銭面での援助をお願いします。 教育学部

金銭的な支援があったら良いと思う。 教育学部

全学生に給付金を支援して欲しい。 経済学部

ご意見ありがとうございます。財源に限りがありますので、仮に

全学生に支援すると、１人あたりの金額が極めて少額となってし

まいます。ご理解ください。
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貴重なご意見ありがとうございました。今回いただいたご意見

は、今後の改善に向けてのご意見とさせていただきます。

ご意見ありがとうございます。今回いただいた意見は該当する部

署に通知するとともに検証し、今後の改善に向けての資料とさせ

ていただきます。

ご意見ありがとうございます。「高等教育の修学支援新制度」等

により、大学生への経済的支援は従来よりも充実してきていま

す。また、新型コロナ禍に対応した各種支援制度もあります。大

学からも随時情報提供を行っておりますので、皆さんも積極的に

情報を収集して、制度を活用してください。
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親の収入が子供の金銭面に直結しないため、支援金の応募条

件に親の収入が入っていない支援金制度が欲しい。

創造工学部

（工学部）

ご意見ありがとうございます。そのような給付金制度も必要であ

ろうと思います。各種団体が設定する奨学金制度にはそのような

ものも散見され、大学に案内があった際には本学HPにも掲載して

いますので、積極的に情報を集めてみてください。

支援金は世帯収入に関係なく一律に行って欲しい。 医学部医学科

ご意見ありがとうございます。財源に限りがありますので、仮に

一律に行うとすると、１人あたりの金額が極めて少額となってし

まいます。現状では、どうしても経済的困窮度を重視せざるをえ

ませんので、ご理解ください。

実家暮らしの方や通学費用が高い人に向けた支援(主要駅か

らバスを出すなど)があればいいと思います。
法学部

ご意見ありがとうございます。主要駅からのバス等については、

大学予算の関係から充分な便数の確保が難しいことが予想され、

現状では、既存の各種公共交通機関の方が、利便性に優れるもの

と思います。

給付金は希望者ではなく全体に配布するものとしていただき

たいです。

嘘の申告などでもらってる人がいたり、正しく書いた人がも

らえなかったりして、不当に感じましたし、その点に関して

問い合わせた際の学生係の対応も不十分だったと感じまし

た。

医学部看護学科

・臨床心理学科

ご意見ありがとうございます。給付のスピードを重視する観点か

ら自己申告を基礎とした取扱いとなったものですが、制度の趣旨

を理解されない虚偽の申告があったとすれば、残念に思います。

ただし、事務局においても、明らかに虚偽であると考えられるも

のは対象外としております。また、財源に限りがありますので、

仮に全体に配布するとなると、１人あたりの金額が極めて少額と

なってしまいますことをご理解ください。

生活必需品の給付等。 法学部

ご意見ありがとうございます。現在は食糧支援が中心ですが、た

とえば男女共同参画推進室では生理用品の無償配布なども行って

おりました。大学からも随時情報提供を行っておりますので、皆

さんも積極的に情報を収集してください。

奨学金の加入を簡単に行えるようにしてほしい。
創造工学部

（工学部）

奨学金の加入をやりやすくして欲しい。
創造工学部

（工学部）

成績がいい生徒の授業料を全額免除欲してほしい。家庭の事

情で全額免除されてる成績の悪い子が遊んでいるのに対し

て、いつも半額免除なのは納得いきません。また、収入は規

定以上でも財産が少ない家庭があります。財産も審査のうち

にいれてほしいです。

創造工学部

（工学部）

授業料免除の選考について、大学独自制度は家計基準及び学力基

準により判定しております。限られた予算の範囲で授業料免除を

行いますので、基準を満たしていても予算の都合により不許可に

なる場合もあります。高等教育修学支援新制度については、毎年

「収入・資産による適格認定」及び年度末に「学業成績による適

格認定」を実施しております。日本学生支援機構により認定され

た支援区分に応じて授業料が減免されますので、認定結果に関す

る事項は日本学生支援機構にお問い合わせください。

去年は時期によって学校内の立ち入り禁止や実習の取りやめ

があり、明らかに学校の利用回数が激減したのに、学費が例

年通りなのが納得できない。

医学部医学科

文部科学省からの通知に従い、感染症の中にあっても、学生の皆

さんが安心し、納得する形で学生生活がを送ることができるよ

う、教職員の労力と資金を投じて、十分な感染対策を講じた上で

の面接授業の実施や学内施設の利用機会の確保に取り組んでいま

す。

食堂のメニューの根本的な値下げを考えていただきたい。な

ぜかというと学生が食堂を使用すればするほど逆に外食しな

くなり、感染リスクの増加につながらなくなるからである。

創造工学部

（工学部）
値段については適正な価格で提供しております。

教科書代の立替があれば嬉しいです。アルバイトのお給料日

や、奨学金の振り込み日が教科書代が必要となる日に間に合

わなくていつも教科書買うのが遅れてしまいます。

法学部
申し訳ありません。いまのところ貸金サービスを実施する予定は

ありません。

県の新型コロナウイルスワクチン接種で部活の会場が使えな

くなっている現状があるのでしっかりと金銭的な補助を継続

していって欲しい。

創造工学部

（工学部）

香川県のコロナワクチン集団接種会場として、本学の課外活動施

設が利用できなかった期間については、学外施設利用費や学外施

設利用に伴う移動費等の一部を補助いたしました。ご協力ありが

とうございました。

貴重なご意見ありがとうございます。日本学生支援機構が定める

手続きなど、大学限りで変更できないこともありますが、今後の

奨学金の申請受付方法について検討したいと思います。

もし申請手続きでご不明な点がありましたら、お気軽に学生生活

支援グループ奨学金担当までお尋ねください。

 

経

済

支

援

に

関

す

る

記

述

-63-



区分 記      述 所属学部 回    答

野菜の支援ありがたいです。ありがとうございます。 教育学部

食料の配布はありがたいので、こういうイベントが増えると

嬉しい。

創造工学部

（工学部）

食料配給助かっています。
創造工学部

（工学部）

100円弁当はすごくありがたいです。

また、時々本学で無償で提供されている野菜もすごくありが

たいです。上記のようなコロナ禍によって困った学生への金

銭面での支援はこのまま続けていただきたいと思っていま

す。

医学部看護学科

・臨床心理学科

ご意見ありがとうございます。ワンコイン（100円）の学生応援

弁当は、経済的に困窮している学生への支援として、独立行政法

人日本学生支援機構・香川大学校友会・香川大学生活協同組合の

協力のもと、実施しました。

また、多くのフードバンク団体や地域の皆様から、数多くの食糧

支援をいただいておりますとともに、多くの団体・企業、卒業

生、教職員、地域の皆様から金銭でのご寄付もいただいておりま

す。そういった多くの方の善意のもとに、皆さんに支援が届いて

おります。そのような背景に感謝し、これからも頑張ってくださ

い。今後も学生への支援は、継続して実施できるように考えてお

ります。

現在行われている100円弁当の企画を今後も継続、頻度の増

加をして欲しい。

創造工学部

（工学部）

100円弁当をこれからも続けてほしい。 経済学部

100円弁当続けて欲しい。 経済学部

100円弁当を継続してほしい。
創造工学部

（工学部）

コロナの影響でアルバイトをしていないため食費を削ること

で節約をして生活しているのでもう少しご飯を食べられたら

嬉しいです。

医学部看護学科

・臨床心理学科

食事に対する支援を充実させて欲しいです。
医学部看護学科

・臨床心理学科

学務からのコロナに関する連絡が遅い。

実習や⾧期休みの県外移動に関して、連絡が遅すぎる。
医学部医学科

大学の危機対策本部会議で決定した後、対応方針を学部を通じて

通知しています。また、併せてHP上でも周知しています。

本学の学務の人の対応をもっとしっかり教育したほうがいい

と思います。これを見ているのも学務の人かもしれません

が、改善されることを祈っています。

農学部

貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善に向けての 貴重

な資料とさせていただき、皆さんの立場に立った対応ができるよ

う、努めてまいります。必要に応じて、具体的な事例等を、なん

でも相談室やハラスメント相談員等に相談してください。大学

ホームページにも掲載しています。

大学がどのような方針で、感染対策や今後の対応を行ってい

くのか、明確に早急に明示していただけると、ありがたいで

す。

法学部

香川大学では、原則として国及び県の指針に則った対応策を、今

後も実施予定です。大学で決定した対応策については、早急に学

内へ周知するようにいたします。

農学部で収穫した売り物にするつもりの野菜を本学以外の

キャンパスでも売ってほしい。
医学部医学科

農学部や創造工学部の他、医学部キャンパスの売店でも農場の物

を売っておりますので、是非ご利用ください。

学食がレパートリー少なく、値段も高く、栄養バランスもそ

んなに良くないため、全く食べる気にならない。

コンビニも生協ではなく、民間のコンビニを入れて、品揃え

をよくして欲しい。

医学部医学科 ご期待に沿えず申し訳ございません。

それとは少し違うのですが、アンケートのアルバイトに関す

る質問に「アルバイトをしていない」の選択肢があったりな

かったりするのでアルバイトに関する全ての質問に「アルバ

イトをしていない」という選択肢をつけて欲しい。

経済学部
貴重なご意見ありがとうございます。次回の調査実施の際は、設

問の構成を再検討するようにいたします。

友人を作る機会が欲しい。 経済学部

経済学部では、コロナ禍でも学生同士の横の繋がりが持てるよう

に、できる限り対面授業や対面ゼミの機会を作ってきました。し

かしながら、それはまだまだコロナ禍前の状況には及んでいない

と思います。今後も工夫をしていきます。

自由にしてほしい。
創造工学部

（工学部）
ご意見いただきましたが、記述の意図が理解できませんでした。

ご意見ありがとうございます。令和3年度には6月から12月にかけ

てワンコイン（100円）の学生応援弁当の実施や、随時食糧支援

を行っておりました。今後の参考にさせていただきます。
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ご意見ありがとうございます。多くのフードバンク団体や地域の

皆様から、香川大学生のためにと数多くの食糧支援をいただいて

おります。食糧を手に取られた方は、是非香川大学生に向けられ

た善意と期待を感じ取ってみてください。今後も食糧支援は、各

団体様と連携して継続できるように考えております。そのような

背景に感謝し、これからも頑張ってください。

ご意見ありがとうございます。ワンコイン（100円）の学生応援

弁当は、経済的に困窮している学生への支援として、独立行政法

人日本学生支援機構・香川大学校友会・香川大学生活協同組合の

協力のもと、実施しました。
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