
区分 記　　　　　　述 所属学部 回　　　　答

成績をもっと早く出してほしいです。

教育学部
法学部

経済学部
医学部看護学科

（全学共通科目）
全学共通教育科目の成績については、各
学部の公表時期までに間に合うように発
表しています。具体的な公表時期の見直
し等の希望があれば、各学部の窓口にお
問い合わせください。

（法学部）
履修登録期間が早まったのに合わせて以
前より早くしています。

履修登録期間を戻してほしい
法学部

経済学部
農学部

履修登録期間については、文科省から、
授業を必ず15回（クォーター制は7.5回）開
講するようにと強く指導を受けています。
ですので、従来のように、2週間のおため
し受講を行うためには、前期と後期で4週
間必要です。これは、夏休みをなくせばで
きないことではありませんが、それは難し
いと思います。

・シラバス通りに授業が進まないのをどうにかしてほしい。
・シラバスに記述されている方法での成績評価をしてくれないことがあり、シ
ラバスを遵守してほしいと思う。できないのであればシラバスに書かないで
ほしい。

法学部
工学部

シラバスは唯一、学生の皆さんと教員と
の契約書になります。ですので、万が一、
シラバスに書かれていることと実際の授
業内容とに齟齬がある場合には、担当教
員に説明を求めてください。

入院によって授業に出席できないときに大学にこないと単位が出ないと言
われた。病院に禁止されていて行けないのであって、行きたくなくて行って
いないのではないので、配慮してほしい。
また、入院で欠席をする際に各講義の先生には大学側が連絡してくれると
いう事を大学に直接確認したにもかかわらず、授業に行けるようになったと
きに行ったら欠席のことは何も聞いていないと言われ、先生方と口論のよう
になることがあった。そのへんの対応がきちんと出来ていないことが不満で
あった。

教育学部

全学共通教育科目については、やむを得
ない場合の欠席についての取扱いルー
ルがありますので、それに従い対応に当
たっています。個別の事例についてはどう
ぞ窓口までお問い合わせください。尚、出
席することが必須条件である実験実習で
全て休んだ場合や、自己責任による入院
等の場合、そもそも配慮の対象にはなり
得ないのでご注意ください。とは言え、自
分で判断して諦めてしまわず、まずは窓
口にご相談頂ければと思います。

教育学部

本学ではいわゆる教養教育を全学共通
教育科目として提供しています。これらの
科目は、人類が培ってきた知識や技能の
体系を具現化したものであり、将来社会
を担う皆さんにとっては、その一端を血肉
として身につけることは大変重要なものと
考えます。ましてやご質問いただいた方
は教育学部の所属であるようですね。教
育学部の皆さんは将来児童生徒そして広
く社会の教育者となる訳ですので、現代
の諸学芸を学び自ら咀嚼し自らの言葉で
子ども達に伝えること、これは必要不可欠
でありそれができないならば教師として役
に立ちません。是非そういう意識を持って
学びに向かい合っていただきたいと強く願
います。
本格的な専門（教育）の勉強をしたいとの
ご希望があること、その意欲的なところを
大学としては大変嬉しく思います。尐しで
もその想いに応えられるよう、各学部それ
ぞれに、専門につながる学びの場を提供
しています。教育学部では、上述の内容と
も関係しますが、初学者の場合にはまず
広く学芸を身につけることが最も重要であ
ると考えます。また同時に教育現場を視
察したりする実習を同時並行的に行い、
教える立場での学びにも転換できるようカ
リキュラムを組んでいます。初年次から開
講される一つ一つの科目や授業そのもの
が、将来教壇に立つ時の支えになってい
くことは先輩教師の誰もが感じているとこ
ろです。焦らずにしっかり目の前にある課
題にチャレンジしていってください。

修
学
に
関
す
る
記
述

正直、全学共通科目の受講意義を感じません。
１年生から本格的な教育の勉強をしたいです。
実習も1日かけてやりたかったです。
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使わない教科書を強制購入にするのは理解できない。 教育学部

初等音楽教育法の夏季集中講義に関する連絡を早くして欲しい。

教育学部教員養成課程の研究室の配属を、１年生の前期のGPAで決める
のを無くしてほしいです。私は中学生の時からずっと英語の教員になりたい
と思い、自分なりに努力をしてきました。ですが、英語の研究室に入るか入
れないかをその教科の試験ではなく、GPAで決めてしまうとやはり尐し不公
平ではないかと思います。入学試験の時点で教科の割り振りをしたり、研究
室配属決めのための試験を別に行ったりするなど、他の方法を検討して頂
きたく思います。

英語の授業を１年生の前期からクラス分けしてほしいです。

学部、全学共通共に単位認定資格をもっと増やしてほしいです 法学部

（全学共通科目）
香川大学における学びは、香川大学にお
ける教育目標に応じたカリキュラムによる
ものでありますので、香川大学で開講さ
れた授業科目を履修して頂くのが基本で
す。一方でより広範囲な学びに対応する
ために、他大学での開講科目を履修する
ことを認めています。また、取得するに当
たって多くの知識や技能の獲得が必要な
資格を持つ場合には、その基礎となる部
分の知識技能は既に有していると判断し
単位認定する場合もあります。この基本
的な立場は、高等教育機関である限りど
こへ行っても変わりはありません。さて、
ご要望のことですが、上記の基本的な立
場を逸脱しない限り更に受け入れ認定す
ることも可能でしょう。どうぞ具体的に窓
口にご相談頂ければと思います。

（法学部）
平成２９年度から「簿記」を入れました。

クォーター制をやめてほしい
法学部

文科省から各大学に、クォーター制を含
む柔軟な学事暦を導入することが強く求
められました。ですので、全国の大学でも
同様にクォーター制が導入されています。
また、文科省に提出したミッションの再定
義において、香川大学は地方に根ざした
大学を目指すことを宣言しました。従いま
して、香川大学では、地域志向科目を開
講しなければなりません。これは、中国四
国地区の近隣の大学は全て同様の状況
です。専門科目だけを勉強することは容
易いことですが、それでは本学を卒業し、
他大学の学生さんと（就職活動などで）競
争をする際に、不利になると思います。
しっかりとした教養を身に付けてください。

授業の時間変更を30分前に連絡しないでほしい。 経済学部

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。

今年度から履修関係の制度が変更されたが、教員等もよく理解していない
ようで、説明が不鮮明に感じる。注意点などについてもう尐し詳しく伝えても
らいたい。

経済学部

平成29年度からクォーター制の導入と履
修登録期間の変更が始まりました。初年
度には、もしかすると不慣れな教員がい
たかもしれません。しかし平成30年度は
各学部とも、しっかりと理解した上で履修
指導を行うと聞いておりますので、どうか
ご安心ください。

教育学部

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。

修
学
に
関
す
る
記
述
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・医学部の学務が全学の学務からほぼ独立しているために不便を感じるこ
とが多い。
・医学部医学科のカリキュラムが学年によって偏りっており、特に2年生の負
担が極めて大きい。1年後期に専門医学(解剖学の座学など)の科目を始め
るなどしてほしい。
・医学部は全学に対して変則的な日程のカリキュラムが組まれている。ま
た、将来の職種もほぼ一定と言って構わないほどにまとまっている。このた
め医学部生は基本的に医学部に合わせて生活している。全学のクウォー
ター制だかなんだかというバカげた改革(笑)につき合わされて迷惑という声
を今年度入学してきた後輩からよく聞く。

医学部医学科

　２年次のカリキュラムを一部１年次に前
倒しすることは、２年次編入生がいるため
困難な科目が多いです。毎年ご説明して
いますが、編入学の時期については、平
成２７年度より、２年次１０月入学を２年次
４月入学に前倒しを行い、それに伴い２年
次のカリキュラムについても大幅に改善さ
れていますのでご理解ください。
　１年次後期、２年次前期に余裕があるの
であれば、早期医学実習Ⅰ及び早期医学
実習Ⅱを受講することにより、最新の医
学に接し、研究の面白さを体験していた
だくことを期待します。

二年生の後期のカリキュラムが、今の四年生のときから前期から始まるよう
に変わったのは、いいと思います。ただ、今も前も、留年を気にするがあま
り各科目の勉強への力の入れ方が隔たり過ぎて、進級に大きく影響しない
科目勉強する時間をあまりとれなくなるのは、その後臨床などの勉強をして
行く上で本末転倒なのではないかと思います。
臨床講義棟のトイレがきれいになったのがとても嬉しいです。

医学部医学科
医学生としての自覚を持った上で、計画
的に学習をしてください。

レジュメはできるだけカラーにして欲しい
特にユニットの講義はカラーかどうかで学生のモチベーションも変わると思
う。見やすいレジュメを用いて講義してもらった範囲の方が記憶に定着しや
すい。

一年時の本学の授業は質が低すぎて時間の無駄と思えるものがほとんど。
すべて医学部の授業にすれば、二年時はもう尐し楽だっただろう。主題の
授業だけでなく、英語もひどかった。バカにしているとしか思えないレベルの
低さ。
医学部での授業も、理不尽なものだったり、教員にやる気がなかったり、授
業後に自分たちで調べたら間違っていたり、将来の本校が不安になる。
また、学校に対する不満や授業の改善案は、毎年学生側から要望を出して
いるはずだが、改善しているように全く見えない。尐なくとも現時点では、友
達や後輩に本校への進学を勧めようとは微塵も思わない。

教員採用試験の直前に病院の統合実習があり、大変であるため、今後、養
護教諭選択の人のことも考えてカリキュラムを作ってほしいと思った。

医学部看護学科

機械を触る実験を、増やして欲しい。

テスト中に問題量多すぎて物理的に解くのが不可能と判断し、泣く泣く時間
かかるけど解ける問題をスルーしたこと。作った本人でさえ90分で解くの厳
しいんじゃないって思ったくらい。秀を取るのは大変だと痛感した。

大学院に行かなくとも公務員など安定した職に就職できるようにしてほし
い。単位を落とさないための、出席さえしていれば尐々の救済を全員の先
生がして下さるようにしてほしい。

工学部の実験の授業で，レポートの評価が教授の気分ではないかと心配で
す。

知プラを見ているときにいきなりモザイクが出たり、いきなり数秒～数十秒
動画が飛んだりして見にくい。

農学部

大学入門ゼミの価値なし 農学部

大学入門ゼミの目的の一つは、レポート
の書き方やプレゼンテーションの方法な
ど、大学での学びに必要な技法を習得す
ることにあります。以前行ったアンケート
によると、これらの技法の訓練について、
８割以上の学生が有意義と答えていま
す。ここで学んだことは、2回生、３回生、
そして4回生の課題研究の場で、きっと役
に立つはずです。いまはその価値に気づ
けないかもしれませんが、大学入門ゼミで
学んだ内容を忘れずにいれば、きっとそ
の「価値」に気づくときがくるはずです。

学生実験など、複数の教員が担当する場合、最後に行う授業評価アンケー
トが書きにくいです。

農学部

大学の講義では、どうしても複数の教員
が担当する授業があります。どうか遠慮
せずに、アンケートに学生さんのご意見を
お寄せください。

修
学
に
関
す
る
記
述

医学部医学科

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。

工学部
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クーラーを教授の体感温度で温度調節され、凍えるように授業を受けてい
ることがある。あそこまで体を冷やされると病気になると思います。

経済学部
医学部医学科

（全学共通科目）
エアコンの温度設定については、どうぞ講
義担当者に希望をお伝えください。全学
共通教育科目を主に開講している教育学
部キャンパスの教室については、一定時
間経過すると自動で予め全教室で指定し
ている温度に変更されますので、長時間
極端な低温または高温の状態になり続け
ることはありません。

（経済学部）
講義棟の改修工事の際にエアコン設備を
更新するため、今後は、教員の体感によ
らず、室内温度をより快適な状況に保て
ると考える。

講義室の冷暖房及び空調を授業が終わる度にきらないでほしいです。最近
は昼休みなど、とくに気温が上昇するのに講義室にいると屋内なのに暑くて
倒れそうです。

法学部
工学部

エアコンがきかないのがつらい
工学部
農学部

教育棟8号館のWi-Fiの行き届きが悪いので改善して欲しい。

教育学部の研究室によって、研究室の部屋や待遇の差が激しい。

教育学部のように、経済学部にもロッカーがほしいです。

部室が男女共同なので、男女別の更衣室がほしいです。現在はトイレで着
替えています。

自習ができるスペースがたくさんあるので、いつも活用させて頂いていま
す。

経済学部キャンパスの又信の庭の前にある「バイク進入禁止」の立て看板
とチェーンがあって通りにくいです。

24時間勉強するスペースがほしい。

５、６年の居場所が物理的にない。ポリクリ室はやく完成して。現在の待機
場所には外にぽつんとベンチがおかれてあるだけで扇風機のひとつもな
い。人権を無視している。劣悪な環境すぎる。
ope室の近くにも学生待機場所が必要。opeの途中に尐し休憩となったとき
でも、更衣室の地べたに座ること以外することがない。

医学部医学科
西病棟５階に医学実習中の学生が使用
できる自習室が整備されましたので、そち
らを利用ください。

医学部のサッカー等グラウンドに照明をつけてほしい 医学部医学科

看護棟を24時まで開けておいてほしい。

幸町キャンパスに提携のパーキングエリアや駐車場を作ってほしい。

医学部の駐車場を増やしてほしい
医学部医学科

医学部看護学科

駐車場については、平成２５年以降、立体
駐車場等により約８００台分を増設しまし
たが、教職員及び学生の申請者数が
年々増加し、再開発工事に伴う業者も増
加したため、満車となることが多くなって
います。今年度、２３台分の駐車場増設を
計画していますが、今後も駐車場不足が
懸念されます。近隣のアパート等の学生
については、できる限り徒歩通学をお願
いします。
　なお、病院再開発が終了する平成３１年
４月以降は、駐車場不足が多尐緩和され
る見込みです。

設備の管理がひどい。特に冷暖房に問題がある。冷暖房が使用出来るよう
になる月が決まっているが、その日の最高気温、最低気温などで決まるべ
きである。冬には教室が寒すぎて、しっかりコートやマフラーなどの温かい
服装をして授業を受けたが、風邪を引いた。また、集中管理であることに問
題がある。夏の暑い時期に冷房が勝手に切れるため、ひどく困る。勝手に
切れるわりには学務などでは冷房がきちんと効いているので、学生の側と
しては腹がたつ。

工学部キャンパスと本学キャンパスの設備の差をどうにかしてほしい。

工学部の建物内の自動販売機数を増やしてほしい

トレーニングルームの充実

工学部

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。

施
設
・
設
備
に
関
す
る
記
述

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。

教育学部

経済学部

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。医学部看護学科
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夏場に冷房をつけてくれるのはありがたいが、もし可能ならば風向を上向き
にしてほしい。目が悪く前に座るとかなりの頻度で冷房の直風を受けてしま
う。

農学部
風向きは、各部屋で設定を変えられま
す。

学務(教育学部)の一部の方の対応が雑で困ったことが何度かあります。分
からないことがあり訪ねた時などです。周りの友人からも、嫌味を言われた
り、冷淡な対応で嫌な思いをしたという話を何度も聞いたことがあります。教
育学部は特に授業１つにしても免許取得や卒業に関わるものが多くあり、
不安を抱いている学生が多いように感じます。そういったときに、対応が不
安で、敬遠してしまう場所にはしたくないと感じます。困った時に頼れる場所
が学務であってほしいと思っております。
ただ、もちろん一部の方であり、いつも優しくとても親身に学生と向き合って
くださる職員さんもいらっしゃることを存じております。そういった職員さんは
学生の中でもいつも話題にあがります。これからも、変わらない対応で学生
を支えてほしいと思います。
また学生支援グループの職員さんにはいつもお世話になっております。とて
もフレンドリーで親切で、訪ねやすく、困ったときには学生支援に行こうと思
えます。そういった場所が大学内にあることはとても幸せです。これからも
温かい学生支援グループでいてください。

ネクストプログラムを考えており、4月に教育学部学務係に尋ねたところ、
「何それ。まず教育学部からネクストプログラムで留学した人がいないか
ら。カリキュラム上無理だから。」と迷惑そうに言われた。ネクストプログラム
には、留学可能かについて各学部の学務係に尋ねるように記載があった
が、なぜこのような対応しかできないのかと不快だった。他の件でも何度か
尋ねたことがあるが、なぜ不機嫌そうな対応をされなくてはならないのかと
思う。その対応をする人が1人や2人ではないことにも驚く。

学務係の対応が良くないと思う。模擬試験の受験料も管理できず、時間通
りに成績も開示できていない。それにもかかわらず、受験料が見つかった
のかどうかの報告もなく、成績を遅れて開示した旨のメールも来ていない。
学務係は学生が何かを忘れたり、出席できなかったりした時に反省文を書
かせている。しかし、学務係はお金の管理をはじめとして社会人として当た
り前のことができていないにもかかわらず、報告・謝罪すらしないことに私は
疑問を感じる。
教育学部のことに関して、学生が頼ることができるのは学務係だけである。
もう尐し、今の隠蔽体質を改善していただいて、学生の信頼を得られるよう
な行動をとってほしい。

教育学部の学務の対応が良くないと周りからもよく耳にします。
(親切でなかったり、機嫌によって対応が変わるなど、特に女性の方)

学務の職員の方で、態度が不親切であったり応対が雑・ラフすぎであったり
する方が一部います。
重要な書類を預ける場合などに不安に思うことがありますので、学生相手と
思わずにもう尐し責任感も持っていただきたいです。

教育学部の学務の対応が悪いと教育学部でも他学部でも専らの噂です。
学務の対応ってこんなものなのかな、と思っていましたが、所用で経済学部
の学務へ行った際に、対応の違いがありすぎてとても驚きました。なぜ学部
が違うだけでこんなにも違うのでしょうか？

教育学部の学務の人の対応がとても悪くて嫌な思いをした。

ボソボソと話す教授がいて、一番前で授業を受けていても十分に聞こえな
い。その上早口なので授業内容を把握しづらい。

学務の仕事が大変なのは分かりますが、他大学と比べても明らかに遅い成
績発表だったり、曖昧な対応や回答をされることも多いと感じます。今年就
職を考えている身としては、大学という狭い社会のなかで競争もなく、自らよ
り立場が弱い人間を相手に仕事をすることに慣れてしまい、社会人としての
意識を欠いているのではと感じざるを得ません。

経済学部の学務係に対応がいいかげんな人がいる。間違ったことを伝えら
れた。対応がいい人もいるが年配になるほど学生に対する対応がひどい。
カリキュラムが細かすぎるので単位の無駄が起こった友人もいる。

一回生のうちは通学する日の8割を幸町キャンパスで過ごすのに、幸町
キャンパスの学務係が工学部生の要望にほとんど対応してくれないのはお
かしい。

学務の対応が非常に悪い。周りに学務を信頼している人はほとんどいな
い。入学した時から学務の態度の悪さは有名。反面、生協の人の対応は非
常に好感を持っている。また、工学部研究室フロアにWi-Fiが通っていない
のが不便。また、工学部は食堂が土日あいていないのでミールが損。

教
職
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関
す
る
記
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教育学部

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。

経済学部

工学部
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学務の対応も問題がある。態度が悪い。喧嘩腰で話しているのか感じる。
せめて、コンビニの店員ぐらいに愛想よくしてほしい。不快に感じる。

工学部学務係の職員の方の態度が怖い、威圧的である
クーラー代くらい捻出すべき

その他特定の個人に対するご意見が２件ありました。

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。

部活動への配慮が尐ない 教育学部

私は学生プロジェクトに所属しているのですが、学生のうちにはなかなか体
験できないことを体験できているので、学生プロジェクトは今後も積極的に
行っていってほしいと思います。

自分の希望に合った授業、プロジェクトなどの課外活動、部活・サークルを
選ぶことができると思います。
他大学との継続的な交流機会があればいいと思いました。

医大のサークル・部活がおかしい。まず体育会系が部活しかないのがあり
えない。ゆるーくやるサークルがまるで無。かといって本学に通うことも時間
的、精神的にもできない。

医学部医学科

サークルについては、学生が自主的に運
営しています。新たにサークルを新設する
場合は、学生準則に定められているとこ
ろにより、「学生サークル設立・変更・継続
届」を学友会総務委員長に提出してくださ
い。学友会総務委員会の了承後、学友会
長（医学部長）が設立を許可します。な
お、医学部には多くの文化系サークルが
あります。

現在一年生でサークルに所属していますが、練習着代やユニフォーム代、
コーチ代、試合のバス代、外部のコート代、車代など、出費が多く、アルバ
イトのお金のほとんどを部活に使っています。留学などもしたいので、お金
を貯めたいです。大学から、試合へのバス代くらいは負担していただけない
のでしょうか。お金がかかるため困っています。他の一年生も、困っている
ようです。

農学部

通常の試合の交通費等の支援は行って
おりませんが、全国大会については、交
通費等の支援を行っております。宿泊費
及び移動に要する経費の一部を大学が
支給しています。（公認サークルが対象）
また、合宿や試合等でＪＲを利用される場
合、条件を満たしていれば利用可能な学
生団体向けの団体割引乗車券もありま
す。
詳細については、学生生活支援グループ
までお問い合わせください。

法経キャンパスの方にも、生協ショップのような弁当等を買える場所があれ
ば嬉しい。

法学部

生協は大学の施設をお借りして事業を
行っていますので、大学とみなさんと生協
の思いが一致できるよう生協としても前向
きに検討したいと思います。

農学部にパン屋が欲しい 農学部

生協は大学の施設をお借りして事業を
行っていますので、大学とみなさんと生協
の思いが一致できるよう生協としても前向
きに検討したいと思います

カフェでサラダを販売してほしい。 教育学部 春からの販売を検討しています。

学食を利用しようという気にもならない 法学部
具体的にどのような理由で利用されない
のか教えていただけますか。

学食のアプリなどを開発してより使いやすくしてほしい(例)何が売り切れて
るとか

法学部

お店の営業時間やその日のメニューにつ
いては、Marucoというアプリで確認するこ
とができます。売り切れ情報は提供できて
いません。申し訳ありません。

食堂の混雑を解消してほしい。 経済学部

幸町の食堂については、席をつめてご利
用いただくことや、食事が終わったらすぐ
に出ていただくこと、食事以外で席を使用
しないことで混雑は多尐緩和されます。ご
協力のほど、よろしくお願いいたします。

もう尐し食堂の席を増やしてほしい。 経済学部

生協は大学の施設をお借りして事業を
行っていますので、大学とみなさんと生協
の思いが一致できるよう生協としても前向
きに検討したいと思います

生
協
に
関
す
る
記
述

工学部

貴重な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
貴重な資料とさせていただきます。

課
外
活
動
に
関
す
る
記
述

貴重なご意見ありがとうございます。今回
いただいたご意見は今後の改善に向けて
の貴重な資料とさせていただきます。

経済学部
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食堂がお昼に並びすぎる、メニューの値段が高く設定してある（コンビニの
方が安い）
空海ベーカリーのパンがおいしい

経済学部

値段については適正な価格で提供させて
いただいていると思っています。具体的に
商品名等教えていただければ助かりま
す。ベーカリーのパンについてはありがと
うございます。スタッフにも伝えておきま
す。

医大の学食、ボナペティの朝食のメニューを充実させてほしい。
魚が鯖しかないので本学の空海みたいに干物や南蛮漬け、蒲焼きなどが
ほしい。

医学部医学科
春から朝食メニューが充実するよう検討し
ています。

生協の値段が高い、
医学部の生協は乏しい

医学部看護学科

値段については適正な価格で提供させて
いただいていると思っています。具体的に
商品名等教えていただければ助かりま
す。医学部には現在ショップがありませ
ん。生協は大学の施設をお借りして事業
を行っていますので、大学とみなさんと生
協の思いが一致できるよう生協としても前
向きに検討したいと思います

工学部でも土曜日、長期休みに食堂でご飯を食べれるようにしてほしい
せっかくミールに入っていても本学まで行かないから無駄遣い
本学のパン(ミール使えるやつ)を水曜日以外にもきちんと販売してほしい

工学部

2回生以上の医・工・農学部生については
指摘いただいたような事情でミールカード
の販売価格を安くさせていただいていま
す。ご理解いただきますようお願いしま
す。本学のパンですが、現在火曜日は農
学部、金曜日は医学部で販売をしており、
現在の施設状況では実現は厳しいです。
申し訳ありません。

食堂の拡大 工学部

生協は大学の施設をお借りして事業を
行っていますので、大学とみなさんと生協
の思いが一致できるよう生協としても前向
きに検討したいと思います

長期休業時の食堂の予定表をインターネットに掲載してほしいです。
工学部の食堂の皆様が優しいです。いつもありがとうございます。

工学部

長期休業時の全店舗の営業時間は、香
川大学生協のHPにアップしています。ま
たスマホ用のアプリ「Maruco」でも確認で
きますので、是非ご利用ください。工学部
食堂のご利用ありがとうございます。ス
タッフにも伝えておきます。

食堂の金額をもっと安くしていただきたい。そして働いている方の対応もあ
まりよくない方がいらっしゃるので
そこも改善していただきたい。

工学部

値段については適正な価格で提供させて
いただいていると思っています。具体的に
商品名等教えていただければ助かりま
す。スタッフの対応について不愉快な思い
をさせてしまい、申し訳ありません。具体
的に店舗名や状況を教えていただけれ
ば、直接指導いたします。よろしくお願い
いたします。

工学部の食堂がとても混みます。
また、メニューも男子に偏ったものが多いです。女子の利用者も多いのでも
う尐し改善してほしいです。

工学部

生協は大学の施設をお借りして事業を
行っていますので、大学とみなさんと生協
の思いが一致できるよう生協としても前向
きに検討したいと思います。メニューにつ
いては具体的に充実させてほしいものを
教えていただけますか。前向きに検討い
たします。

水曜日などの1年生が林町キャンパスに来る日は食堂に入るために外まで
列ができているのでどうにかしてほしい。

工学部

生協は大学の施設をお借りして事業を
行っていますので、大学とみなさんと生協
の思いが一致できるよう生協としても前向
きに検討したいと思います

工学部の食堂の椅子を変えてほしい 工学部

生協は大学の施設をお借りして事業を
行っていますので、大学とみなさんと生協
の思いが一致できるよう生協としても前向
きに検討したいと思います。工学部の椅
子は本学といっしょなのですが、具体的に
どのような椅子がご希望かおしえていた
だけますか。

生
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農学部の食堂をもう尐し充実させてほしいです。 農学部

生協は大学の施設をお借りして事業を
行っていますので、大学とみなさんと生協
の思いが一致できるよう生協としても前向
きに検討したいと思います。どのような面
での充実をご希望か教えてください。

農学部食堂の人が足りていなさそうなので増やしてあげて欲しいです。 農学部

ご心配いただき、ありがとうございます。
食堂でバイトを希望の学生さんがいまし
たら、生協に紹介ください。よろしくお願い
します。

農学部のキャンパスにおいて、土曜日、日曜日も食堂もしくはショップを短
い時間でも良いので利用できるようにして欲しいです。土日も実験などで
キャンパスを利用する学生は多いので、食事の面で不便に思っている学生
がかなりいると思います。

農学部

ご不便をおかけし申し訳ありません。同じ
ような要望は医学部と工学部からもいた
だいているのですが、経営的に採算の見
通しがたたないために早い段階での実施
の予定はありません。重ね重ね申し訳あ
りません。

学内のコピー機が、学生証の残高が40円以下の場合、利用できない点を改
善してほしい。

経済学部

A３サイズのカラー印刷の場合、1枚40円
かかるため利用できないようになっていま
す。お手数ですが事前にチャージしてご
利用ください。

留学制度をもっと増やして、それを知りやすい環境作りをしてもらいたいで
す。

教育学部

御意見を頂きありがとうございます。ク
オーター制の導入に伴い、今後留学制度
の改善を図っていく予定です。
どういった留学制度が欲しいのかなど、も
し具体的なご意見がありましたら、ぜひ遠
慮なく国際グループまでお知らせくださ
い。
また、南2号館1階に留学制度について知
ることができるコーナーを設けいていま
す。留学イベントも積極的に行いますの
で、ぜひご利用ください。

トビタテ留学JAPANの存在を早い内に知る事が出来なかった 経済学部

ご意見を頂きありがとうございます。トビタ
テ！留学JAPANの事業について、掲示板
やWebサイトだけでなく、SNS等でも積極
的に広報しています。
なお、出発前の壮行会や帰国後の報告
会といったイベント等にも参加できる機会
がありますので、ぜひ足を運んで、より詳
しい話を聞いてみてください。

長期インターンシップの開拓をお願いしたい。 法学部

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
知すると共に検証し、今後の改善に向け
ての貴重な資料とさせていただきます。

就職の面接練習や、エントリーシートの書き方などの対策をやってほしい。 経済学部

キャリア支援センターでは、平日毎日午
後、専門相談員による個別の就職相談を
受け付けております。エントリーシートの
添削や面接練習をはじめ、自己分析や業
界研究、内定相談なども受け付けており
ますので、お気軽に相談に来てください。
また、毎年度後期に、エントリーシート対
策講座、面接・グループディスカッション対
策講座等の様々な就職ガイダンス・セミ
ナーを開催しております。これらの情報
は、キャリア支援センターのホームページ
や掲示板等に掲載しておりますので、是
非ご参加ください。

間門のところで、喫煙している学生がかなりたくさんいるが、喫煙しない学
生にとっては非常にその煙が不愉快でならない。喫煙者にも自由はあると
思うが、喫煙しない者が馬鹿を見るのはやはり良くないと思うので、場所を
変えるなどの対策を講じて欲しい。

教育学部
経済学部

ご意見ありがとうございます。
喫煙者のマナーの悪さに関して、今回い
ただいた意見は該当する部署に通知する
と共に検証し、今後の改善に向けての貴
重な資料とさせていただきます。
また、喫煙者の一人ひとりがマナーを意
識してくれることを切に願います。

香川大学 教育学部 学校教育教員養成課程の英語研究室がすごく大変で
ある。心が折れた。

教育学部
貴重なご意見ありがとうございます。今回
いただいたご意見は今後の改善に向けて
の貴重な資料とさせていただきます。
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東京や大阪の大学に行った知人に比べ、香川大学では、世界の広さや世
の中の多様性を知る機会が尐ない気がする。もっと多様性を認め個性を発
揮できる大学であってほしい。また、教育学部は１コマが多いが岡山からの
マリン通の人も多いので、１コマの授業を尐なくし、５コマの授業を増やして
ほしい。通勤ラッシュとかぶり、電車が混雑しているためとてもストレスを感
じる。
教育学部に高校コースを作ってほしい。
小中向けの授業、特に小学校向けの授業では高校の教員のみを志望して
いる人間にとっては効率が悪い。それに合わせて、教育実習先を附属学校
に固定するのではなく、自分で交渉できるようにしたい。

研究室の行事や決まりごとに多くの無駄を感じる。そのせいで学習に当て
る時間を削られている。

警備員の人が、幸町北キャンパスの噴水前を自転車を押して横切るのさえ
怒ってくるのがあまり納得できません。道路交通法では自転車は押して歩
けば歩行者なのに……。

4月から放置され続けている自転車の撤去をお願いします。 教育学部
放置自転車については、毎年春から夏に
かけて処分を行っています。

アルバイトは短期で行ったのでその時にもらった給料で答えたのでアン
ケート項目に短期で行ったのかも含めて欲しかった。

教育学部
貴重なご意見ありがとうございます。
今後のアンケート改善に向けての貴重な
資料とさせていただきます。

以前、初めて朝の満員電車で酔ってしまって、なんとか学校の保険管理セ
ンターまで行き、酔い止めを貰おうとしたところ、近くの薬局で買ってください
と言われました。酔い止めを処方できないのは仕方ないと思うのですが、結
構具合が悪い状態だったので、保険管理センターで休ませてほしかったで
す。

法学部

経済と教育キャンパスのあいだの門でたむろしてる学生が危ない。授業終
わりなど、自転車で来た人と歩行者がぶつかりそうになる。この点は付近の
交差点でも同様。植木が高くて見えないため、曲がってきた自転車と、曲が
ろうとしてる自転車とがぶつかりそうでいつも危ない。学生だけでなく住民も
いるので危険。植木の高さを変えることができないのであれば、ミラーの設
置などしていただけないでしょうか。またここだけでなく正門のところにも学
生が自転車に乗ったまま、道いっぱいにたむろしているので非常に邪魔。
ある程度規制が必要かと思います。

就職活動を通じて香川大学の経済学部に入って良かったと感じた。
高校生の受験生にもっと経済学部の良さを周知するべきだと思う。

経済学部のHPで経営システム学科に3コースあると紹介されていたが、本
当はないと学務の人に言われたので消した方がいいと思う。

経済学部 H30年度改組に伴いHP更新予定です。

大学内で学生証をなくした際、各キャンパスが連携しておらず隣のキャンパ
スでも届いているか分からないと言われ不便に感じました。全て対応するの
は大変だと思うが、学生証など貴重品はキャンパスを超えて情報共有して
もらえると助かります。

経済学部
時間外等で連絡が遅れることはあります
が、学生証など個人特定できるものにつ
いては情報共有し本人連絡しています。

岡山から通っているため、長期休みの時には掲示板を見に行くのが難しい
ため、もっと電子掲示板を活用できるようにして欲しい。

経済学部 全学的に掲示板が原則です。

幸町キャンパスだと夜１０時以降に勉強するスペースがひとつもない

就活支援が充実している

オリーブスクエアがきれいで使いやすい

桜がきれい

香川大学に入って、勉強と部活のどちらにおいても一緒に頑張っていける
仲間を見つけられたのが良かったです。

色々な授業を受けて、自分の関心を広げられていると思います。

現在医大でポリクリで病院実習をしているが、その時配布された名札
(Student Doctorと書かれている)がまるで無駄。ope室にはいる際に認証シ
ステムがあるが、学生証でないと入れない。ポリクリ用にもらった名札の意
味がない。駐車場に入る際に学生証で認証してはいるため、学生証を車の
中と病院とで持ち歩かないといけないため、車に忘れてしまったときなど、
不便。ロッカーにつねに白衣はおいてあり、ポリクリ用の名札もつけている
ので、ポリクリ用の名札にope室への認証機能をつけてほしい。意味がな
い。発行する意味ありましたか？

医学部医学科

臨床実習の際に着用している名札
（StudentDoctor）は全国的に臨床実習時
に着用が義務付けられたものです。本学
独自のものではないため、機能の追加等
はできません。

2000字以内の欄をこれだけ設けておきながら20分以内で答えるのは無理。 医学部医学科
貴重なご意見ありがとうございます。
今後のアンケート改善に向けての貴重な
資料とさせていただきます。

そ
の
他

教育学部
貴重なご意見ありがとうございます。今回
いただいたご意見は今後の改善に向けて
の貴重な資料とさせていただきます。

貴重な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
知すると共に検証し、今後の改善に向け
ての貴重な資料とさせていただきます。

経済学部

経済学部

貴重な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
知すると共に検証し、今後の改善に向け
ての貴重な資料とさせていただきます。
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マイクロバスの数を増やして欲しい

医学部のリコーカードの精度が非常に厄介

来年度より創造工学部が新設されるがどのような学部であるか全くわから
ない。どこに所属されるのか、単位はどうなるのか教えて欲しい。

TAの制度があって、すごく助かりました。
授業の内容でわからないことがあったら、すぐ聞けるので、今後も制度を続
けていってほしいです。

概ね満足しています．ただ，工学部は女子が尐ないこともあり不便に感じる
こともあります．（例えば着物を借りる会場がないことなど）就職相談も気軽
に本学にいくことができないので,より工学部でそういった対応をしていただ
ければ嬉しくと感じます．

学生のマナーが悪すぎる。他人に迷惑をかけすぎている。
大学生にとって何が大事か、マナーを守る大切さをまず教育すべきだと思
う。

工学部の安全システム建設工学科のホームページや就職状況を更新して
ほしいです。

授業料免除にはお世話になっており，家計の負担を減らせることができて
いるので感謝しています。

虫が多い
隅の方などが汚い(埃、蜘蛛の巣等)

授業料免除申請を行っているが、審査内容が学業成績と家庭の経済面と
記載されていたが、全く学業の成績を考慮していないのが実際の状況であ
る。全く勉学に励まず、ろくに学校にも出席していないものが授業料全額免
除をもらい、毎日一生懸命勉学に励んでいるものが、授業料を免除されな
いというのはおかしい。授業料免除される対象に、最低限のGPA考慮をす
るべきだと思う。学務に取り合ってみても、全く私たちには関係ないという素
振りで話を聞こうともしない。本当に勉学に励みたい者が勉強できる環境を
作ってくれる制度だと思っていたが、違うのだと確信した。

農学部

授業料免除の選考は、家計基準及び学
力基準により判定しています。
しかし、限られた予算の範囲内で授業料
免除を行うため、本学で定めた家計基準
と学力基準を満たしていても、予算の都
合により不許可となる学生がいるのが現
状です。

その他特定の個人に対するご意見、内容が分かりにくいご意見等が９件あ
りました。

貴重な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
知すると共に検証し、今後の改善に向け
ての貴重な資料とさせていただきます。

そ
の
他 医学部看護学科

貴重な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
知すると共に検証し、今後の改善に向け
ての貴重な資料とさせていただきます。

工学部
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