
別紙　自由回答欄

大項目 中項目 53 複数回答
全般 頑張ります。 6

この学校に来てよかったと思う。 3
楽しい学校だと思う。 3
面倒見がよい大学と思います。 2
いろんな活動を幅広くできるからいいと思う。
この大学はキリスト教で面倒見がよくて、心温かい学校は
良かったと思いました。
聖学院に全体に満足できる
とてもよい大学だと思った。
とても生活しやすいです。
学校は面倒見がよく、人あたりがよいと感じた。
個性尊重はとても素晴らしいと思います。
高校生の時より、大学に入学してからの方が、のびのびと
過ごせていると思います。
困った時の相談にはすごく親身になってもらえたのが嬉し
かったです。
私は、この大学で良かったです。
少数制だが、個々の個性が強い!おもしろいかも（笑）
聖学院は、自分がどのレベルの位置にいても成長できるよ
うな大学だと思います。
聖学院は、良い！
聖学院は聖学院Familyと言えるような場所です
聖学院大学に入学できてよかったと思う
聖学院大学はのびのびしていてよいです
全体的にいいかんじと思う。
入ってみれば、良さが分かる大学です。
入学する前に友達ができてよかった。
半年の間、この学校ですごしたがなかなかいいと思う。
偏差値は低いが、人間観察的にいえばおもしろい人がたく
さんいてよい
友達がいて毎日楽しいです。
この大学に入ってよかったとは思います。ただ、他の大学
をあまり見ていないので、甲乙つけがたい所は正直いって
小さな村
普通です。
どこが面倒見がいいか分からない。 3
大学っぽくない 2
クラスのイベントがほしい
学校行事がつまらない
この学校をもっとよくしようと思っている学生、教師、事務員
はとても少ないと思う。
コミュニティ政策学科が無くなるときいて残念
もっと力を入れるべき所に力を入れるべき!!
私は教師と相反する見解を持ちつつも、その意見に至るま
でにどういった背景があるのか過程を評価してほしかっ
た。
職員と先生たちは、まじめにやっていると思うが、自己があ
まり積極にやってない
正直、大学選びに問題があったと感じております。今後の
改善がどのようになされていくのか楽しみです。卒業する
頃には、「良い大学だ」と言いたい。
全体的に少し改善してほしい点がある。
知名度を上げてほしい
中堅校・進路多様校出身者もはちょうど良いが、その中で
も進んでやりたいことがある子には、あともうちょっとな大
学だと思う。
朝が早い、8:40ではなくて9:00以後にして欲しい。
入学して少し後悔した。
面倒見がよい大学というより、いじわるな大学という感じ
余計な配布物がとても多い
バイトの時給を上げてください（800→900）　ATMの設置

教職員 教員 とても過ごしやすく、先生方も親切で接しやすく親しみやす
くて良い大学だと評価されても良いと思います。
先生はいい人が多いと思います。少人数制もわるくないと
は思う。
先生はやさしいです。
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先生方も優しく、面倒見がとても良い上に、授業も非常に
分かりやすいので、この大学で良かったと思います。
大学生活などで、相談があった時に、ゼミの先生や相談室
の先生が相談にのってくれて、指導してもらえてとても支え
てもらった。

良い先生ばかりだと思います。しかし、もっと厳しくなさって
も良いと思います。指導していただいたおかげで英語力が
上がった気がします。

吉田博司先生の講義は、内容が深いのにも関わらず、分
かりやすい。聖学院大政治経済学部に入学したなら吉田
先生の講義をとらないのはもったいない

入学当時、大学生活になじめるか色々と不安だったが、親
切で細かい教員の方々の配慮のおかげで、精神的なプ
レッシャーをあまり感じずに過ごすことができた。この大学
を選んで正解だったと思う。

資格を取るための科目が多数あるので良いと思った。
授業に面白さをはじめて感じられた。
授業はとても面白い学校だと思います。
先生の授業がわかりやすい。授業の質問がわからなくても
何回聞いて大丈夫です。
奨学金の件で、学生課の方にたくさんお世話になりまし
た。ていねいに説明していただき、嬉しかったです。
先生の話し方が特徴ある
良い所もあるが、嫌な所も多くある!!
良い先生が大半ですが、中には悪い先生（学生に対して）
もいるのが現状なので、一度全ての講義を観に来てほし
い。（抜きうちで）
学生、先生共に個人色が強い。
授業は多いので、生活が忙しい。
何となくだが私語を厳しく注意する先生が少ない気がす 2
先生が、冷たい。人によりますが。 2
好きな授業をたくさん受けたい
春学期のシネマをとったけど登録されてなかったからとれ
なかったと思ってたら実はとれていたという事件があった
もっと気楽に先生方とコミュニケーションがとれるようにして
ほしい
先生の評価の基準がわかりません。
あいさつをしても返してくれない職員が多すぎる。
お仕事をまじめにされていると思うが、もう少し笑顔で対応
されると、学生にとっても社会人って楽しそう…という印象
を与えられるのではないかと思う。
もう少し先生や職員の方が親身になってくれたらと少し思
う。
学生要覧、時間割の記入ミスはあってはならない。
相談できる先生とそうでない先生の差が激しい

（主に成績関係で）学生に甘すぎる。もっと厳しくても良いと
思う。
①履修登録の仕組みを簡略化してほしい②履修登録時、
何が何単位不足しているか、一目で分かるようにしてほし
い③1年生でとれる専門科目群がなさすぎる。　３つの点
と、必修と重複しているせいで、とりたいのがとれない。
P検の情報リテラシーでの授業が授業料の割に合わないと
思います。あれだったらP検のサイトで自学習した方が良
い、というものでした。教務課なども少し、融通のきかない
所もあって、あまり印象が良くないです。良いのは先生だけ

他学科履習科目が少なすぎる
もっとみんなと話すような授業を増してほしい（グループ
ディスカッションのような物）
もっと授業を入れやすくしてほしい
もっと知りたいことを学べるようにしたい。
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レポートが少し難しい気がする
レポートが多い気がする
介護実習先が少ない
基礎からの古典を学びたいです！
教職支援…教職を目指す!!と決めていても、一体何をした
らいいのかわからない。結局やる気がどんどん消えていっ
てしまったことがありました。もっとわかりやすくしてほし
かった

教職資格を取得中だが、必修と重なったりして授業を選択
しにくい。
思っていた以上に英語の授業が少ない。
取れる授業がもう少しあれば良いと思った。
授業によって難易度が違いすぎる。また、英語が簡単すぎ
る。

授業をする先生たちがかなり優しいですが、それ以外の先
生たち、冷たい！そういう点がかわらないなら留学生たち
にこの学校をおすすめしないです。
大学入学前に教えてほしい情報を入学後に知り、やりたい
事がなくなった。講義内容も先生が教える立場なのに理解
していない所があり、受けているこっちも理解しにくい。
単位取得数が少し少ない気がする。
必修の時間を自由選択にしてほしい（とりたい授業と被
る）。ATM設置希望（ゆうちょ）。コンビニを増やすか営業時
間を延ばす、広くしてほしい。
分かりやすく楽しい授業を求めます。

学生 サークル 部活がとても楽しい
サークル数が少ない、 4
サークルを作りやすくしてほしい 3
硬式野球部を設置するべき。

学生生活 もっと学生生活を楽しみたい
自ら動く生徒、特に同級生はすくないように感じています。 4
学生がうるさい授業がある 3
生徒の質の差が激しい。（だらしない人が多い） 2
留学生との交流を増やしてほしい 2
タバコ吸ってる人多過ぎ。
もう少しあいさつに力を入れてみてはどうかと思う。
何かに真剣に取り組む、熱中する、スキルを身につける、
高い意識の学校にするべき。また、勉学を主とし、勉学だ
けの学生生活でないよう、充実させる努力が必要。
学生が悪口を言っていて、気分が悪かったです。
休みのない日々をおくっています。
成績だけ見ないで、いろいろ総合的に学生を評価したほう
がいいと思う。本当に実力のある学生を重視してほしい。
盗難あり過ぎ
養父母で学校に来ている人の苦痛をわかちあえない
話せる人が10人位しかいない。でもそれは自分自身の問
題なのでもう少し自分自身を変えていきたい。学生の方々
はもっと大人だと思っていました。
大学ということで施設は豊富ですが、そこに出来不出来が
はっきりしていると考える。学生への支援にも力を入れて
留学生はアジア系の人が多いので、欧米圏の人もいれば
いいのになと思います。

施設 施設 7号館裏にある休憩スペースがおちつけて、良いと思いま
す。
イスが固い。
インターネットカフェのパソコンが何台か動かない。
トレーニングジムがあったら、うれしいです
教室が寒い
教室内及び施設内の設備が不十分な点がある。情報を取
得できる設備が少ない。
体育館を作ってほしい
大学に入ってから初めてのことが多く刺激的であるが疲れ
もたまる。これから冬に入るので暗くなるのが早く、外灯を
学校周りにもう少し増やして欲しいと思う。
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エレベーター等のバリアフリー設備の充実や先生方の対
応などもあり、環境の整った学校というイメージを強く受け
た。
校舎が古い。新しくしてほしい 7

バス バス券をバスの中で売るといいです。 3
バスを無料、高い 22
バスの本数がとても少ない（特に西大宮行き） 12
ちゃんとしたバス停が欲しい。雨が降っていると今のバス
停では待つことができないから。
バス運転も荒いので改善してほしい。
バスの運転手が不親切。 3
通学バスがあまり好きじゃない
バスがおそい、時間通りにこない。 5

コンビニ コンビニ広く、品数を増やして 4
売店の閉店時間の延長を希望 3
コンビニ増やしてください 4
売店の閉店時間の延長を希望 3
食事する場所（ファーストフード的な）ものがほしい
雨が降ったときに傘が欲しいので売って欲しい
売店のおばさんが授業を急いでいるのにレジを1つしか空
けてくれなくて困る。

食堂 食堂のごはんおいしくない、メニュー改善を 10
学食が高い 2
夏休みは4号館でなく1号館の食堂を営業してほしい。 2
学食が狭い
食事を作るのが遅く授業に間に合わないときがある
学食をもっとおしゃれにしてほしい。
食堂のご飯の量がすくない

ATM ATMを設置してほしいです。 2
自動車 原付と車を認めてほしい 2
ロッカー 教科の都合で荷物が増えたり、上着のおく場所に困ってい

るので、ロッカーが欲しいです。
2

1号館 1号館の教室にIDを増やしてほしい。
1号館汚過ぎ・エアコン掃除してほしい
1号館等バリアフリー化が遅れている
1号館にエレベーターを用意してほしい。 3

グラウンド グランドがせまい、広くしてほしい、芝生にしてほしい
陸上グランドをオールタータンにしてください。

トイレ 2号館の男子トイレを2階や3階にも設置してほしいほか、2
号館や1号館、4号館の4階のトイレを改装してほしい。
多機能トイレを増やして
トイレを増やしてほしい。
節電をすることは環境に良いことだけれどトイレの手を乾
かすジェットタオルの使用停止は衛生的に納得がいかない
ので使用を可能にして欲しいです。
2号館のトイレをきれいにしてほしい、くさい 2

図書館 図書館私語多い。 2
図書館のPC環境の改善を希望 2
24時間図書館
図書館に研究向けの本があまり入っていない。
児童に関する本（絵本、紙芝居）が少ない。
図書館の施設がもっと充実してほしい

就職 キャリアサポートセンターは、色々な人達のこまっている話
しがあるとこたえてくれるのは良いと思いました。
就職が不安です!! 2
就職支援や履修について等、すごく面倒見が良い大学だと
思います。ただ自立心が育つような指導をもう少し取り入
れると良いかと思います。
もう少し即戦力として働けるための知識をつけさせる教育
をするべきであると感じる。
資格取得したいので、もっと沢山講座をひらいて下さい！
就職に関する情報がほしい！
就職に関する内容をもっと早く行い、進路（就職）先を速く
決められるようにしてほしかった。
就職に力を入れてほしい。
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授業 キリスト教 キリスト教に興味のない自分でもそこそこたのしくすごせて

いる。

ミッション系大学であるが、宗教に関して強要せず自由の
尊重を行っているのは好感が持てる
キリスト教、うざいです。しつこいです。 3
時々、礼拝の内容が重いのがあり、心がいたまれる。

留学 ヨーロッパやアメリカ系に旅行したりしたいんですけど、通
訳とか観光とか何かアドバイスありませんか？大学もしく
は学科単位で行きたいです。・身近で英語を使ってないと
覚えるのって大変ですね

フランス留学について今学期はより情報収集をしたいと思
います。具体的にどのような方法がありますか？自分でも
考えますが、加えて教えてほしく思います。

留学がしたい！
ＡＨ アセンブリーアワー、何もない時にある意味はないと思う。

授業入れたいし、イベントある時は土曜でも別に良いと思
アセンブリーアワーの連絡をもう少し早く行ってほしい。

学費 学費 お金が高いです。 2
奨学金の枠を広げてほしい
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