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学生生活実態調査に寄せられた意見への大学の対応 

平成 30年度に実施した学生生活実態調査において、多くの意見、要望等をいただきました。これらについて、大学の対応状況及び回答を取りまとめましたのでお

知らせいたします。 

 

意見 回答 
回答担当課

（係） 

車で通学する学生のための仕組みをつくってほしい(車

で来ても駐車できないことが多々あったため） 

学部学生については，やむを得ない事情がある場合以外は公共交通機関で通学

するよう呼び掛けています。詳しくは学生便覧をご覧ください。 

学務課学生支援

係 

学内駐車場が混みすぎているので許可制にする等改善

して下さい。 

大学の駐車場が少なすぎる。あと２割ほど増設してほし

い。あるいは大学から２km 以上の学生のみが駐車でき

るようにしてほしい。車が止められずに授業に遅れそう

になることもしばしば。そんなのあほらしい。早急に対

処していただきたい。 

学校の駐車場で白線で決められている所以外に車があ

って通れないときがあるからなんとか対処してほしい。

あまり変わらないようであれば、警察に通報しようと思

っている。 

ご迷惑をお掛けしています。所謂青空駐車についてはすぐに警察が対応できな

いことも多くこちらでも苦慮しているところです。 

学務課学生支援

係 

イルミネーションは見栄えが良いものとは思えず、電力

の無駄遣いではないかと感じています。 
大学としては，大学を盛り上げようとしてくれる学生の意思を尊重します。 

学務課学生支援

係 

学校祭や体育祭などのイベントで、ほとんど全員参加す

るようなイベントが欲しい。部活動に力を入れてほし

い。 

大学は自主性を養う場でもあります。そういったイベントが必要と考えるので

あればご自身で企画してみても良いでしょう。窓口でも相談にのります。 

学務課学生支援

係 
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サークル援助の金額の決め方をどうにかしてほしい。部

員が少ないという理由で金額をへらされとても困って

いる。8 割の部員が活動していない人数が多いだけの部

と少人数ながらほぼ全員が活動している部で後者の方

が圧倒的に少ないのはおかしい。 

サークル援助の審査においては、有利・不利となるサークルが偏らないよう

様々な基準から評価しております。いただいたご意見については、今後の参考

に検討させていただきます。 

学務課学生支援

係 

授業料免除の基準が厳しい気がする。 授業料免除については，定められた規則に基づき審査しております。 
学務課学生支援

係 

学費の免除の対称となる、親の収入のラインをもう少し

高く設定してほしい。ギリギリのラインの学生が省かれ

てしまいます。 

授業料免除については定められた規則に基づき審査しており、ギリギリのライ

ンというのは，ラインを設定する以上どうしても発生してしまうものですので

ご了承ください。 

学務課学生支援

係 

トレーニングルームを土日も使わせてほしいです。 安全上の問題で平日のみとしております。ご了承ください。 
学務課学生支援

係 

設備が悪すぎる。トレーニング室が平日の昼間しかつか

えず、さらに体育の時間はダメで、講習会も半年に１回

とかありえない。生徒のレベルが低い。サークルの不充

実さには泣ける。 

予算、人員及び安全上の問題から制約等があることをご了承ください。 
学務課学生支援

係 

トレーニング室にラットプルダウンができる装置がほ

しい 安全装置が付いたベンチのやつがほしい。お願い

します。 

設備については，予算の問題もあり購入できるものと出来ないものがありま

す。学務課窓口にご意見いただければ，検討材料としますのでぜひお越しくだ

さい。 

学務課学生支援

係 

トレーニングルームの器具を増やしてほしい。特にダン

ベル用のシャフトと金具が使用していて不便な上にケ

ガをしそうで怖い。 

不便なものについては，予算上の都合もありますが，怪我をしそうなものにつ

いては学務課窓口でご教示ください。速やかに対応いたします。 

学務課学生支援

係 

トレーニングルームを火耀だけでも開放してほしい。 火曜日は開放しております。 
学務課学生支援

係 

ピアノ貸してほしい。（練習に使いたいです） 多目的ホールにあるグランドピアノのことであれば，多目的ホールを利用の際 学務課学生支援
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に使用可能です。予約時に申請ください。なお、元学長から目的を指定され寄

附されたものですので，寄附者の意向に沿えない使い方はできません。 

係 

奨学金充実させて 

日本学生支援機構及び地方公共団体・各財団法人からの奨学金については、都

度掲示によりお知らせしております。大学独自の奨学金等としては、限られた

予算の中、「東奨学金」及び「経済的困窮学生への支援」を設けております。 

学務課学生支援

係 

学生相談にメールしたが返事が来ない。 

申し訳ございませんでした。万が一、返答がなかった際は、学務課学務課学生

支援係（gakusei@mmm.muroran-it.ac.jp）までご連絡ください。速やかに対

応いたします。 

学務課学生支援

係 

担当教員以外に相談できる大人がいて欲しい 
学生総合相談室や保健管理センターという施設もありますので，ぜひ利用して

みてください。 

学務課学生支援

係 

チューター面談がとても雑に行われている感じがする。

昼間の生徒と比べて、話す内容が全く意味がなく、将来

の研究室の話や、就職のことについてなどしてくれな

い。例えば昼間生徒は、自己点検シートと見比べて、し

っかりと話をしている。夜間生徒は大丈夫でしょとだけ

言われ、聞きたいことはないかとしか言われない。 

いただいたご意見を教員へ周知し、今後の改善に努めます。 
学務課学生支援

係 

精神ストレスチェックのアンケートを定期的にとって

問題が発生した人は面談とかしてほしい。 

定期的に全学生にアンケートを行うことが難しい、或いは疎ましく思う方も多

数いることから，心身の不調を感じた際は保健管理センターにご相談下さい。 

学務課学生支援

係 

この類のアンケートの集計結果がHPのどこかでみれる

のか、非常に分かりにくい． 

結果については以下に掲載しておりますが、掲載箇所・方法等について再度検

討いたします。 

■大学公式トップページ > 大学案内 > 大学概要 > 大学評価 > これまでの

自己点検・評価活動 

学務課学生支援

係 

アンケートいりません 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。 

学務課学生支援

係 アンケートが多い 
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アンケートの必要性を感じないです 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。 
アンケートの量が多すぎです。減らして 

こういう面倒くさいアンケートはいらない 

この時期にアンケートはあまり優しくないです。 

アンケートの答え方にもう少し幅があると答えやすい

です。Ex）1、よく利用する 2、時々利用する 3、ほ

とんど利用しない 4、全くない 

マークシート疲れるのでMoodle等にしてほしいです。 

このようなアンケートは Web でやってほしい。なぜ紙

でやるのか理解できない。 

全ての質問について回答を要求するのに、自分の状況と

そぐわない（問 9，17）、選択肢が存在しない(問 24）、

ものが存在する。また問 36.「何でも話せる親友」はあ

りえない。質問として不適切。アンケートを取るのであ

れば、他の職員にやってもらう等の確認が必要ではない

か？ 

アンケートの「性別」に関して、このご時世に性別の選

択が 2つしかないのはどうかと思う。 

犯罪者が逮捕や処罰が行われずに、大学にいることが考

えられません。真面目な生徒が生活に怯え、本学の評判

を犯罪者によって下げられることが耐えられません。本

学のブランドを保つためにも、犯罪者を退学にし、被害

者の方々が少しでも元の生活、本学に通うことができる

ようにすると聡明な本学執行部の方々を信じています。 

本学では，社会的・刑事的な処分は警察や裁判所を通して与えられると考えて

います。そして、社会的・刑事的な処分とは別に大学として事実に基づき、停

学などの処分を決定しています。大学は教育機関です。全ての学生がより良い

人間となるように、現在の他大学の例と過去の本学の例を参考に、被害者への

影響を考慮して、本学の規則に基づいて処分を決定しています。 

学務課学生支援

係 
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犯罪を犯した人にはきちんとした処罰を与えるべきだ

と思います。 

一般的に処分となるような案件への対応が甘すぎると

感じる。毎年毎年犯罪者を出すのははっきり言って異常

であるのではないでしょうか?そのような人間とともに

研究を行うことは研究データの流出などに繋がったり、

刺激しないように気を使わなければならなく負担も大

きい。苦痛でしかない。大学として厳しく対応しなかっ

た結果、私刑を行うなどの愚行に走る人間が出てこない

かと危惧している。 

学生に対する処罰が軽いのは、教員の中でも利害関係が

あるからですか？ 

もっと大学職員と学生が意見を交わし交流する機会を

つくるべきだと思います。「学生の声」というポストに

紙を入れる、アンケートを取る、というだけでは不十分

ではないかと感じています。 

大学は自主性を養う場でもあります。そういったイベントが必要と考えるので

あればご自身で企画してみても良いでしょう。窓口でも相談にのります。 

学務課学生支援

係 

近隣の学生との交流の場がほしいです。 

冬期間、N棟周りに滑り止め用の砂を早めにまいて欲し

い 

滑り止めについては，路面状況を確認し教職員が主に撒いていますが，気づか

ない，手が回らないこともあります。大学構内各所に砂箱を設置していますの

で，ぜひご協力ください。 

学務課学生支援

係 

夜間主であっても安全講習に参加できるようにしてい

ただけるとありがたいです。 
開催日時を検討していきます。 

学務課学生支援

係 

公務員試験の対策について教えてもらいたい ①公務員には国家公務員、地方公務員があり、仕事内容は行政事務系、技術系、 学務課キャリア
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保安系があります。更に細分化された職種に分かれ、それぞれのコースによっ

て対策は異なりますので、志望先行政機関のホームページ（採用情報）を、ま

ずは確認してみて下さい。 

②次に、毎年 10月か 11月に「公務員試験対策講座」を一般行政と技術系の 2

回に分けて、学内で開催していますので、時期が近づいてきたら、就職掲示板

等で確認し、気軽に参加して下さい。公務員専門学校の講師から、具体的な試

験対策について講演をしていただいています。 

③また、平成 30年度は学内で「合同公務員説明会」を開催し、14行政機関の

参加がありました。志望先地方の自治体ではないかもしれませんが、現役公務

員から職種の説明は聴けるので、こちらも積極的に参加して情報収集して下さ

い。 

支援係 

就職と他大学の大学院への進学を支援してほしい 

就職と進学の併願という意味でしょうか？併願が可能なケースもありますし、

困難な場合もありますので、キャリアサポートセンターか、各学科・コースの

就職担当教員に相談してみて下さい。 

学務課キャリア

支援係 

土木・建築コースだけでなく、より多くの学科・コース

の学生に向けて公務員に関する講座か模試を行う機会

を設けてほしいです。 

①毎年 10月か 11月に、「公務員試験対策講座」を一般行政と技術系の 2回に

分けて学内で開催していますので、時期が近づいてきたら、就職掲示板等で確

認し、気軽に参加して下さい。公務員専門学校の講師から、具体的な試験対策

について講演をしていただいています。 

②学科・コース別の公務員講座や模試については、まずは学科・コースの就職

担当教員に相談してみて下さい。 

学務課キャリア

支援係 

周辺学校の学生とのかかわりを文系科目に入れてもよ

いと思います。 
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。 

学務課教育支援

係 
2 年次以降のコースや副専門教育課程コース、受講生の

多い科目などで人数が多いため、学ぶ気の科目を取る人

や望んでいないコースを選択せざるをえない人がいる



7 

 

ので、本気でその科目を学びたい人が学べるようにして

ほしい。 

pythonでプログラミング演習してください。 

教員免許を中学校種も取れるようにして欲しいです。 

材料工学を学べるカリキュラムを希望します。 

時間割朝 1昼 3多すぎる 講義室がにおう 

実践的な授業を行ってほしい。工学大学なんだから座学

だけでなく技術も身に付けたい 

もっと早い時期から専門的な学習がしたいと思った。 

履修要項が分かりづらい。あいまいな表現があり、複数

の意味にとらえられてしまうようで、学生が困惑してい

る。教務課に対応を仰いでも、「私が作ったわけではな

いので～」と責任逃れをするしまつ。他人が分かる文章

を書いてください。そして、対応者である教務課はプロ

意識をもって、内容を理解、把握し、ちゃんとした対応

をしてください。 

英語に対する教科や環境を強化してほしい。室工は留学

生にとって生活しずらい環境だと思う。英語標識が少な

かったり、スタッフが英語に対応できなかったり、など。

この 4年間、色々こういうアンケートで希望や要望を書

いているが、反映されたことがない。 
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学習意欲の低い人間が学業の妨げになることがあるの

で何とかしてほしい（授業中の私語など） 

授業のレベルが低いのと、先生が何を言っているのか分

からないことが多い。 

授業が簡単過ぎる。 

授業中に体調が悪くてトイレに行く際などに外出を注

意する人がいるので、授業を受けている他の生徒にも迷

惑がかかるので、やめさせてほしい。 

大学院での教職の実践的な講義を追加して欲しいです。 

北大の先生を呼ばないで(難しい)(解析) 

シラバスに沿わない授業をするのはやめてほしい 

電気系の講義、演習が 1週間に 4つあるのに 3単位と言

うのはいかがなものか。4コマなのに 3単位であるもの

が 2 科目あるので情報系コースと忙しさが圧倒的に違

う。 

成績の発表をすぐにしてほしい。 

決まった答えがあるわけでもないキャリアデザインの

講義で、これが完璧な答えだと臭わせるような講義をや

めて欲しい。キャリアサポートセンターの担当がその人

だと思うと相談したくなくなるし、誰に相談して良いか

わからなくなる。 

キャリアデザインの講座内容によっては、決まった答えがあるものもありま

す。また、あなたが言うように、正解がないにしても、最適解や納得解はあり

ます。あなたにとって、最適でも納得でもない講義内容があれば、シラバスに

書いている通り挙手して質問するか、講義後でも良いので疑問をぶつけに来て

下さい。シラバスで教示している通り、キャリアデザインは「自らの力で主体

的な行動に移す」ことが重要です。また相談に関しては、キャリアサポートセ

学務課教育支援

係 
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ンターでなくても、全ての学科・コースに就職担当教員がおられますので、あ

なたのコースの先生に、まずは相談してみて下さい。 

集中講義の日にち等の情報が更新されるたび web 上に

も公開してほしい。 
掲示はピロティ掲示板への掲示を基本としておりますが，ご意見は今後の参考

にさせていただきます。 

学務課教育支援

係 
授業休講等の、情報提供の手段を一括してほしい。各授

業によって情報提供手段が異なるのは困る。できれば、

全部、ネット、メール経由にしてほしい。 

シラバスでの単位の確認(卒業、卒論着手基準を満たして

いるか）をしてくれる先生を決めて欲しい。教務課に行

っても個人の対応をしていないとのことなので。 

単位の確認は自分で行うものですが，ご意見は今後の参考にさせていただきま

す。 

学務課教育支援

係 

成績を家でも見れるようにしてほしい。長期休暇のとき

に成績を出されてもわざわざ大学までこなければいけ

ないため、成績に対する意見が言えない。 

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

が，ご意見は今後の参考にさせていただきます。 

学務課教育支援

係 

授業評価アンケートの学籍番号を記入する欄をなくし

てほしい。 

アンケートは回答後封をして送付することとなっており，学籍番号を記入する

ことによる不利益の無いよう実施しておりますが，ご意見は今後の参考にさせ

ていただきます。 

学務課教育支援

係 

学生便覧の読み方が非常に分かりずらい。また、「○○

の単位にわり振られる」と言われて受けた講義が、後々

わり振られないことが分かったという話を聞いた。単位

が取れない、認識間違いで単位が取れないのは学生の問

題だが、大学側での単位の取り扱い方に、上記のような

点から非常に不満を感じる。 

ご意見は参考にさせていただきます。 

「○○の単位にわり振られると言われて～」という旨ご記載いただいておりま

すが、学生間での噂で聞いたということでしょうか、それとも授業担当教員か

ら聞いたということでしょうか。少なからず、学生便覧や掲示にはそのような

旨の記載はございません。 

もし科目の読み替えについてということでございましたら、大学ＨＰ・学生支

援センター内で閲覧可能な、各年度の授業科目の読み替え表を参照の上、科目

の読み替え先についてよくご確認の上、履修を行っていただければと思いま

す。 

学務課教務企画

係 
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なお、履修方法について少しでも分からないこと・疑問に感じる点がございま

したら、学務課学務課教育支援係までお問い合わせください。 

24時間学生が使える教室を用意して欲しいです。 

現在、Ｎ棟に自主学習スペースの導入を検討しておりますので、しばらくお待

ちください。なお、24 時間開放することについてはセキュリティ上の問題で

予定しておりません。夜間の学習はご自宅等で行うようにしてください。 

学務課教務企画

係 
24時間使用可能な教室が欲しい。むしろ早くなっている

のが気にくわない。(清掃員への配慮とは思うが) 

24時間使える自習室の設置 

C棟などの空き教室を土日も利用できるようにしてほし

いです。備品は使いません。よろしくお願いします。 

Ｃ棟講義室の開放は行っておりません。 

現在、Ｎ棟に自主学習スペースの導入を検討しておりますので、しばらくお待

ちください。 

学務課教務企画

係 

学務課の学生への態度/対応が悪かったです。 

不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ありません。いただいたご意見を参考

に窓口対応等を改善してまいります。 
学務課 

学業やサークル活動に関する質問・相談しようと窓口に

行くと、嫌そうな顔又は面倒くさいという様な表情をし

て対応に当たる職員の方々に出会い、非常に悲しい経験

をしました。丁寧で優しい対応をして下さい。お願いし

ます。 

学生課の職員が高圧的． 

学生課の中に態度の悪い奴がいるのでなんとかしてほ

しい。 

学務課の情報提供が遅い場合があるので少し困ります。 

学務科の対応が悪いので改善すべきである。Ex)学内施
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設利用の予約の期間、成績や授業関連の話しの際聞かず

に別に今そのことを聞いていないという内容の話へと

なる、学務課からのメールに添付してある資料が大体ひ

らけない、メールの返答が来ない。 

学務課窓口の対応があまりに不親切なので改善してほ

しい 

学務課の対応手あつく！！！！！！！！！！！！ 

大学事務の対応が役所以下で使えない、話が通じない、

学生だけでなく来る人全てをバカにしてる。 

教務課やる気なさすぎ、授業料免除通せ。 

自分が全てだと考えている教授がいる。 

直接教員へ伝えづらい件でお困りの際は、学生総合相談室へご相談ください。 
学務課学生支援

係 

教授たちが学生とするコミュニケーションに難があり、

大変不快な思いをしているので何かしらの対策、指導を

取るべきだと思います。また、研究にばかり気を向けて

学生のことを少しも考えていない教授に対しても何か

しらの対策をするべきだと思います。 

大学とメールで直接やりとりできるようにしてくださ

い。 

大学ＨＰにメールフォーム（https://www.muroran-it.ac.jp/contact.html）を

設けておりますので、ご連絡いただければ、担当部局とのやりとりが可能です。 

学務課学生支援

係 

学内掲示を電子版、インターネット上で見られるように

してほしい。学科掲示は仕方がないとしても、ピロティ

掲示は CQで見られるようにしてほしい。 

学生の皆さんにお知らせする掲示には様々なものがあり、急遽、授業を担当す

る教員からの掲示によりお知らせするといったものが含まれます。学生全員が

自宅のＰＣやスマートフォン等で即時に掲示板を見る習慣をつけていただき

たいと考えております。 

なお、お知らせする内容によっては Campus Squareやメールでの通知も行っ

学務課教務企画

係 
もっとキャンパススクエアなどのネットサービスを有

効活用して情報をつたえてほしい。いまの時代にわざわ
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ざピロティに見にいくのはおかしい。 ておりますので、これらについても定期的にご確認ください。 

掲示板が見にくいので見やすくしてほしい。 ご意見は参考にさせていただきます。 
学務課教務企画

係 

学務課と保健管理センターにしっかり仕事をして欲し

い 
よりしっかりした対応を心がけさせていただきたいと思います。 

保健管理センタ

ー 

ホケカンの営業時間でランチタイム（12:00-13:00)も開

いててほしい。スタッフの食事時間だとは思っている

が、中には昼の時間しか利用(唯一の授業のあいま）でき

ないので開いててほしい。この 4年間、色々こういうア

ンケートで希望や要望を書いているが、反映されたこと

がない。 

申し訳ありません。11時～14時代の利用人数も多く、スタッフの構成人数や

職務の関係上、開館時間の変更は難しい状況です。緊急時は対応させていただ

いております。 

保健管理センタ

ー 

保健管理センターで相談したが的外れな事を言われて

数カ月無駄にした．初めからセンターを頼らないで外部

を受診すればよかったと後悔している． 

不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。相談対応の仕方を反省

し、一層適切な対応を心がけていきたいと思います。 

保健管理センタ

ー 

改革のみを目的とした理工学部設立は間違っている。教

職課程など今あるものをより良くするため時間とお金

を使うべき。 

昨今、情報技術の進展により、ものづくりのあり方が大きく変わろうとしてい

ます。本学は工学・科学の基礎と技術者に必要な情報処理技術を身に付けた人

材を社会に送り出したいと考えており、今回の理工学部への改組は未来を見据

えたものです。 

経営企画課経営

企画係 

結局、大学が目指していることが、学生に伝わってきま

せん。上層部の方々が適当に決めて、学生に押しつけて

いると感じることが多々有ると思います。理工学部にな

るという話も在学生や教員等の意見を必ずしも聞いて

反映しているとは少なくともM2の私は感じません。こ

れから先、母校である室工大が生き残るためにも、本部、

今回の理工学部への改組は 30 年後の社会を生きる人々の姿を想像し、そのた

めに室蘭工業大学は何ができるのかを考えた結果、たどり着いた改組です。 

在学生、保護者の方々、卒業生、教員、職員、室蘭工業大学に係わるすべての

方々が胸を張って「室蘭工業大学は素晴らしい大学です」と言える大学を目指

して、今後も進んでまいりたいと思います。 

経営企画課経営

企画係 
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教員、学生等それぞれが求める事、目指したい事を時間

をかけてでも良くすり合わせて「自分は室工大出身」と

胸を張って言える大学になってほしいと思います。 

テニスコートにナイター照明ほしいです  ムリだっ

たら大丈夫です。 大学の予算には限りがありますので、現状、照明の設置は難しいです。 
学務課学生支援

係 
グラウンドにライトを設置してほしい。 

大学の近くにローソンを誘致してほしい。 お近くのコンビニなどをご利用ください。 施設課 

cremoと山側の柵に入口を作ってほしい。多数の学生が

柵を乗り越えている。 
検討いたします。 施設課 

H棟、U棟に共有スペースを設けてほしい。 

Ｈ棟と繋がっているＵ棟 1階にラウンジがございますので、そちらをご利用く

ださい。 
施設課 

H棟で研究していますが、H棟には共有スペースがあり

ません。A 棟や Y 棟にはあるのに、なぜ H 棟にはない

のでしょうか？共有スペースがあれば、研究によって発

生してくる疲れの解消や、他研究室との交流も深まると

思います。ぜひ、ご検討よろしくお願いします。 

J 棟に行くために遠回りしなきゃいけないので近くに上

がれる階段つくってほしい。 

検討いたします。 施設課 J棟に入りにくい。階段をつくってほしい。 

正門から J棟までの距離が長すぎます。階段を設置して

ください。 

N棟や A棟に自習室かテーブル付のラウンジ空間（自習

やグループワークが可能なもの）をもっと多く増設して

休憩場所につきましては、各建物内のラウンジや附属図書館をご利用くださ

い。 
施設課 
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ほしい。空教室を掲示して自室室利用（無言）可能にす

るシステムを作ってほしい。 

U(V？)棟に仮眠室を作ってほしい 

空コマの時間に過ごせる休憩場所を増やして欲しい。 

一緒に話をしながら勉強できる場所が不足。N棟ピロテ

ィはとても寒くて飲み物も自販機だけ。 

勉強場所は各建物内のラウンジや附属図書館をご利用ください。 

Ｎ棟の工事つきましては、2019 年 9 月に工事完了予定です。やむを得ない場

合は他の学内施設をご利用ください。 

施設課 

工事の音うるさい、授業中はやめてほしい。 騒音が発生する工事につきましては、工事前に業者と相談の上、授業時間内は

配慮していますが、やむを得ず工事の音が発生することがございます。ご了承

ください。 

施設課 
工事の関係で音が授業のさまたげになることが多々あ

るので、教室の考慮をしてほしい。 

女子寮までの道が暗い。工事を早く終わらせてほしい。 
女子寮へ向かう道路の照明については検討します。 

Ｎ棟の工事につきましては、2019年 9月に工事完了予定です。 
施設課 

設備の老旧、時代についていけない。外国を多く見て、

この世界の変化はとても速いので、それを自封してはい

けない。 

教育等に使用する施設等については、必要性や予算を勘案して、検討します。 施設課 

大学狭すぎです 本学の土地や建物は限られたスペースしかございません。ご了承ください。 施設課 

だんぼうをつけてほしい。さむい。 

例年、11 月上旬から翌年 4 月末まで暖房期間としています。必要に応じて厚

着等の対応をお願いいたします。なお、全学的に室温については夏は 28℃、

冬は 20℃の設定としています。 

施設課 
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土、日、祝日も R棟 V棟の演習室を開放して下さい！！

個人のパソコンで開発環境を整えるのにも限度があり

ます。優秀な人材育成のために！！よろしくお願い致し

ます。 

R棟演習室については，利用者の安全管理から平日利用としていますので，開

放時間で利用してください。R 棟演習室の Linux などは更新等はしますが，

基本全員同じ固定環境ですので，ご自身の PCのほうが使いやすい開発環境を

作れそうに思います。情報系コースの演習担当の先生に相談しては，いかがで

しょうか。 

施設課 

トイレに消毒が欲しい。夜間勉強できる施設が欲しい。

快適な勉強スペースがないから確保してほしかった。 

トイレのハンドソープ等の消毒剤は、各建物の管理部局にて設置の判断をして

おりますので、具体的な希望場所をお知らせいただくと検討が可能です。 

勉強スペースについては、各建物内のラウンジや附属図書館をご利用くださ

い。 

学務課学生支援

係 

図書館前から生協に行く道にロードヒーティングを導

入してほしい。 
検討いたします。 施設課 

大学会館の１Fの女子トイレの便座がズレてるのを直し

てほしい。 
調査いたします。 施設課 

体育館のトイレにシューズのままは入れる大きいスリ

ッパと手を洗う洗剤を用意して欲しい。 
検討いたしますが、予算の都合により希望に添えない事もあります。 

学務課学生支援

係 
トイレにハンドソープを置いてほしい 

トイレのハンドソープ等の消毒剤は、各建物の管理部局にて設置の判断をして

おりますので、具体的な希望場所をお知らせいただくと検討が可能です。 

手洗器の自動水洗化は順次進めています。エアータオルの設置は考えていませ

ん。 

トイレの手洗器の自動水栓化と石ケンの設置、エアータ

オルなどをつけてほしい。 

実験室が狭いです。広くして下さい。よろしくお願いし

ます。 
教育等に使用する施設等については、必要性や予算を勘案して、検討します。 施設課 

学内の駐車場がせまい。駐車場の入り口が凍ってツルツ

ルになっていることが多い。敷地内に喫煙所を作ってほ

しい。図所館内に喫煙所を作ってほしい。 

本学の駐車場につきましては限られたスペースしかございません。現状では駐

車場の増設はできません、ご了承ください。 

健康増進と受動喫煙防止のため、本学は平成 21年度から敷地内全面禁煙です

施設課 
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ので、喫煙所の設置は考えていません。 

男子寮が遠いので女子寮の隣に建てて欲しいです。喫煙

所を敷地内に数ヶ所作って欲しいです。男子寮と大学の

間にコンビニや飲食店が欲しいです。 

女子寮の隣に男子寮を建設する予定はございません。 

平成 21 年度から学内は敷地内全面禁煙ですので、喫煙所の設置は考えていま

せん。 

男子寮と大学の間は大学の敷地ではないため、コンビニや飲食店は大学では誘

致できません。 

施設課 

喫煙所を設けてほしいです。冬はつらすぎます。 
健康増進と受動喫煙防止のため、本学は平成 21年度から敷地内全面禁煙です

ので、喫煙所の設置は考えていません。 
施設課 

工事期間中において、大学構内は禁煙のはずなのに作業

員がタバコを吸っているのを見かけた。大学は管理を徹

底してほしい。 

発見次第注意いたします。 施設課 

大学周辺に娯楽施設や有名チェーンの飲食店を誘致し

てほしいです！！ 

大学周辺は大学の敷地ではないため、ご要望の施設は大学では誘致できませ

ん。 

学務課学生支援

係 

大学周辺にチェーンの飲食店とカラオケ・ボーリングが

欲しい。 

大学のまわりに吉野家みたいなファストフード店がほ

しい 

近くにコンビニを１店舗とボーリング場を作、リラック

スできる環境をつくってほしい。 

仮眠施設を作ってほし～ 
休憩場所につきましては、各建物内のラウンジや附属図書館をご利用くださ

い。 
施設課 
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私と 23 人ぐらいはムスリムなので、大学がれいはいし

つを用意してもらえればいいなと思います。今ごろはお

いのりのとき家にかえらなければいけないです。おいの

りは5分しかかかるので、普通のへやでいいと思います。 

大学会館内の集会室であれば、空き状況にもよりますが予約・利用が可能です。 
学務課学生支援

係 

カフェがほしい 検討中です。 
学務課学生支援

係 

カービィカフェ開いて欲しい 

現状、誘致・設置予定はありません。 
学務課学生支援

係 

学生の健康を考えて、パン屋を建設してほしい。 

すき家も欲しい 

スタバ欲しい！(研究室に) 

焼きたてのパンを売ってくれるパン屋がほしい 

R105、R106の PCをどうにかしてほしい。 
PCは管理されています。もし異常等があれば教員技術職員に申し出てくださ

い。 

情報電子工学コ

ース 

R棟の PC室を土日も開けて欲しい。 管理の関係上平日となっていますので開放時間に利用してください。 
情報電子工学コ

ース 

情報棟 2F のラウンジで匂いが強い料理をやめさせて欲

しい。1Fから 3Fまで匂いが広まっており、ひどい時に

は研究室まで入ってくるので集中することができない。 

周知するなどで対応します。 
情報電子工学コ

ース 
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情報系コースにおいて、就職をあっせんしている企業が

少ない。Cookpadや CyberAgentなど、最近の IT企業

もリサーチできないと、室工大はどんどん他大学に差を

つけられるだろう。 

今後も就職関係の企業を広げていきます。 
情報電子工学コ

ース 

moodleのプライベートファイルを常設して欲しい。(他

講義で使用したものを代用している状態） 
プライベートファイルの設定方法を Q&Aに掲載します。 

情報メディア教

育センター 

学内の広い範囲でWi-Fi環境を整えてほしい。掲示板・

CAMPUS SQUARE・シラバス・時間割表・時間割訂正

表、口頭から教室変更・休講などの情報を知ることがで

きるが、あまり共有されてなく、どれか１つのみに情報

が書かれていることが多い。どこからでも情報にアクセ

スできるよう、もっと共有されたネットワークにしてほ

しい。 

WiFi環境は 2019年 4月から拡充・強化予定です。 

CampusSquareについては、学務課で改善を検討しています。 

情報メディア教

育センター 

キャンパススクエアの成績照会をもっと楽にして欲し

い。(学内Wi－Fiや学内 PC以外でも見られるようにし

て欲しい) 

セキュリティ上、学外からのアクセスは制限しています。VPN を利用してく

ださい。 

情報メディア教

育センター 

土日は研究室の PCがつかないようにして欲しい。 
各研究室の担当教員にご相談ください。教員に相談できない場合は学生総合相

談室に相談してください。 

情報メディア教

育センター 

coopの物の値段が高すぎる。下に見すぎでは？ 
デイリーの価格が高いのか、コープ商品の価格が高いのか、下に見すぎではと

の意味がわかりません。具体的なご意見をお願いします。 
生協 

生協に遊戯王チップスとシャドーバースウエハースと

パズドラウエハースとホワイトロリータを置いてほし

いです。 

遊戯王チップスとシャドーバーウエハースは 発売した時に取り扱います。ホ

ワイトロリータは 3月末に店内セールをかけます。 
生協 
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学食をもっと安くしてほしい 
現行価格の値下げは食材、物流コストの上昇等で今後ますます厳しくなりま

す。新たなメニュー開発や品質の向上で皆様の期待に答えたいと思います。 
生協 

学食高いです。苦学生には 1食 500円はきついです。 

災害への備えができていないと思った。 

昨年９月に発生した北海道胆振東部地震の際の経験や反省を踏まえて，本学の

危機管理ガイドライン及び災害対策マニュアルの見直しを行っており，今後の

災害への準備を進めております。 

総務広報課総務

広報係 

図書館の開館時間を 2時間早めてほしい 
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。 

図書学術情報室 
試験期間だけでなく通常の時も図書館の閉館時間を遅

くしてほしい。 

図書館の小説をもっと増やしてほしい。(伊坂幸太郎と

か) 

本学には、「図書購入リクエスト」という制度があり、学生のみなさんの学習

や教養のために必要な資料の購入をリクエストすることができます。図書館ホ

ームページの「マイライブラリ」よりお申込みください。 

図書学術情報室 

図書館の二階の席の全てにでんきをせっちしてほしい。 
このことに関して即時対応は難しいですが、現在、閲覧席の更新・増設を計画

中です。ご不便をおかけしますが、どうぞご了承ください。 
図書学術情報室 

図書館の本を増やしてほしい。テスト時に図書館がこん

ざつしすぎているので他にも図書館のようなスペース

がほしい。 

2文目は全学に関することですので、1文目「図書館の本を増やしてほしい。」

について回答いたします。借りたい本が貸出中のため、借りられないというこ

とでしたら、予約制度をご活用ください。また、特に良く借りられる本につい

ては同じ本を複数冊用意することで、より多くの方が利用可能となるようにし

ています。 

図書学術情報室 

TOEIC云々の前に、まず二次試験(前期日程)に英語を設

けて欲しい。前期日程はセンター圧縮 300点＋二次 800

点の計 1100点のうち、英語の配点は 6％しかない。 

前期日程の配点はセンター試験 850点+個別学力検査（二次試験）300点です。

そのうち英語は 200 点（外国語+リスニングを 200 点に圧縮）ですので 17％

です。これは数学 43％、理科 26％に次いで３番目に配点が高い科目でもあり

入試戦略課入学

試験係 
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ます。 

今後センター試験の英語が変革していく中で、その配点については見直しも含

めた検討を行っています。 

入学の際、性格診断のような物を行い、真面目、優しい

人のみを入学させて下さい。 

真面目さや優しさは性格診断によって数値化できたとしても、何点以上が真面

目、優しいという客観的な評価が難しいのではないでしょうか。 

入試戦略課入学

試験係 

大学院に進学しようか迷っている人に対して、もっと何

かしらの対応をするべき。進学させたがっている割に

は、大学院に行くメリットや研究室の雰囲気を上手く伝

えられていない気がする。 

大学院向けの広報はパンフレットを配布するにとどまっており、踏み込んだ

PR活動ができていない状況にあります。ご意見を参考に今後の広報活動につ

いて検討していきます。 

入試戦略課入試

企画係 

先生たちのハラスメント講座的なものをやって指導し

た方が良い先生がまれにいるのでたのみます。 

毎年、全教職員を対象としてハラスメント防止講演会を開催しております。今

後も取組みを継続し、ハラスメントがない大学になるよう努めていきます。 

総務広報課労務

管理係 

一部情報教員におけるアカハラ(パワハラ？）をどうにか

してほしい。 
ハラスメント相談員もしくは学生総合相談室にご相談ください。 

総務広報課労務

管理係 

今年起きた●●●の事件は何故アカハラのみで処理さ

れたのでしょうか？大学ぐるみで不正を揉み消したと

いう事でよろしいでしょうか？停職６箇月の懲戒処分

をうけていますが、復帰した時の事を考えるととても怖

いです。このアンケートをやる意味がよくわかりませ

ん。紙の無駄です。 

本学では、コンプライアンス上の問題がある場合、法令及び学内規則に基づき、

適切な措置を講じております。  

なお、植物防疫法に定める必要手続きを行わずに土を国内に持ち込んだ件につ

いては、本件判明後、速やかに所管官庁である農林水産省に報告し、当該官庁

の調査に協力の上、指示に従いました。 

また、再発防止のため、国内への持ち込みに規制がかかっているものを用いた

研究を行う可能性のある研究組織に対し、植物防疫法順守のための指導を徹底

しました。 

 

なぜ●●●先生のやったことを隠ぺいし、また工大に戻

ってくるのはなぜでしょうか？疑問に思っている人が

いるので、しっかりと公開すべきかと。 

根強い隠蔽体質に辟易している 
御意見の内容が必ずしも明確ではありませんが、本学では、コンプライアンス

上の問題がある場合、法令及び学内規則に基づき、適切な措置を講じておりま
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す。 

本年度、報告された教員のハラスメントですが学生間で

知られている内容と全く違うのはなぜですか？被害者

の学生からの内容が間違っているのですか？大学には

不信感しかありません。 

本学では、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、学内規則に基づき適切

に対応しております。（本学のハラスメントに対する取組については、HP を

参照してください。 

（http://www.muroranit.ac.jp/syomu/harassment/harassment_kisoku.pdf） 

なお、ハラスメントによる懲戒処分が行われた場合には、関係する学生の皆さ

んに、処分の理由とその内容について説明しております。 

 

 


