
大分類 中分類 小分類 意見 回答 回答担当

学習・研究 教務 カリキュラム
ＪＡＢＥＥを快く思っていない。制約が多く面倒である。資格・就職に有利と聞くが、もっと大学生らしい活動を積極的に行いたい
と願っている。学部卒の場合、１年間しか研究室に入れない。新しい制度を利用しても１年間半である。短いと常々思ってい
る。

学習・研究 教務 カリキュラム ＪＡＢＥＥの撤廃

学習・研究 教務 カリキュラム
大学院の講義が多く自分の研究に時間がさけない。建前では２年間で単位を取ることになっているが修士２年では就職活
動、修士論文作成など講義に出席する時間はないと思う。

学習・研究 教務 カリキュラム
講義の水準をもっと上げていいと思う。他大学は一つの講義でもっと深いところまで学んでいるのでそれに負けたくない。学科
にもよると思うが研究室の紹介の機会をもっと増やすことと時期を早めることを望む。

学習・研究 教務 カリキュラム
機械科３年次に行われるトラック分属は不要です。研究室配属の際に第一希望から漏れた場合、トラックの違う研究室を希望
したがっていた学生が多く、異議・恩恵を感じられません。

学習・研究 教務 カリキュラム
大学院生になってまで副専門を取らざるを得ないカリキュラムはどうかと思います。そんなのは学部まで十分。また、制度や方
針をいろいろ変えた場合、そのあおりや影響を受けるのは我々学生たちなので、やるんだったら現場をみている先生たちの意
見や実態を考慮して進めてほしいです。

学習・研究 教務 カリキュラム

機械コースにおいて、機械工作法演習は時間の無駄だと考案します。時間のわりに得るものは少ないし、機械操作は就職後
でも学ぶ事ができる。そもそも操作方法は機種によって全く違うし、他大学が皆必修から外しているほど大学の学習における
優先順位は低い。レポート作成に異常なほど時間がかかる上に、職員の態度も 悪。これ以上学生達の時間をつぶさないで
下さい。

学習・研究 教務 カリキュラム 全国的に見て、本学のカリキュラムは妥当なものなのか。

学習・研究 教務 カリキュラム 講義の数がとても少なく感じている。

学習・研究 教務 カリキュラム もっと自由に履修できるシステムにしてほしい。

学習・研究 教務 カリキュラム 授業が少ないため、取れる単位数の上限がほぼ意味なくなっている。取れる授業を増やすか単位を増やしてほしい。

学習・研究 教務 カリキュラム 教務が制度を改悪していっているのをなんとかしてほしい。

学習・研究 教務 カリキュラム 再履修教科といまうける教科がかぶりすぎるので、もう少し考えて時間割を作ってください。

学習・研究 教務 カリキュラム 補講を行う時の先生同士の相談（時々授業がかぶってわけがわからなくなる）をしっかりしてほしいです。

学習・研究 教務 講義 出席の時間を厳しく絞ってもよいと感じている。

学習・研究 教務 講義 授業をもっとわかりやすくしてほしい、説明が雑だと思う。

学習・研究 教務 講義
仕方のないことかもしれませんが、パワーポイントの文字を映して少し説明されるだけの講義だったり、どのような場面で使う
のかもあまり説明することをしないで書かされた。公式などは理解も進まず、自分が今何を考えているかもわからなくなるの
で、可能ならば改善していただきたいです。具体的にはもっと説明を詳しくいただきたいです。

学習・研究 教務 講義 給与が発生しているはずなのにTAが意味をなしていない（電気回路II）

学習・研究 教務 講義 演習の教員を選択可能にしてほしい（電磁気学II）

学習・研究 教務 シラバス 早めにシラバスを出してほしい。
カリキュラムや授業については教育システム委員会を中心に検討していますので，今後の参考にさせ
ていただきます。

教育支援係

学習・研究 教務 シラバス シラバスが２年の前期に見ることができなかったので、早めに対処して欲しい。 ご意見は参考にさせていただきます。 教育支援係

学習・研究 教務 システム
履修関係のシステムの不具合、学生課や入試課職員の応対態度の悪さなど、学生が不自由なくのびのびと学修・研究に打ち
入れるための環境がととのっていないように感じます。また、奨学金の返還手続きの説明会のお知らせなど、重要度の高いも
のの掲示はN棟だけにせず、各棟の掲示板にも掲示するべきだと感じます。

カリキュラムや授業については教育システム委員会を中心に検討していますので，今後の参考にさせ
ていただきます。

教育支援係

学習・研究 教務 システム 履修システムを改善してほしい。

学習・研究 教務 システム GPAなどの順位を成績表で見られるようにしてほしい。コース別でも学科内でも。

学習・研究 教務 成績 担当教職によっては期日になっても評定が出ない講義があるため、全講義の評定・評価が出るように徹底してほしい。
ご意見は参考にさせていただきます。
なお，掲示についてはピロティ掲示板掲示を原則としております。

教育支援係

学習・研究 教務 成績
再試験で合格しても成績確認票等では反映されず、長い間その科目が「不可」のままになっていることがあって、本当に合格
したのかどうか疑心暗鬼になってしまう。成績は早く更新してほしい。

学習・研究 教務 成績 集中講義の単位評価を出しのが遅い科目があるので決められた期間内に出すべき。

教育支援係

教育支援係

教育支援係

ご意見は参考にさせていただきます。

JABEE認定については下記URLを参照願います。
https://www.muroran-it.ac.jp/guidance/about/jabee.html

カリキュラムや授業については教育システム委員会を中心に検討していますので，今後の参考にさせ
ていただきます。

カリキュラムや授業については教育システム委員会を中心に検討していますので，今後の参考にさせ
ていただきます。

教育支援係

教育支援係

ご意見は参考にさせていただきます。



大分類 中分類 小分類 意見 回答 回答担当

学習・研究 教務 学年歴 年末明けの冬休みの期間が短くて、成人式あたりまで伸ばしてほしいです。

学習・研究 教務 学年歴 生徒数ふやしたいと言っているのに成人式まわりがキツイ。地方の人行きづらくないですか。

学習・研究 教務 学年歴 冬休みをもっと長くしてほしい。成人式で規制する時に帰省費が馬鹿にならない。

学習・研究 教務 その他 授業用アンケートの回答がどこで見れるのか教えてほしい。
授業評価アンケートのことであれば、以下のURLから過去分を見ることができます。
http://www.muroran-it.ac.jp/guidance/about/evaluation/self_inspection.html

教育支援係

学習・研究 教務 その他
自分が希望する分野の担当教員は現状１人しかおらず、その教員が助教だからという理由で人数制限がある。この制度はい
かがなものかと思う。せめて教授でも助教でもとれる人数は同じにするべきだと思う。

ご意見は参考にさせていただきます。 教育支援係

学習・研究 教務 その他 入学以来ずっと成績を学外から見れるようにしてほしいと要求しているのに改善しようとしない。いい加減にして欲しい。

学習・研究 教務 その他
大学のwifiを使わなくても、遠い場所（道外）からでも、成績を見たりすることができるようにしてほしいです。理由として、帰省
中にどの科目が成績が良かったのかなどを確認したいため。

学習・研究 教務 その他 技術のセキュリティには制限がかけすぎだ。もっと緩くしてほしい。例えば成績は学内でしかチェックできないとか。

学習・研究 教務 その他

自分は一年次なのですが、電気電子工学を学びたくて入学したのですが、電気電子工学コースは留年率がたかく不安で仕方
ありません。もちろん留年率だけでコース分属は決める気はありませんが、あまりにも多すぎると思います。あと先輩方いわく
定期試験に追試などの救済措置がないと聞きました。これから情報電子工学系学科の電気電子工学コースの留年率を下げ
るような行動はありますか？

「留年率が高い」というのはどこから聞いたのでしょうか？先輩からの根拠のない言い伝えではないで
しょうか？情報電子工学系学科が発足した当時から，コースの卒業生がいないにもかかわらず「留年率
が高い」という根拠のないうわさ話がありました。教員に尋ねると留年率の信頼できる数値が聞けると思
います。定期試験の「追試などの救済措置」は，正当な理由があれば追試験は実施しています。また，
再試験は科目ごとに実施条件がシラバスに記載され，条件を満足する学生を対象に実施されます。た
だし，評価方法が年度により変わります。再試験の有無は年度ごとに，また，科目ごとに変わります。例
えば「技術者倫理」や「卒業研究」に再試験はありません。古くからの言い伝え，先輩の思込みや誤った
発言に振り回されないよう，必ず教員に確かめて下さい。何が真実であるをか自分自身で確認すること
が重要だと思います。また，コースとして学生の修学状況を調査し，修学状況が改善されるように，科目
の評価方法の検討，再試験の条件や卒研着手条件の変更を行って来ています。例えば，卒業研究着
手条件は，系学科発足時に比べ大幅に変更されています。

電気電子工学コース

学生支援 情報メディア セキュリティ 学内メールアカウントにスパムメールが送られてきたことがあるので情報セキュリティをしっかりしてほしいです。

本学ではスパムメールをフィルターするシステムを導入していますが、技術的に100%フィルタすることは
できません。
誤ってメール本文のURLをクリックしたり、添付ファイルを安易に開かないよう、日頃からご自身でもご注
意ください。

情報メディア教育センター

学生支援 情報メディア 端末 図書館のデスクトップパソコンの起動時間を短縮してほしいです。

学生支援 情報メディア 端末 図書館、C棟のパソコンが重くて作業が大変遅れます。

学生支援 情報メディア ネットワーク
本学のwifiサービスAirmit09は接続ごとに自分の学籍番号とパスワードを入力しなければならないので極めて面倒だと思うの
で、快適な学校生活のためにも、効率よい楽手生活のためにもなくして欲しい。

無線LANサービス「airmit09」は、セキュリティー向上のため利用者認証を行っております。お手数ではあ
りますが、ご理解ください。

情報メディア教育センター

学生支援 情報メディア ネットワーク 情報メディア教育センターのVPNの接続をLinuxでもできるようにしてほしい。 本学が導入しているVPN接続用ソフトウェアの仕様上、WindowsまたはMacでの利用をお願いします。 情報メディア教育センター

学生支援 情報メディア ネットワーク VPNのプラグインが古すぎてIEでしか対応していないので、他のブラウザでも使えるようにしてほしい。 本学が導入しているVPN接続用ソフトウェアの仕様上、指定ブラウザでの利用をお願いします。 情報メディア教育センター

学生支援 情報メディア ネットワーク 学内でしか利用できないサービスを減らしてほしい。（成績確認等） 重要な情報を扱うサービスは情報漏えい防止のため、学内限定としています。 情報メディア教育センター

学生支援 図書館 開館時間
学内の端末を使用しなければ動作しないソフトがあるため、図書館の開館時間　or　端末室の開放時間を延長していただきた
い。

図書館の開館時間については、利用統計を踏まえて学生の利用ニーズに沿うよう見直したもので、平
成26年4月より実施しています。開館時間の延長には、人件費や光熱費、セキュリティ等の課題があり
ますが、いただいたご意見を参考にさせていただきます。
端末室の開放時間については、防犯・防災の観点から現状以上の時間延長・休日開館はできません。

図書学術情報室

学生支援 図書館 開館時間 図書館の時間を延ばしてほしい。

学生支援 図書館 開館時間 図書館が閉まるのが少し早く思うことがあります。週に１度で良いので長くまで開いていると助かります。

学生支援 図書館 開館時間 土日の図書館に利用時間を２時間ほど早めて欲しい。

学生支援 図書館 開館時間
図書館の営業時間を延長してほしい。大学近辺では夜遅くまで集中して勉強するところがない。ほかの国立大学は８時～２３
時までやっているところがあるのにこの大学がやらないのはおかしい。１限の前やバイトの後など少しでも勉強できる営業時
間にしてほしい。

学生支援 図書館 開館時間 とにかく図書館の開館時間を延長してもらいたい、２４時間でもいい。

現在の開館時間は、利用統計を踏まえて学生の利用ニーズに沿うよう見直したもので、平成26年4月よ
り実施しています。開館時間の延長には、人件費や光熱費、セキュリティ等の課題がありますが、いた
だいたご意見を今後の参考にさせていただきます。

情報メディア教育センター

図書学術情報室

教育支援係

学年暦は授業期間や定期試験期間、各種行事等を総合的に判断し期間を設定しています。年末年始
の休暇については可能な限り連続した休みとなるよう設定しており、平成29年度については成人式後
の１月９日から授業が開講となります。ただし暦の関係上、年によって状況が変わりますので、この点ご
理解いただきますようお願いします。

教務企画係

これまでパソコンの速度改善のための調査および対策を講じてきましたが、現在導入しているシンクラ
イアントシステムの特性上、これ以上の改善は難しい状況です。
システムの特性上、一度起動した後は高速にログイン処理が可能ですので、電源の入っているパソコン
の利用をお勧めします。

学外端末からの成績の確認はセキュリティ上の懸念から公開しておりません。
いただいたご意見は今後の検討の参考にいたします。



大分類 中分類 小分類 意見 回答 回答担当

学生支援 図書館 サービス
インターネット上で閲覧できる論文誌が少なく、修士課程の研究を行う上での情報収集にかなりの制限がありました。できれ
ばこれ以上工大から閲覧可能な論文誌を減らさないでほしいです。

電子ジャーナルについては、限りある予算で本学に必要なタイトルを選定しています。閲覧できない論
文については、文献複写サービスをご活用いただいたり、指導教員へご相談いただければ幸いです。

図書学術情報室

学生支援 図書館 サービス 図書館においてある図書をもっと充実させてほしい。
教員による選定図書やシラバス掲載図書を購入しており、よく借りられる図書の補充も行っております。
学生のみなさんからもウェブからリクエストを受け付けていますので、ぜひご活用ください。

図書学術情報室

学生支援 図書館 サービス もっと図書館を町の人達がが使いやすくするようになればいいと思う。 現在も一般の方も利用できますが、もっと活用してもらえるように考えていきたいと思います。 図書学術情報室

学生支援 図書館 サービス 図書館のノートPCの不具合（特にUSBポートの接触不良）が多く不便なので対処してほしい。
ノートPCの不具合にはその都度情報メディア教育センターを通して対処するようにしております。USB
ポートは特に故障しやすいため不具合がありましたら、すぐにカウンターの職員にお知らせください。

図書学術情報室

学生支援 図書館 サービス 図書館のマーカー出ない物多い。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。現在も定期的にマーカーのインクのチェックを行っていますが、
よりこまめにチェックしたいと思います。また、インクの出ないマーカーを発見した場合はカウンターの職
員にお知らせください。新しいものとお取り替えいたします。

図書学術情報室

学生支援 図書館 サービス 図書館の貸出本の期限更新をネットから複数回できるようにして欲しい。
限られた蔵書をより多くの学生に利用していただきたいと考えており、現時点では期限更新の回数を増
やすことは検討しておりませんが、今後の参考とさせていただきます。

図書学術情報室

学生支援 授業料免除・奨学金授業料免除 授業料免除の自営業の親を持つ学生への条件をもっと雇用されている親の条件と近くして下さい（特に収入面の条件） 自営業者と給与所得者の差を少なくするため，各々の提出書類を変えて提出いただいています。 学生支援係

学生支援 授業料免除・奨学金授業料免除 授業に来ない、成績もよくない人間を免除の対象としないで下さい。頑張っている人間は他にいます。 授業料免除については，成績・家計の全国ほぼ統一的な基準に基づき選考を行っております。 学生支援係

学生支援 授業料免除・奨学金授業料免除 授業料や奨学金に関しての締め切りなどをメールで通知してほしい。自分にあまり関係のないメールばかり来る。
授業料免除や奨学金の受付期間の締め切りをメールすると、誰が申請予定者かがわからないので、全
員にメールすることになります。それこそ希望者以外にあまり関係のないメールをしてしまうことになるの
で、現実的ではありません。授業料免除や奨学金についての連絡は掲示を必ず確認してください。

学生支援係

学生支援 授業料免除・奨学金奨学金 奨学金を申請できる期間を変えてほしい。
日本学生支援機構の奨学金申請期間は４月～５月と決められています。この時期の採用ののち、学生
支援機構の予算に余剰があった場合には第二次募集がある場合があるので、その場合には掲示等で
お知らせします。

学生支援係

施設・設備 環境 温度管理 教室・研究室の中で風通し、日照、寒い等環境に優れない箇所が多い。

施設・設備 環境 温度管理 とても暑い教室やさむい教室があることをなんとかしてほしい。

施設・設備 環境 温度管理
研究室の暖房を土日祝日もつけてほしい。寒くて勉強・研究に集中できない。図書館は非常に暖かいのに研究室はつけない
のはおかしいと思います。検討おねがいします。

基本的に授業の無い土日祝日は暖房対応していません、ご了承ください。 施設課

施設・設備 環境 温度管理 教室の内、夏の時とても暑い。エアコンがほしい。大学の周辺は買いたいものは買えない。 空調機につきましては、必要性や予算を勘案して、検討します。 施設課

施設・設備 環境 温度管理
授業が始まってから数分経たないと暖房がはいらないことがままある。一向に改善されない。授業が始まる５分前には入れな
いと意味がない。何とかしてほしい。

授業開始前に暖房を入れていますが、調査します。 施設課

施設・設備 環境 温度管理
暖房を入れる時期を１１月からではなく、１０月の後半から入れてほしい。こういうアンケートに希望や要望をしてもぜんぜん反
映されていな気がする。

例年１１月上旬～翌年４月末まで暖房期間としていますが、外気温低下により暖房期間の延長及び短
縮を行っています。

施設課

施設・設備 環境 温度管理 学校の暖房を月ではなく温度で動かしてほしいです。 暖房システムの都合上、スポットによる暖房運転はできません。 施設課

施設・設備 環境 温度管理 冬は教室がとても寒くて、先生の話が頭に入らないときがあります。もう少し暖かくなることを要望します。 施設課

施設・設備 環境 温度管理 すきま風がすごくて寒いです。 施設課

施設・設備 環境 温度管理
Ｎ３０８教室、Ｎ４０３教室など夏場は室温が上がり授業に適さない環境となる講義室がある。空調設備の設置や換気設備の
増強を検討されたい。

空調機につきましては、必要性や予算を勘案して、検討いたします。
換気設備は改修工事において適切なものにします。

施設課

施設・設備 環境 温度管理 冬季は朝の１・２限目の授業教室がとても寒いので、早めの時間から暖房を入れてほしい。

施設・設備 環境 温度管理 冬、朝一のとき教室が大抵寒いのどうにかしてほしい。

施設・設備 環境 温度管理 暖房は次期・時間によってシステム的につけるのではなく、気温に応じてつけてほしい。 暖房システムの都合上、外気温に合わせた暖房運転はできません。 施設課

施設・設備 環境 温度管理 大学全体において室内の温度管理をしてほしい。（暑すぎる、寒すぎる等）また、教室間の空気清浄も行ってほしい。
室内温度調整は使用者側での調整となっています。換気設備は教室に設置しています。必要に応じて
操作してください。

施設課

施設・設備 環境 温度管理 暖房がはいらない期間６月、１１月で寒い日はつけてほしい。寒すぎて勉強どころではない時がある。

施設・設備 環境 温度管理 暖房をつける時期を１ヶ月早めてほしい

施設・設備 環境 温度管理 暖房をつける時期が遅すぎる。

教室には暖房設備がありますので、それでも寒い場合は厚着等で対応してください。

授業開始前に暖房を入れていますが、調査します。 施設課

施設課

検討します。

クールビズ・ウォームビズで対応をお願いします。

施設課



大分類 中分類 小分類 意見 回答 回答担当

施設・設備 環境 喫煙 敷地内禁煙の徹底、サークルへの支援（建物の老朽化を補修・改築）
敷地内での喫煙者を発見次第、注意します。
建物の老朽化対策は、その建物の経年、劣化具合を見て検討します。

施設課

施設・設備 環境 喫煙
学内に喫煙所を設けてください。学内全域禁煙ですと路上で喫煙する人が多く、歩道の通行者にも迷惑がかかりますし、大学
の評判も決して良くはならないとおみます。

施設・設備 環境 喫煙 喫煙室を作って、そこに喫煙者をまとめてほしい。

施設・設備 環境 喫煙 喫煙ルームを構内に設置してほしい。

施設・設備 環境 喫煙 喫煙所を作って欲しい。（大学周辺のタバコの吸いガラが多い）

施設・設備 環境 喫煙
校内に喫煙所を作ってほしい。そうすれば寒い思いもしなくてすむ。夏は雨の日、冬は毎日つらい。喫煙者の肩身が狭すぎ
る。

施設・設備 環境 喫煙 Ｈ棟に喫煙所を設置してほしい。

施設・設備 環境 喫煙
タバコを吸う人のために喫煙スペースを設置した方が良いと思う。外で吸った人が吸い殻をポイ捨てしたり、景観が汚く感じ
る、かつ外が寒いのにそこまで辛い思いをしなくてもよいと思う。

施設・設備 環境 トイレ 便座除菌クリーナーを設置してほしい。それがダメなら和式を増やしてほしい。 学生支援係

施設・設備 環境 トイレ トイレに便座ふき用のアルコールを設置してほしい。 学生支援係

施設・設備 環境 トイレ C棟２階男子トイレの入口に近い方の個室はいつ入っても悪臭がする。設備に何か異常があるのではないが。 施設課

施設・設備 環境 トイレ Ｆ棟３階のトイレのウォシュレットの水勢が「弱」でも強すぎるのですが、調整していただけませんか。 施設課

施設・設備 環境 トイレ 食堂のトイレと多目的トイレに手を洗うせっけんをおいてほしい 近日中に設置いたします。 学生支援係

施設・設備 施設整備・管理 課外活動施設

サークル会館の土地の使い方が非効率ではないでしょうか。小さな建物をいくつも建てるより、すべてのサークルを収容でき
る大きな１つのサークル棟に集約し、余った土地は売却か貸し出すのがよいと思います。大学にごく近い好立地であり、ア
パートの業者にとっては需要があると考えられます。現状では、土地ばかり広いのにスペースの割り当てられていないサーク
ルがあり、建物の老朽化、余った土地へのポイ捨ても目立ちます。

学内の土地及び建物については、随時見直しを行いつつ段階的に整備しています。 施設課

施設・設備 施設整備・管理 課外活動施設 スケートリンク作ってください。

施設・設備 施設整備・管理 課外活動施設 トレーニングルームの増設

施設・設備 施設整備・管理 課外活動施設 体育館の造設

施設・設備 施設整備・管理 駐車場 駐車場の白線を書き直してほしい。 今後、対応していく予定です。 施設課

施設・設備 施設整備・管理 駐車場 駐車場トラブルが頻発しているので監視カメラ・定点カメラの導入。
駐車場内のトラブルについては、本学では対応しておりません。駐車場内のトラブルや事故については
警察へご相談ください。

施設課

施設・設備 施設整備・管理 駐車場 大学の駐車場を増やしてください。とめる場所が無くて通路にとめる車が非常に多いです。
本学の駐車場につきましては限られたスペースしかありません。現状では駐車場の増設はできません、
ご了承ください。

施設課

施設・設備 施設整備・管理 駐車場
駐車場に車を止めたままだったり、近隣に住む学生が止めているせいもあり、駐車スペースが不足している印象があります。
登校する時間帯に依存するが、駐車場が空いていなくて困ったことが何度もある。

学生支援係

施設・設備 施設整備・管理 駐車場 駐車場内で駐車スペースではない所に停めている車への対処。入り口付近はコーンを置くなりしないと狭くて危険。 学生支援係

施設・設備 施設整備・管理 駐車場 駐車場の管理が雑 学生支援係

施設・設備 施設整備・管理 駐車場 常に大学の駐車場に車を置いて自宅の駐車場代わりしている車が多いので、取り締まりを強化してください。 学生支援係

施設・設備 施設整備・管理 福利厚生施設
カフェが何かを作ってほしい。チェーン店のようなファーストフード店でもよい。おしゃれなパン屋でもあればもっと女子学生も
増えると思う。

ご意見は今後のキャンパス整備計画の参考にさせていただきます。 施設課

施設・設備 施設整備・管理 福利厚生施設 学内にカフェのような場所がほしい。 ご意見は今後のキャンパス整備計画の参考にさせていただきます。 施設課

施設・設備 施設整備・管理 福利厚生施設 学内には休憩したりするところがまだ少なく思えます。 学内の土地及び建物については、随時見直しを行いつつ段階的に整備しています。 施設課

施設・設備 施設整備・管理 福利厚生施設 R棟内に自動販売機をください。毎回飲み物を買うのに外に出るのは大変である。 学科の教員方と相談し、必要な場合は設置業者と設置を検討します。 施設課

検討しますが、利用頻度の高い場所が優先となると思います。

健康増進と受動喫煙防止のため、学内は、平成２１年度から敷地内全面禁煙としています。 施設課

教育等に使用する設備については、必要性や予算を勘案して、検討します。

適切な利用を促すよう、周知等を強化いたします。

調査します。

施設課



大分類 中分類 小分類 意見 回答 回答担当

施設・設備 施設整備・管理 その他 ⁴Heの液化設備をつくってください。 実験等に使用する設備については、必要性や予算を勘案して、検討します。 施設課

施設・設備 施設整備・管理 その他
夜、C棟の他の教室も開放してほしい。A棟のスペースを奪っといて（知の活動？）ほかの教室を開けないのは考えられない学
生のことを考えてなさすぎる。

地（知）の拠点推進室のスペースについてのご意見と解しました。このスペースは本学の事業として設
置したものです。ラウンジをご使用する場合は、他階のラウンジをご使用ください。

施設課

施設・設備 施設整備・管理 その他
カードで開くシステムのものは良いとは思いますが、たまに開かないときがあるので、そのようなことは困ってしまいます。調子
の悪い時があるようです。

年末年始など、特別な期間は許可者であっても申請がなければ入れない設定にしています。平時に開
かない場合は、調査しますので施設課までご連絡ください。

施設課

課外・厚生 課外活動 イベント 学校で全員参加するスポーツ大会がほしいです。
大学ではある程度学生の自主性を重んじますので、全員参加の課外イベントはありません。全員参加
のものではありませんが、５月に体育祭がありますので興味があれば参加してみてはいかがでしょう
か。

学生支援係

課外・厚生 課外活動 イベント
もっと学校祭を学校側も協力して盛り上げた方が良いと思います。地元の方々がより大学に興味を持つキッカケになるのでは
ないでしょうか。

昨年は教職員の持ち込み企画を実施するなど、学校側としても積極的に盛り上げていきたいと考えて
おります。

学生支援係

課外・厚生 課外活動 サークル サークルへのお知らせ（プリント類）をプリントに載っている配布日に配布していただきたい。 記載している日付で配付しております。 学生支援係

課外・厚生 課外活動 サークル サークルの現状について（アルハラ）
詳しい事情をお聞きしたいので、学務課学生支援係宛ご連絡願います。もちろん，あなたの個人情報は
守られます。

学生支援係

課外・厚生 課外活動 サークル 学務課が無能すぎる。サークル援助の格差が大きすぎる。
活発なサークル活動を促進するための措置として、各サークルの活動実績等を考慮した援助を行って
おりますので、一定の格差が発生いたします。

学生支援係

課外・厚生 課外活動 施設利用

体育館を利用する際に必要な許可証を守衛室に置いてほしいです。よく、土日の体育館の利用を申請して、許可証を学生室
に取りに行くのを忘れてしまったまま土日になってしまい、学生室が閉まっていて許可証を受け取れず鍵を借りれないことがあ
ります。学生も、学生室も守衛室もお互い嫌な思いをしないためにも、許可証は守衛室や土日でも取りに行けるようなところに
おいてほしいです。小さなことですが、私たちにはとても大切なことです。検討をよろしくおねがいします。

貸出し管理上、許可証の有無を学生支援係で確認する必要がありますので、忘れずに取りに来るよう
にしてください。

学生支援係

課外・厚生 課外活動 施設利用 トレーニングルームの時間を延長してほしい。 トレーニングルームの利用時間延長は、試行的に実施を検討しています。 学生支援係

課外・厚生 課外活動 施設利用 体育館を自由に使いたい。 施設を適切に管理するため、体育館使用については許可制としております。 学生支援係

課外・厚生 課外活動 施設利用
サークル会館のゴミ捨場のシステムを夜間や休日にも使えるように変えてほしい。例）鍵をなくす。日をまたいでも鍵を借りら
れるようにする。（金曜借りて月曜返却）

サークル会館のゴミステーションについては、以前ゴミの出し方が問題視されて鍵をかけるようになりま
した。これはサークルのごみの問題だけではなく、外部から持ち込まれるゴミも原因です。
また、鍵の貸し出しについては、日ごとに返却することで、鍵の紛失や鍵の借りっぱなしのリスクを減ら
す管理をしています。

学生支援係

課外・厚生 課外活動 その他 トレーニングルームのウェイトが足りないので充実させてほしい。 トレーニングルームのウェイトは数を増やしました。 学生支援係

課外・厚生 課外活動 その他
グラウンドにライトがない。昼３おわったあとだと暗くて練習できない。高校ですらあったのに・・・。ほかの大学にくらべて本当
に部活動に活気がない。

設置及び維持費用が非常に高額なため設置できておりません。 学生支援係

課外・厚生 保健管理センター 開館時間 保健管理センターが昼休みにこそ開けてほしいです。
申し訳ありません。授業のない時間帯もあるかと思いますので、その様な時間帯にご利用ください。緊
急の場合は、昼の時間帯に対応可能な場合もあります。

保健管理センター

課外・厚生 学生寮 明徳寮
学生寮に入った１年生が行事の実行委員などを強制的にされていて遅刻や居眠りなどで学業に支障が出ている。さらに先輩
やＯＢからハラスメントを受けているとも聞いた。経済的にきびしい人が学べるようにするための学生寮なのに学業に悪影響
があるのはどういうことだろうか。適切な対処を求める。

寮実行委員と打合せのうえ対策を講じます。また，ハラスメントについては厳粛に対応致しますので，学
務課学生支援係宛ご連絡願います。もちろん，あなたの個人情報は守られます。

学生支援係

課外・厚生 学生寮 明凛館 女子寮について、たてつけが悪かったり、欠陥住宅じゃないかと思われる部分がいくつもあり、住んでいて不安になります。 具体的にどの建物のどの居室がどのように問題なのか、情報提供していただけると幸いです。 施設課

課外・厚生 生協 食堂 大学に対しての要望ではないが、学生食堂をもう少し安くしてほしい。

課外・厚生 生協 食堂 学生食堂を安価で提供してほしい。

課外・厚生 生協 食堂 料理の種類も単一。あまり行きたくない。

定番のメニュー構成の他、「九州フェア」等のご当地企画、道内大学生協やその他の地区と統一で実施
している季節限定企画、室工大生協独自で実施するスポット企画、組合員さんの要望に答えた開発メ
ニュー等も実施しています。常時数十種類のメニューを展開しておりますので豊富なメニューの視認性
を高めるための対策を講じていきます。

生協

課外・厚生 生協 食堂 朝食を食堂で食べれるようにしてほしい。
朝食の提供は採算性の観点から非常に難しい課題です。しかし、当生協の基本政策でもある「食育」の
観点からも実現に向けて、調査研究を行っていきたいと考えています。

生協

課外・厚生 生協 食堂 学食をおいしくしてほしい。
美味しく食事を楽しんでいただけるように、調理加工度の向上や常に適温でご提供できるように品質管
理に努めていきます。

生協

課外・厚生 生協 食堂 学食がもう１つほしい。 ご意見は今後のキャンパス整備計画の参考にさせていただきます。 施設課

課外・厚生 生協 食堂 学生食堂が小さい。 ご意見は今後のキャンパス整備計画の参考にさせていただきます。 施設課

生協
大学生協の食堂部門は、一般的な民間の飲食店と比較しても、毎日継続して利用できる値頃感のある
価格を設定することを目指しています。引き続き取引先への食材等の価格交渉を行い、安価な価格で
ご提供できるように努めていきます。



大分類 中分類 小分類 意見 回答 回答担当

課外・厚生 生協 書籍 本屋大きくしてほしい。
店舗拡大は大学から借用している施設のため、交渉が必要です。生協の考えとしては学内人口や勉学
研究に必要な専門書の品揃えの観点から、現行の店舗面積で十分であると考えます。

生協

課外・厚生 生協 パレット パレットの商品の種類をもっと多くしてほしい。すくなくとも近くのＨｏｍｅｔｏｗｎみたいに。弁当はいつも同じ味だ、あきた。

課外・厚生 生協 パレット 大学生協の弁当の種類を増やして欲しい。

課外・厚生 生協 その他 生協が高い。
比較対象や具体的に商品名を上げて下さればくわしくお答えします。それとも全体的なイメージでしょう
か。

生協

課外・厚生 生協 その他 大学生協もっとがんばってほしい。 ありがとうございます。更なるサービス内容の向上を期待しての激励と認識しています。 生協

その他 学外連携 国際交流 海外との接点を増やしてほしい。

海外留学について掲示板やホームページ等で広報しておりますが，この度，ご意見を頂き拡充の方向
で検討させていただきます。また，海外へのご興味をお持ちの方は是非，国際交流室にお越しいただけ
ればと思います。国際交流センターホームページについても一度ご覧いただければと思います。海外へ
の接点として，身近なものとして海外語学研修を実施しています。また，留学経験者の体験報告会を年
２回開催しています。御参考までにお伝えいたします。

国際交流室

その他 進路 就職 就職の推薦企業を増やしてほしい。

推薦はこれまでの共同研究等の大学と企業との繋がりや、OB,OGの実績・功績などが考慮されて企業
から推薦の依頼があるものです。しかし、応募者あるいは合格者がいないと、その企業は推薦枠を減少
させたり、撤廃する傾向にあります。推薦で応募した場合内定辞退ができないことから、全体として自由
応募へのシフトが大きく進んでおり、従前推薦枠を頂いていた有名企業の中にも推薦枠を減少・撤廃す
る動きがあります。大学としては企業の方と友好な関係を築き推薦の依頼を受けるよう努力していきた
いと考えていますが、特定の企業に推薦希望があるときは各学科の就職担当教員にご相談ください。

キャリア支援係

その他 予算 予算執行 学生への学会参加費をもっと援助してほしい。学生が負担するのはおかしいと思う。
学生の学会参加費は，登録料や旅費について教員の研究費から支出できることがあります。指導教員
に相談してください。

経理第一係

その他 予算 予算配分 予算の割振りをもっと学生の支援（授業料の免除等）に割くべきだと考えます。
大学全体予算が減少を続けるなかで、授業料免除実施予算は前年度比（H27-28比）約95百万円増額、
その他の学生支援に係る予算についても一定額を維持しております。

財務戦略係

その他 組織 人事
主に事務の人手が足りてゐないのではないか。事務仕事を教員が行ふのは間違ってゐると思ふ。そもそも教員の数も全く足
りてゐない。学生一人一人への教育が行き届かなくなってしまってゐると感じられる。

限られた人員の中で大学業務を行っており，教員についても教育・研究だけではなく，学科運営，大学
運営にも携わっていただいています。従いまして，学生への教育が疎かにならないようにしていきなが
ら，各種業務に取組んでいますので，ご理解いただけますようお願いします。

人事労務室

その他 入試 試験会場 受験会場を東京にも作ってほしい。そうすれば大学の偏差値があがり優秀な人材がそろうと思う。
道内志願者はもちろんのことですが、関東、東京等の都市部をターゲットとした入学志願者確保は必然
の状況です。今回のご意見は、今後の入学者選抜方法を検討していく中で参考にさせていただきます。

入試戦略課

その他 広報 入試広報 院（特に室工）への進学への勧誘をほどほどにしてほしい。
学部生に対して大学院の情報を提供し、進学に興味・関心を持っていただくことは、大学の方針として進
めていますので、ご理解ください。今回のご意見は、入試広報を検討していく中で参考にさせていただき
ます。

入試戦略課

その他 広報 広報誌

広報誌「蘭岳」を以前のように年２回発行してほしい。大学全体の近況や、新任の先生方他学生の生の声を聞ける機会である
ため、定期的に読みたい。おそらく、印刷コスト面の影響や、仕事量が増えることで発行形式を変えたのかもしれないが、学内
外問わず情報を細かく発信することは室工大が国際・地域に位置づいた大学としてアピールする上で重要なのではないかと
思う。（ただ目標が高い大学と思われても仕方がない。）以前、N棟１Fに「蘭岳」を配付していた際、１～３日程で在庫がなく
なっていたことからも、特に学部１～３年生に需要があったのではないかと考えられる。ネットで「大学の広報誌」で検索する
と、”室工大”の名前だひとつもないのも問題だと思う。

その他 広報 広報誌 蘭岳をもとに戻してほしい。

いただいたご意見は蘭岳編集担当に報告し、検討いたします。 学生支援係

生協取引先各メーカーの新製品の積極的な投入や、内製惣菜等は新たな商品開発を行っていきます。



大分類 中分類 小分類 意見 回答 回答担当

その他 アンケート 意義 アンケートを減らしてほしい。

その他 アンケート 意義 先日、生協で生活実態調査を行っていたので生協と情報を共有しあうべきだと思う。

その他 アンケート 意義 授業アンケートでもそうだがきちんとした集計が出ないのであれば行う意味に乏しく思える。

その他 アンケート 意義 どうせこのアンケートや授業評価アンケートを書いても何も改善されないと思っています。

その他 アンケート 形式 マークシートタテ塗りにしてほしい。

その他 アンケート 形式 アンケートはインターネットを利用した方がよいと思う。

その他 アンケート 形式 アンケートの電子化を希望します。

その他 アンケート 実施時期
試験の時にこのアンケートを書かせるのはやめた方がいい。落ち着いて回答ができず、このアンケートの意図する効果が得ら
れなくなると思う。

その他 アンケート 内容 回答に困る（悩む）ようなアンケートは良くない。

その他 アンケート 内容 プライベートに深く突っ込みすぎだと思います。

その他 アンケート 内容 質問が多すぎていやになるので分割して実施してほしい。

その他 アンケート 内容
このアンケートも嫌がらせですね。改善された前例が何一つないので２度とするな。聞いてくること一言一言がプライバシーを
侵害しているので失望しています。

その他 アンケート 内容 アンケートの回答時間をもっと長くとってほしい。

その他 アンケート 内容 設問多すぎる。

その他 アンケート その他 アンケートに対する報酬はないのですか？ネットでも報酬はありますよね。高い学費以外にも時間もとるんですか？

その他 アンケート その他 このアンケートの結果も知りたい。 調査結果は公式webサイト上で公開します。 学生支援係

学生支援係
調査の設問内容、実施形態については今回いただいた意見を参考にして見直しを行います。
また、出された要望については対応できるものから汲み取って対応しています。


