
 2017年度Q1　キャンパス環境整備に関する意見について（学生）【回答依頼】

No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
1 エアコンが臭い 総務課 エアコンは、シーズン前にフィルター等の清掃を

実施していますが、機器の経年劣化による場合
も有り得ますので、施設課と協議して取り換えも
検討いたします。

B21,E33,E34,H26

2 トイレのハンドソープが薄い 総務課 日々の清掃において、薬剤を定められた量を補
充しています。

B21

3 マーカーが細くて見づらい 総務課 ホワイトボードのインクは毎日清掃時にインクの
出具合、残量を確認し、適宜補充・交換を行うと
ともに、複数のペンを置いてインク切れのないよ
うに対応しています。ペンは中字のほか、極太も
用意していますので、見にくい場合は担当の先
生に申し出ていただくとよいかと思います。

B11

4 マーカーのインクが薄い 総務課 ホワイトボードのインクは毎日清掃時にインクの
出具合、残量を確認し、適宜補充・交換を行うと
ともに、複数のペンを置いてインク切れのないよ
うに対応しているところですが、適切に補充等を
実施することといたします。

B11,EB1,G27,R49,S21,S23,S45,S56

5 ローソンがうるさい 総務課 教室に近接した店舗であるため、音出しには十
分配慮していると思いますが、通常と異なる音出
しをして支障があるようでしたら、店側にその
旨、お伝えください。

S21

6 机と椅子が臭い 総務課 日々の教室清掃において、拭き掃除で対応でき
るものについては対応をしていきます。ただし、
老朽化等により日常清掃で対応できないものに
ついては、施設課と協議して取り換えも検討いた
します。

MB1

7 机と椅子の感覚が狭い 総務課 現在の教室仕様によるものですが、机、椅子の
配置に関して、今後の全学的な改修工事で検討
することとします。

G24

8 机の間隔が狭い 総務課 日々の教室清掃において、机も整理して配置し
ているところですが、教室のスペースに応じて机
の間隔が適切になるようにします。

B47,E12,K21,S46,S56

9 教室・机・床が汚い 総務課 日々の教室清掃において、拭き掃除で対応でき
るものについては対応をしていきます。ただし、
老朽化等により日常清掃で対応できないものに
ついては、施設課と協議して取り換えも検討いた
します。

B11,D51,E12,E21,G24,G27,KB1,MB2,Q102,S21,S47,S64
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
10 教室がカビ臭い 総務課 教室の臭気については、建物が古くなってきて

いることもあり、状況を確認しながら、施設課とと
もに対応を検討してまいります。なお、教室の清
掃時には換気する等、出来る限りのことは実施
します。

M1

11 教室が臭い 総務課 教室の臭気については、建物が古くなってきて
いることもあり、状況を確認しながら、施設課とと
もに対応を検討してまいります。なお、教室の清
掃時には換気する等、出来る限りのことは実施
します。

EB1,G26,M1,M2,MB12

12 教室にゴミ箱が欲しい 総務課 学内にはゴミ箱を数箇所にまとめて設置しており
ますので、そちらをご利用くださるようお願いしま
す。

Q313,Q415,Q604,S21

13 窓を開けるとタバコの匂いがする 総務課 喫煙所が近接していたため、風向き等によって
は紫煙が流れ込む可能性はありましたが、G棟
横喫煙所は閉鎖をしましたので、第2クォーター
以降はそのような問題はなくなったと思われま
す。

MB1

14 昼食後の教室が臭い 総務課 教室内での飲食は許可された教室のみにもか
かわらず、飲食の実態があるようですので、飲
食可能な教室等について、関係部署等と協力し
ながら、引き続き学内周知に努めることとしま
す

B31,G26,S21

15 天井から虫が落ちてきた 総務課 害虫駆除は見つけ次第実施しているとともに、
定期的に監視・調査を施設課にて行っていま
す。もし、害虫を見つけられましたら、総合受付、
教務課等、 寄の事務窓口にお知らせくださ
い。

Q314

16 蜂など、虫が多い 総務課 本学は特に樹木等緑の多いキャンパスのため、
虫の侵入を100％防止することは困難です。害
虫に関しては駆除いたしますので、総合受付等
事務窓口にお申し出くださるようご協力ください。

MB2

17 絨毯が汚い 総務課 清掃委託業者が、カーペット敷の床に関して、通
常掃除機によるゴミの除去を実施しているところ
ですが、靴等による泥汚れに関しては必要に応
じて、薬剤を使用した水拭きも併せて行うことと
いたします。

D51,R63

18 G28閉扉時に音が鳴る 施設課 2018年度に行うG棟改修工事では、教室環境の
改善を目指し、教室の内装を一新するとともに、
不具合が生じている箇所についても、可能な限
り修繕等も行います。

G28

19 時計が止まっている 施設課 正常に動作するよう対応しました。 Q416,R53
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
20 Q棟にウォータークーラーを設置してほしい 施設課 ウォータークーラーを設置するには電源と上水

道の給水および排水設備が必要となります。 Q
棟にウォータークーラーを設置することは困難で
す。 ご了承ください。なお、Q棟付近で利用でき
るウォータークーラーは、D棟1階、J棟1階にあり
ます。

Q315

21 エアコンが付かない時期に教室が暑い 施設課 本学では省エネのため、暖房時期、中間期（空
調運転を行わない時期）、冷房時期を設定して
います。 空調の集中管理は、この３つの期間設
定に基づいて行っています。 ご了承ください。
なお、中間期は特に天候等によって気温の上下
があり、「暑い、寒い」と感じられる場合があるか
と思いますが、省エネへの理解と協力をお願い
します。

B22,B31,E21,E22,E24,EB1,G27,G30,JB12,Q313,R49,G25,JB15

22 エレベーターがなかなか来ない 施設課 R棟内には、エレベーターが東側に2基、西側に1
基設置されています。特に、多数の利用者が集
中する時間帯においては、可能な限り、階段を
ご利用ください。

R63

23 ガラス張りの教室では、外の通行人が気になる 施設課 カーテンが設置されていますので、カーテンを閉
めてよいか、担当の先生に相談してください。

Q102,Q313

24 スクリーン・黒板等が反射して見づらい 施設課 カーテンやブラインドの使用、室内の照明で調整
が可能か、担当の先生にご相談ください。また、
太陽光の室内への差し込みにより、カーテンや
ブラインドの使用でも遮光不足が発生する教室
については、効果的な方法を検討したいと思い
ます。

B21,B31,E11,G28,R49,S51,S61

25 スクリーン・黒板等の位置が低く、教卓や人の頭などで見えない 施設課 大きな教室では座席位置によって見づらいこと
があると思います。可能であれば席を変わる
か、座席位置の変更について担当の先生と相談
してください。座席を変更しても解消されない場
合は、教室変更について、教務課に相談してくだ
さい。

EB1,Q101,Q503,R49,S56

26 スクリーンを使用すると、ホワイトボードが見えなくなる 施設課 大きな教室では座席位置によって見づらいこと
があると思います。可能であれば席を変わる
か、座席位置の変更について担当の先生と相談
してください。座席を変更しても解消されない場
合は、教室変更について、教務課に相談してくだ
さい。

R49

27 テレビやスクリーンを使う際に手元が見えずメモできない 施設課 手元の明るさを確保できる程度の照明の点灯が
可能か、担当の先生に相談してください。

E12,EB1

28 トイレが狭い 施設課 通常の広さを確保しています。なお、2018年度に
行うK・M棟改修工事では、教室環境の改善を目
指し、教室の内装を一新するとともに、トイレも改
修する予定です。

M2
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
29 ブザーが聞こえない・聞こえにくい 施設課 ブザーの音量を調整します。なお、ブザーの不

具合や聞こえが悪いことに気付かれたら、教務
課にお知らせください。

G25,G26,Q101,Q313

30 ホワイトボードが動かしづらい 施設課 正常に稼働することを確認しました。 Q102
31 ホワイトボードにがたつきがある 施設課 不具合を解消しました。 S56
32 ホワイトボード同士の重なりで板書が見えない 施設課 大きな教室では座席位置によって見づらいこと

があると思います。可能であれば席を変わる
か、座席位置の変更について担当の先生と相談
してください。座席を変更しても解消されない場
合は、教室変更について、教務課に相談してくだ
さい。

DB1

33 椅子がかたい 施設課 本学ではメンテナンス性を考慮してクッションなし
の座席を採用しておりますのでご了承ください。
必要があれば、クッション等を各自で用意してく
ださい。

B11,B21,B31,DB1,E23,EB1,G25,G26,G27,J54,KB1,M1,M2,MB1
2,MB2,Q604,R54,R55,S53,S62

34 椅子が高い 施設課 校舎建築時期において、標準的な高さのもので
す。現時点で取り替えの予定はありません。ご
了承ください。

DB1

35 椅子の音がうるさい 施設課 2018年度に行う校舎改修工事において、教室環
境の改善を目指し、教室の内装を一新するとと
もに、椅子なども整備します。

G28

36 換気ファンにより、照明がチカチカした 施設課 2018年度に行う校舎改修工事において、教室環
境の改善を目指し、教室の内装を一新するとと
もに、換気設備なども整備します。

M1,MB2

37 机・椅子がガタガタする 施設課 脚部と床面との関係で間隔が生じてガタガタす
ることがありますので、入学試験の際に不具合
のないように点検・調整しています。また、ネジ
の緩みが原因のものは、絞め直しました。

E21,F22,KB2,MB12

38 机・椅子が狭い 施設課 教室の机と椅子（メモ台付きの椅子も含む）の大
きさについては、校舎建築時期においては標準
的なサイズのものであり、教室の面積と収容人
数によって差異があり、体格差などで不便に感
じられることもあると思いますが、ご了承くださ
い。
なお、Ｇ棟・K棟・M棟は、2018年度に、教室環境
の改善を目指し、教室の内装を一新するととも
に、机・椅子なども整備します。

E11,G25,G27,K22,M2,MB2,Q101,R45,S73

4／13



No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
39 机・椅子のささくれで、服が破れる、けがをする 施設課 不良箇所については、座板を交換するなど対応

します。なお、F棟・Ｇ棟・H棟・M棟は、2017年度
から2018年度にかけて行う校舎改修工事におい
て、教室環境の改善を目指し、教室の内装を一
新するとともに、机・椅子なども整備します。

F25,FB2,G25,G26,G27,G28,H24,L12,M1,M2,MB11,MB12,MB2

40 机・椅子の構造が座りにくい 施設課 H棟は、2017年度に、教室環境の改善を目指し、
教室の内装を一新するとともに、机・椅子などを
整備しました。ただし、B棟・E棟・S棟は、現時点
で取り替えの予定はありません。ご了承くださ
い。

B31,B47,E11,H23,S56

41 机と椅子が一体になっていて使いにくい 施設課 メモ台付きの椅子も含み、現時点で取り替えの
予定はありません。ご了承ください。

G27,MB12,R44,S58

42 机と椅子のサイズが合っていない 施設課 教室の机と椅子の大きさについては、校舎建築
時期においては標準的なサイズのものであり、
教室の面積と収容人数によって差異があって、
体格差などで不便に感じられることもあると思い
ますが、ご了承ください。
なお、M棟は、2018年度に、教室環境の改善を
目指し、教室の内装を一新するとともに、机・椅
子なども整備します。

E12,MB12

43 机の傾斜で紙やペンが滑り落ちるのでない方がよい 施設課 現時点で取り替えの予定はありません。ご了承
ください。なお、M棟は、2018年度に、教室環境
の改善を目指し、教室の内装を一新するととも
に、机なども整備します。

DB1,E11,EB1,MB2

44 机の端ばかり座るため、出入りしづらい 施設課 利用者同士で声を掛け合い、スムーズな着席、
離席にご協力ください。

E11,G26,G28

45 机の幅が狭い 施設課 机の幅は、校舎建築時期においては標準的な
サイズのものです。なお、Ｇ棟は、2018年度に、
行う校舎改修工事で、教室環境の改善を目指
し、教室の内装を一新するとともに、机も整備し
ます。

G26

46 教室・机・椅子が古い 施設課 F棟、G棟、M棟は、2018年度に行う校舎改修工
事で、教室環境の改善を目指し、教室の内装を
一新するとともに、机・椅子なども整備します。

E32,FB2,G26,G28,LL1,M2

47 教室が暗い 施設課 G棟、H棟、M棟は、2017年度から2018年度に行
う校舎改修工事で、教室環境の改善を目指し、
教室の内装を一新するとともに、照明なども整備
します。B棟、E棟は改修工事の対象外ですが、
B31、EB1共に既設の照明で、必要な照度が確
保されていることを確認しました。

B31,EB1,G25,HB2,M2,MB11

5／13



No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
48 教室が寒い 施設課 教室の大きさや天井の高さ、前後の高低差、ま

た座席位置によって温度差が生じることがありま
すが、全体を均一に温度調整することは難しい
のが実情です。ご理解ください。
また、本学では省エネのため、暖房時期、中間
期（空調運転を行わない時期）、冷房時期を設定
しています。 空調の集中管理は、この３つの期
間設定に基づいて行っています。 ご了承くださ
い。
なお、中間期は特に天候等によって気温の上下
があり、「暑い、寒い」と感じられる場合があるか
と思いますが、省エネへの理解と協力をお願い
します。

B11,B31,DB1,E11,E12,EB1,FB2,G25,G26,G28,HB2,KB1,M1,M2,
MB11,MB12,Q101,Q102,Q103,Q104,Q315,Q418,S21,S22,S23,
S45,S47,S55,S56,S58,S65,S73

49 教室が暑い 施設課 教室の大きさや天井の高さ、前後の高低差、ま
た座席位置によって温度差が生じることがありま
すが、全体を均一に温度調整することは難しい
のが実情です。ご理解ください。
また、本学では省エネのため、暖房時期、中間
期（空調運転を行わない時期）、冷房時期を設定
しています。 空調の集中管理は、この３つの期
間設定に基づいて行っています。 ご了承くださ
い。
なお、中間期は特に天候等によって気温の上下
があり、「暑い、寒い」と感じられる場合があるか
と思いますが、省エネへの理解と協力をお願い
します。

B11,B21,B31,DB1,E11,E12,EB1,G25,G26,G27,G28,H24,J27,J5
5,M1,M2,MB2,Q102,Q308,Q313,Q415,Q601,R45,R49,R53,R63,
S21,S23,S56,S63,S65,S66

50 教室に網戸がほしい 施設課 教室棟の窓の網戸の設置について、今後のキャ
ンパス整備計画の課題のひとつとして、その可
否について検討していきます。

E24,G24,G25

51 教室の空気が悪い 施設課 換気設備が整備されている教室もありますが、
休憩時間中に、可能であればドアや窓を開ける
こともしてください。なお、G棟、M棟は、2018年度
に行う校舎改修工事で、教室環境の改善を目指
し、教室の内装を一新するとともに、換気設備も
整備します。

B21,B31,DB1,E12,E32,EB1,G25,G26,G27,G28,J26,M1,M2,Q102
,Q417,R49,S21,S22,S23,S56,S57

52 空調が効きすぎていた 施設課 教室の大きさや天井の高さ、前後の高低差、ま
た座席位置によって温度差が生じることがありま
すが、全体を均一に温度調整することは難しい
のが実情です。ご理解ください。

B11,B21,B31,DB1,E32,G26,G27,G28,M1,M2,MB12,Q102,Q103,
Q310,Q415,R44,R49,S21,S22,S23,S56,S72,S73
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
53 空調が効きづらい 施設課 教室の大きさや天井の高さ、前後の高低差、ま

た座席位置によって温度差が生じることがありま
すが、全体を均一に温度調整することは難しい
のが実情です。ご理解ください。

B11,B21,B31,B47,D51,DB1,E11,E12,E21,EB1,G25,G26,G27,G2
8,KB1,M1,M2,MB12,MB2,Q601,R45,R49,S21,S23,S23,S49,S23,
S73,S56,S57

54 空調が切れなかったことがあった 施設課 正常に動作しています。 Q310
55 黒板・ホワイトボードが見づらい 施設課 大きな教室では座席位置によって見づらいこと

があると思います。可能であれば席を変わる
か、座席位置の変更について担当の先生と相談
してください。

DB1,EB1,G24,G27,Q101,R49,S21,S56,S65

56 黒板が固定されていて、教員が板書し辛そうだった 施設課 可動式のものに取り替える予定はありません。
ご了承ください。

H23

57 黒板の上下を入れ替える際の音がうるさい 施設課 G棟は、2018年度に行う校舎改修工事で、教室
環境の改善を目指し、黒板も含め、教室の内装
を一新します。

G26

58 座席によってエアコンの風が直接あたる 施設課 大きな教室では座席位置によって空調の風が直
接あたることがあると思います。空調の調整や、
座席位置の変更について担当の先生と相談して
ください。

S21

59 座席位置によってスクリーン・黒板等が見づらい 施設課 大きな教室では座席位置によって見づらいこと
があると思います。可能であれば席を変わる
か、座席位置の変更について担当の先生と相談
してください。

B31,EB1,G25,G28,J55,Q101,Q313,Q503,S21,S22,S56

60 時計を前に設置してほしい 施設課 教員からも常時見られるよう、教室の横に設置し
ています。

Q603,Q604

61 照明が明るくて、スクリーンが見づらい 施設課 一部の照明を消灯することで調整が可能か、担
当の先生にご相談ください。

EB1,S21

62 照明のスイッチが遠いため、講義中に入切し辛そうだった 施設課 現時点で取り替えの予定はありません。 EB1,MB12
63 照明を消灯するときに、手元だけ明るくできるようにしてほしい 施設課 手元の明るさを確保できる程度の照明の点灯が

可能か、担当の先生に相談してください。
EB1

64 窓を閉めることができない 施設課 窓が閉まることを確認しました。 M2
65 電気が急に消える 施設課 照明設定の不具合を解消しました。 Q102
66 電子黒板を設置してほしい 施設課、情報セン

ター事務室
B11教室に設置していますスクリーンは200イン
チです。その規模の電子黒板は現時点ではあり
ません。また、100インチ程度の電子黒板では、
教室後方に着席している学生の方では、ほとん
ど文字を認識することができません。

B11
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
67 破損している席があった 施設課 不良箇所を修繕しました。なお、K棟は、2018年

度に行う校舎改修工事で、教室環境の改善を目
指し、教室の内装を一新するとともに、椅子も整
備します。

KB1

68 隣の椅子との間隔が狭い 施設課 椅子の幅は、校舎建築時期においては標準的
なサイズのものです。なお、Ｇ棟、M棟は、2018
年度に行う校舎改修工事で、教室環境の改善を
目指し、教室の内装を一新するとともに、椅子も
整備します。

G26,MB2

69 2時間連続の授業は負担が大きい 教務課 クォーター制のもとでは、違う曜日に２回実施さ
れる科目、２時限続けて実施される科目があり
ますが、２時限連続して実施することにより学習
効果が高められる科目は、同じ曜日に２時限連
続した時間割となっています。2時間連続した授
業は負担が大きいとのことですが、そのような理
由から2時限連続の授業があることをご理解くだ
さい。シラバスでは一年間の時間割を確認する
ことができます。履修を希望する科目の時間割
を確認して、負担にならないような授業計画をた
ててみてください。また各クォーターで登録した
科目の変更をすることもできますので、授業計画
の見直しにも活用してみてください。

B22,F22,G25

70 クォーター制の授業日程により就職活動に影響が出る 教務課 3月に行われる授業開始前の登録では、第1
クォーターおよび第2クォーターの登録が可能で
すので、2つのクォーターを合わせて計画的な履
修計画を立ててください。

B11

71 講義時間に教室の鍵が開いていない 教務課 S12教室は、PCが設置されている教室になりま
す。鍵を管理している情報センターとも利用状況
について情報共有をして、確実に開錠するよう
努めます。

S12

72 試験期間と就職活動期間が重なっている 教務課 3月に行われる授業開始前の登録では、第1
クォーターおよび第2クォーターの登録が可能で
すので、2つのクォーターを合わせて計画的な履
修計画を立てるとともに、就職試験受験のため
定期試験を受験することができない場合は、追
試験受験の申請手続ができますので、この制度
も活用してください。

B11

73 試験日程の公表が遅すぎる 教務課 担当者への問い合わせの方法などを確認し、試
験時間割発表の日程を早めることができるか検
討したいと思います。

B31
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
74 受講人数に対して教室が狭い 教務課 教室は授業運営形態に基づき教室設備を確認

した上、履修者数を超えない定員の教室を割り
当てています。また実際に授業が始まった後で
も、授業運営に支障がある場合は、教員の申し
出により、可能な限り要望に沿った教室に変更
しています。

B31,DB1,E11,E12,EB1,G25,G27,G28,G30,H11,H23,M1,M2,MB1,
MB2,Q101,Q102,Q313,Q503,R49,S21,S22,S23,S55,S56,S58,S6
4,S66,S73

75 受講人数に対して教室が広すぎる 教務課 教室は授業運営形態に基づき教室設備を確認
した上で割り当てています。教室設備を優先す
るため、受講人数よりも大きな教室を割り当てる
こともあります。実際に授業が始まった後でも、
授業運営に支障がある場合は、教員の申し出に
より、可能な限り要望に沿った教室に変更してい
ます。

B31,H22,Q314,Q417,S21

76 受講生ではない学生が席を占領していた 教務課 受講生でない学生が、席を占領して座れなかっ
たり、授業が始まっても退席しない場合など、担
当教員を通じて教務課まで申し出てください。対
応します。

S23

77 補講の教室変更に誤りがあった 教務課 今後、通常の授業だけではなく、補講やガイダン
スについても教室が重複しないように努めます。

B11

78 毎回教室が変更になって困る 教務課 週2回行われる授業については、その時限に実
施されている科目との調整により、曜日ごとで教
室が違う場合もあります。実際に授業が始まっ
た後でも、授業運営に支障がある場合は、教員
の申し出により、可能な限り教室を変更していま
す。

Q311,R61

79 隣の教室がうるさい・早く終わった授業の学生がうるさい 教務課 授業中に、教室の外が気になるような状況があ
りましたら、担当教員を通じて教務課まで申し出
てください。対応します。

E11,F11,F12,H24,JB11

80 ゴミを置き去りにする学生がいる 学生課 「ゴミはゴミ箱へ捨てる」ことは、 低限のマ
ナー、ルールです。ゴミを置き去りにする学生が
いることは非常に残念です。大学としては、新入
生ガイダンスなど学生が集まる機会を利用して
マナー向上を呼びかけていきますが、学生同士
でも注意しあい、マナー違反行為を止めるよう促
してもらいたいと思います。

EB1
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
81 机などに落書きをする学生がいる 学生課 軽い気持ちなのか、落書きをしてしまう学生がい

ることは非常に残念です。その後で誰かが消す
という作業をしなければならないことを考えない
のでしょうか。
大学としては、新入生ガイダンスなど学生が集ま
る機会を利用して注意喚起をしていきますが、学
生の皆さんも落書きをしている人を見かけたら、
注意するようにしてください。皆で使う机などは、
気持ち良く使いたいものです。

R49

82 PCの音が小さい 情報センター事務室 教室設備を点検し機器に問題がないことを確認
しました。PCが正しく接続されていない可能性が
ありますので、視聴覚教育センター(L棟2F)まで
連絡いただくようお願いします。

S57

83 Wi-Fiがつながるようにしてほしい 情報センター事務室 B棟については、2017年8月にWi-Fi整備が完了
しています。S棟については、既にWi-Fiが整備さ
れていますので、何か不備がありましたら、S棟3
階情報センター事務室までお越しください。な
お、2017年度の学長方針にありますように、キャ
ンパス全体の無線LAN整備は計画的に進めて
いく予定です。

B11,B22,B31,B43,B45,D51,DB1,E11,E24,G21,G26,KB1,KB2,M2
,S21,S43

84 Wi-Fi接続が安定せず、インターネットに接続できないときがある 情報センター事務室 J棟のWi-Fi整備は、2018年度を予定していま
す。S棟およびR棟については、既にWi-Fi整備が
完了していますので、何か不備がありましたら、
S棟3階情報センター事務室までお越しください。

J26.R49,S21

85 スクリーンが小さい・画質が悪い 情報センター事務室 G棟/H棟教室につきましては、キャンパス整備
計画の中で鮮明に表示できる機器に変更するこ
とを予定しています。B棟/J棟/Q棟につきまして
は、スクリーンサイズの変更は検討していません
が、画質が悪い場合は視聴覚教育センター(L棟
2F)まで連絡いただくようお願いします。

B21,G26,G28,HB2,J26,J54,JB14,Q503

86 スクリーンにノイズが入る。色がおかしい。 情報センター事務室 EB1教室は2017年度内の機器更新を予定してい
ます。S45教室については点検を実施し機器に
問題がないことを確認しました。今後問題があれ
ば視聴覚教育センター（L棟2階）まで連絡いただ
くようお願いします。

EB1,S45

87 スクリーンの明るさを調整できるようにしてほしい 情報センター事務室 EB1教室は2017年度内の機器更新を予定してい
ます。S28教室については視聴覚設備を設置し
ていません。

EB1,S28
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
88 テレビをスクリーンにしてほしい 情報センター事務室 2017年度内の教室改修計画の中で、機器を大

型ディスプレイに変更いたします。
H26

89 ヘッドホンが汚い 情報センター事務室 R棟MM教室(R34、35)は、授業期間中はほぼ1ヵ
月に1度の頻度でメンテナンスを行っており、そ
の際にPC周辺を清掃しています。利用時に破損
や汚れなどがあれば、情報センター事務室（S棟
3F）までご連絡ください。

R34

90 マイクにノイズ・ハウリングがある、音を拾わない 情報センター事務室 教室設備を点検し機器に問題がないことを確認
しました。また、定期点検を実施していますの
で、その中で機器を調整し問題が生じないように
します。

B22,E12,G27,Q104,S47,S72

91 マイクの音が小さい 情報センター事務室 教室設備を点検し機器に問題がないことを確認
しました。また、定期点検を実施していますの
で、その中で機器を調整し問題が生じないように
します。

D51,DB1,E12,KB1,MB12,S47

92 マイクの音が大きい 情報センター事務室 教室設備を点検し機器に問題がないことを確認
しました。また、定期点検を実施していますの
で、その中で機器を調整し問題が生じないように
します。

S21

93 マイクを設置してほしい 情報センター事務室 2018年度実施予定の教室改修計画の中で導入
を検討します。

KB2

94 リスニングの音が悪い
テレビがチカチカする

情報センター事務室 LL1/LL2教室につきましては、老朽化が進んで
いますが、改修の予定はありません。申し訳あり
ませんが、R棟3階教室で同等の機能を実現して
いますので、R34またはR35教室をご利用いただ
くようお願いします。

LL1

95 音響のノイズがうるさい 情報センター事務室 G棟は2018年度内に改修を計画しています。そ
の際に、視聴覚機器も整備対象となっていま
す。Q棟につきましては、定期的に点検を行い不
備があれば適切に対応いたします。

G25,Q101

96 機器の調子が悪いので、点検をしてほしい 情報センター事務室 教室設備については、定期的に点検を実施して
います。点検において機器を調整し、問題が生じ
ないようにしています。なお、B31,EB1,H棟,M棟
の視聴覚機器については、機器更新を実施済あ
るいは実施予定です。

B31,EB1,HB2,J54,LL1,M1,R49,S61
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
97 教室にコンセントを1人1つ用意してほしい 施設課、情報セン

ター事務室
【施設課】学内で進められている校舎改修工事と
共に、教室環境の改善を目指し、モバイル機器
の充電を目的とした電源ステーションの整備も
進めていきます。
【情報センター事務室】情報コンセントではなく、
無線ネットワーク（Wi-Fi）を各教室棟で利用でき
るように計画的に整備しています。

B21,E12,S73

98 視聴覚機器の使い方を教員へ事前に説明して欲しい 情報センター事務室 視聴覚機器の使用方法につきましては、分かり
易いように各教室に利用ガイドを備え付けさせて
いただいています。それでもご不明な場合は、事
前でも授業の際でも結構ですので、機器説明を
させていただきます。視聴覚教育センター（L棟2
階）までお問い合わせください。

EB1,G25,HB2,J54,M1,M2,Q313

99 クォーター制を廃止してほしい 学長室 2017年4月のクォーター制導入は、大学の国際
化と教育・研究の質の向上をもたらす
ための基盤改革で、これによって能動的な学習
や留学を促す様々な新しいプログラ
ムや授業が提供されるようになりました。

大学として、これからもより一層良い制度になる
ように工夫を重ねていきますので、
他大学にはない南山大学のクォーター制度のメ
リットに注目して、ご自分の学習と
授業計画に活かしてください。

G30,G25,B11

100 教員への意見 教育・研究支援事務
室

担当教員も内容を確認していますが、授業期間
中に改善が必要な内容については、直接教員に
お話しください。直接の連絡が難しい内容につい
ては担当事務室等にご相談ください。

B11,B21,B31,B46,B47,D51,DB1,E12,EB1,FB2,G25,G26,G27,JB
14,K21,KB2,M2,MB2,Q102,Q103,Q305,Q313,Q314,R63,S21,S2
3,S47,S49,S56,S65,S73

101 教室環境について、満足だった 教育・研究支援事務
室

今後もお気づきの点等がありましたら、お知らせ
ください。

B11,B21,B22,B31,B43,B46,B47,D33,D43,D51,DB1,E11,E12,E24
,E32,EB1,G24,G25,G26,G27,G28,G30,H24,HB1,J26,J27,J54,J5
5,JB14,JB15,JB22,K25,M1,M2,MB1,MB2,Q102,Q103,Q104,Q3
05,Q306,Q307,Q309,Q313,Q314,Q315,Q415,Q417,Q418,Q503,
Q504,Q603,Q604,Q605,Q701,Q702,R44,R45,R49,R51,R53,R54,
R55,S12,S21,S22,S23,S41,S46,S47,S52,S53,S55,S56,S57,S62,
S63,S65,S67,S68,S73
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No. 学生からの意見 課室 回答（公開） 教室
102 特になし 教育・研究支援事務

室
今後もお気づきの点等がありましたら、お知らせ
ください。

B11,B21,B22,B31,B41,B44,B46,B47,D51,DB1,E11,E12,E21,E22
,E23,E24,E32,EB1,F11,F12,F22,F25,FB2,G22,G24,G25,G26,G27
,G28,G30,H11,H23,H24,H25,H26,H31,HB1,HB2,J26,J27,J27,J5
4,J55,JB11,JB12,JB14,JB15,JB22,K21,K22,K25,KB1,KB2,L12,
LL1,LL3,M1,M2,MB1,MB11,MB12,MB2,Q101,Q102,Q103,Q104,
Q302,Q306,Q307,Q308,Q310,Q311,Q313,Q314,Q315,Q415,Q4
16,Q417,Q418,Q503,Q504,Q601,Q603,Q604,Q702,R45,R47,R4
9,R51,R52,R53,R54,R55,R61,R63,S12,S21,S22,S23,S24,S41,S4
2,S43,S44,S45,S46,S47,S49,S51,S53,S55,S56,S57,S58,S61,S6
2,S63,S64,S65,S66,S67,S68,S71,S72,S73,S73,S74

103 文字化けや指摘の意図がわからない意見 教育・研究支援事務
室

「周りがうるさい」など、指摘の意図がわからない
意見がありました（周りの学生なのか、教室の周
りなのか）。適切な対応を検討するために、具体
的な内容で入力していただくよう、お願いしま
す。

B11,B22,B31,B46,D51,DB1,E11,E12,E22,EB1,F22,F26,G24,G25
,G26,G27,G28,G30,H23,HB2,J54,J55,JB22,K21,KB2,LL1,M2,M
B2,Q101,Q102,Q603,Q604,R34,R45,R49,R63,S21,S22,S23,S56,
S64,S65,S72

104 天井のファンが汚い
ファンの風でプリントが飛ぶ

施設課 2018年度に行う校舎改修工事において、教室環
境の改善を目指し、教室の内装を一新するとと
もに、換気設備なども整備します。

MB2
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