
コロナ禍における
授業履修状況調査（第１回）

報告
2020.12.15

大学教育イノベーションセンター 教学IR部門



報告内容

０．調査の概要
１．課題・準備学習・復習に関する授業外学修時間
２．対面／オンライン、オンデマンド／リアルタイムの好み
３．授業時間以外（昼休み、その他の空き時間）にどこにいるか
４．ネット環境
５．経済状況と支援情報
６．調査結果から考える課題
資料：参考分析

自由記述
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０．調査の概要



 調査時期：2020年11月10日（火）～15日（日）
• 督促２回（13日（金）および16日（月））
• 最終締切日：18日（水）9:00

 調査方法：NU-Webのアンケートシステムを用いて実施。調査協力はNU-Webを通してemailで依頼。
 対象者：全学部生・大学院生 8,782名
 回答率：28.7%（回答者数 2,523）
 調査内容：授業外学修時間、対面／オンライン、オンデマンド／リアルタイムの好み、居場所、ネット環境、経済状況

• 調査項目の作成にあたって学生支援課およびICT基盤センターから意見聴取した。

 調査実施主体：大学教育イノベーションセンター 教学IR部門
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5
設問内容 回答項目

Q1-1 前期・1Q・2Q

・全くしなかった
・30分未満
・30分～１時間未満
・1～2時間未満
・2～3時間未満
・3～5時間未満
・5～7時間未満
・7～14時間未満（1日1～2時間程度）
・14～21時間未満（1日2～3時間程度）
・21～28時間未満（1日3～4時間程度）
・28時間以上（1日4時間以上）

Q1-2
現在（調査時点）
（3Q・後期）

・全くしない
・30分未満
・30分～１時間未満
・1～2時間未満
・2～3時間未満
・3～5時間未満
・5～7時間未満
・7～14時間未満（1日1～2時間程度）
・14～21時間未満（1日2～3時間程度）
・21～28時間未満（1日3～4時間程度）
・28時間以上（1日4時間以上）

Q2

対面、オンライン授業、ハイ
ブリット型（対面とオンライ
ン授業の両方が混在）授業の
好みについてお答えくださ
い。

・できるだけ対面がよい
・できるだけオンラインがよい
・できるだけハイブリット型授業がよい
・授業科目によって異なるのでどちらともいえない

SQ2
なぜその授業方法がよいと思
いますか

自由記述

Q3

オンライン授業における「オ
ンデマンド型」と「リアルタ
イム型」授業の好みについて
お答えください。

・オンデマンド型
・リアルタイム型
・授業科目によって異なるのでどちらともいえない

SQ3
なぜその授業方法がよいと思
いますか

自由記述

Q1
現時点の典型的
な週における授
業時間の授業課
題や準備学習、
復習をする時間
はどれくらいで

すか。
（調べものやグ
ループワークの
打合せ等を含

む）
（期末試験代わ
りの最終レポー
ト・課題等は除

く）

Q2
※以下、主に調
査時点（3Q・後
期）についてお
答えください。

Q3

設問内容 回答項目

Q4-1 昼休み

・生協食堂
・大学の図書館
・各学部・部局の空き教室
・教養教育の空き教室
・住居や大学外
・その他

Q4-1-f その他（具体的に）

Q4-2 その他の空き時間

・生協食堂
・大学の図書館
・各学部・部局の空き教室
・教養教育の空き教室
・住居や大学外
・その他

Q4-2-f その他（具体的に）

Q5-1 オンライン授業時

・大学の通信環境を使っている
・自宅に備わっている通信環境（光やケーブルテレビ
等）で自分のみが使っている
・自宅に備わっている通信環境（光やケーブルテレビ
等）で家族や同居人も一緒に使っている
・アパート等に備わっている通信環境（主にWi-Fi）で
不特定多数の他の住人と共同利用している
・スマートフォンまたはテザリング
・モバイルルーター（Wi-Fi）
・その他
・現在、オンライン授業はない

Q5-1-g その他（具体的に）

Q5-2
普段（オンライン授業時以
外）

・大学の通信環境を使っている
・自宅に備わっている通信環境（光やケーブルテレビ
等）で自分のみが使っている
・自宅に備わっている通信環境（光やケーブルテレビ
等）で家族や同居人も一緒に使っている
・アパート等に備わっている通信環境（主にWi-Fi）で
不特定多数の他の住人と共同利用している
・スマートフォンまたはテザリング
・モバイルルーター（Wi-Fi）
・その他
・現在、オンライン授業はない

Q5-2-g その他（具体的に）

Q4
昼休みおよびそ
の他の空き時間
はどこにいるこ
とが多いです

か。

Q5
オンライン授業
時とそれ以外の
時間のネット環
境について伺い
ます。以下の選
択肢のうちどれ
を利用すること
が多いですか。
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設問内容 回答項目

Q6 Q6
ネット環境の利用料金につい
て伺います。

・契約していない（無料利用のみ）
・定額制（いくら使っても定額）
・従量課金制（利用料によって金額が変わる）

Q7-1
YouTube等の動画の視聴状
況

・良好
・まあ良好（ごくまれに再生中の動画が停止したりコマ
落ちしたりする）
・あまり良好ではない（再生中の動画が時々停止したり
コマ落ちする）
・良好ではない
・家で視聴したことがない

Q7-2

リアルタイム型オンライン授
業の視聴状況
※授業に不要のアプリ
（Zoom，Skype，Webex，
Microsoft Teams等）を起動
せず、かつYouTubeを視聴
していない状態）

・良好
・まあ良好（ごくまれに映像が停止したり、映像と音が
ずれていたりする）
・あまり良好ではない（頻繁に映像が停止したり、音が
聞こえなかったりする）
・良好ではない
・家で視聴したことがない
・現在、オンライン授業はないリアルタイム型の授業は
ない

Q8
現在の経済状況は困窮してい
ますか。

・困窮している
・困窮していない
・困窮していないが余裕がない

SQ8

Q8で「困窮している」とお
答えの方、具体的に何に困窮
していますか。（複数回答
可）

・生活費（住居費、光熱費、食費、通信費を含む）
・授業料納入
・娯楽・遊興費
・その他

SQ8-d その他（具体的に）

Q8

Q7
住居での通信環
境について伺い

ます。

設問内容 回答項目

Q9 Q9

アルバイトによる1ヶ月の平
均の収入はいくらですか。
（第3Q（10～12月くらい）
の平均（予定を含む））

・なし
・3万円未満
・3～5万円未満
・5～7万円未満
・7～10万円未満
・10～15万円未満
・15万円以上

Q10 Q10

新型コロナウイルス感染症の
影響で今年度になって、国か
らの学生支援緊急給付金や大
学独自の生活支援金、授業料
免除制度など、学生への緊急
の経済支援に関するお知らせ
がありました。このような経
済支援制度について、どこか
ら情報を得ましたか。（複数
回答）

・学生メール
・NU-Webでのお知らせ
・長崎大学ホームページ
・学部・研究科の提示
・友達から
・知らなかった

Q11
今後の周知方法として、どの
ような方法が一番よいでしょ
うか。（複数回答）

・学生メール
・NU-Webでのお知らせ
・長崎大学ホームページ
・学部・研究科の提示
・知らなかった

Q11-e その他（具体的に）

Q12 Q12
現状についての要望・意見・
不安等がありましたらご自由
にお書きください。

自由記述

Q11



１．課題・準備学習・復習に関する授業外学修時間
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注）平均値と中央値は各カテゴリーの中間値をとって計算している。 9

課題・準備学習・復
習にかかる授業外学
修時間は週平均７時
間、つまり１日あた
り１時間程度（ただ
し、大学院はもっと
多い）。
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教員調査で１回の課題にかかる平均時間は全学平均46分であった。その結果とおおよそ一致している。

週に履修している授業数で割ると １授業あたり30分～１時間程度。多いとは言えない。



２．対面／オンライン、オンデマンド／リアルタイムの好み



12部局によるが対面とオンラインが拮抗
部局によるがオンデマンド派
が多い傾向



13
学年別に見ても対面とオンラインは拮抗 １，２，３年生でオンデマンド派の比率が高い。

上級生および大学院生だと授業科目によって異なるという回答
の比率が高い。
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ネット環境別 対面／オンライン、オンデマンド／リアルタイム希望の割合

ネット環境によって対面／オンラインか、オンデマンド／
リアルタイムかの希望が異なるのではないかと考え分析し
た。
オンライン授業時にスマートフォンを使っている者で対面
希望の割合が高かった。
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リアルタイム授業時の住居の通信環
境が良好ではない者で対面希望の比
率が高く、オンデマンド希望の割合
も高い。



対面／オンライン、オンデマンド／リアルタイム希望の理由
対面希望 全751名 16

注）各カテゴリーの詳細な回答はp. 45～の資料をご参考ください。



17オンライン希望 全739名注）各カテゴリーの詳細な回答はp. 45～の資料をご参考ください。



18オンデマンド希望 全1253名注）各カテゴリーの詳細な回答はp. 45～の資料をご参考ください。



19リアルタイム希望 全593名
注）各カテゴリーの詳細な回答はp. 45～の資料をご参考ください。



• 対面・オンラインともにそれぞれのほうが聞き取りやすい、わかりやすいという学生が二分されているため、一概
にどちらがいいとも言えない。

• オンライン希望理由の一番はやはりコロナ感染への恐れであった。第３波が来ている（と認識されている）こと、
とくに冬場になり換気ができなくなること、生協や空き教室（とくにオンライン用の空き教室）が実際に混雑して
いることに対し、不安の声が聞かれた。逆にすでに混んでいるので、オンラインにする必要はなく対面でも同じで
はないかと対面を望む声もあった。

• 対面は実習や実験、大学院生の研究においてとくに必要だと考えられている。
• オンデマンド・リアルタイムともにそれぞれに向き不向きがあり、これも二分される。オンデマンドを望む理由で

多いのは好きな時間に受講できること、自分のペースで学べること、見直しや復習に役立つこと、である。リアル
タイムを望む理由で多いのは、生活リズムが整うこと、その場で質問や確認ができること、オンデマンドの授業だ
と後回しにしてしまうこと、が挙げられた。オンデマンドは遠くの実家（国外を含む）にいる学生と社会人学生に
好評であった。

• オンライン、とくにオンデマンド授業で課題が多いというイメージがあるため、対面やリアルタイムを希望すると
いう声があった。

• オンデマンドの中には資料をアップするだけで教員からの説明がないものがあり、このため、対面やリアルタイム
を希望するという声があった。

• リアルタイムも大学院生で指導教員とディスカッションする上で必要だと考えられていた。
• ハイブリッド（対面とオンラインの混在）はいつ対面なのか、オンラインなのか、課題の締め切りはいつかといっ

た管理が非常に煩雑になり、評判が悪い。中には突然、対面になったりオンラインに変わったりする授業がある。
• ハイブリッド（対面とオンラインの混在）において、いくつかの授業だけ対面だとそのために交通費と時間をかけ

て大学へ行くことになる。
• 対面とリアルタイムの授業が続くと移動や場所取りに走ったりする必要がある。解放教室が混んでいる場合に家ま

で急いで戻る者もいる。
• ハイフレックス（対面をしながらリアルタイムでも流す）は誰に話しているのかわからない、板書が見えにくい、

という指摘があった。
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３．授業時間以外（昼休み、その他の空き時間）にどこにいるか
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22

昼休みは４年生以下は３分の１が住居・大学外にいる。
その他、１年生は生協にいる割合が高く、２年生以上
では各学部・部局の空き教室にいる割合が高い。４年
生以上では院生室・研究室等にいる割合が高い。

その他の空き時間については、半数が住居・大学外にいる。
大学内では図書館と各学部・部局の空き教室いる者が１～
２割である。４年生以上では昼休みと同様、院生室・研究
室等にいる割合が高い。
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４．ネット環境
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25

大学院生で大学の通信環境を使っている比率が比較的高い。

学部生では自宅の通信環境を自分だけで使っている割合が高い。２
割程度がアパート等に備わっている不特定多数の住人とのWi-Fiやス
マートフォンを利用という脆弱なネット環境にある。
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27いずれの部局でも住居での通信環境はYouTube等の動画を見る分には半数が「良好」と回答しているが、
リアルタイム授業で「良好」な者は３割程度である。（学年別の差は見られなかったので省略。）



28

契約していない者が３割程度、
従量課金制が１割程度いる。



５．経済状況と支援情報
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30

困窮している者が１割、困窮していないが余裕がない者
が４割いる。 ２～４年生以上では８割がアルバイトをしている。
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注）平均値と中央値は各カテゴリーの中間値とって計算している。

１か月のアルバイト代の平均値・中央値ともに１年次では１～２万円程度だが、
２年生以上では４万円程度稼いでいる者もいる。



N

生活費（住居
費、光熱費、
食費、通信費

を含む）

授業料納入 娯楽・遊興費 その他 無回答

多文化社会学部 14 85.7% 28.6% 42.9% 7.1% 0.0%
教育学部 30 76.7% 40.0% 30.0% 3.3% 0.0%
経済学部 27 70.4% 29.6% 18.5% 3.7% 0.0%
経済学部（夜間主） 9 77.8% 22.2% 22.2% 11.1% 0.0%
医学部　医学科 5 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%
医学部　保健学科 11 90.9% 18.2% 18.2% 0.0% 0.0%
歯学部 10 30.0% 50.0% 20.0% 10.0% 0.0%
薬学部　薬学科 7 85.7% 57.1% 42.9% 42.9% 0.0%
薬学部　薬科学科 8 87.5% 12.5% 62.5% 25.0% 0.0%
情報データ科学部 4 75.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0%
工学部 53 77.4% 18.9% 37.7% 0.0% 1.9%
環境科学部 18 61.1% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
水産学部 13 69.2% 23.1% 53.8% 23.1% 0.0%
多文化社会学研究科 3 100.0% 100.0% 33.3% 0.0% 0.0%
教育学研究科 4 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
経済学研究科 2 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
工学研究科 21 71.4% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0%
水産・環境科学総合研究科 6 100.0% 0.0% 33.3% 16.7% 0.0%
医歯薬学総合研究科 26 76.9% 69.2% 34.6% 7.7% 0.0%
総計 271 74.9% 35.8% 32.8% 5.9% 0.4%
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ID 学部 学年 その他の理由
1 多文化社会学部 4 すべて

2 教育学部 3
・就職活動の準備やセミナー費用
・大学院進学の勉強費用や受験費

3 経済学部 4 4月からの新生活のための貯金

4 経済学部 4 来年からの社会人になるための準備金。実家への仕送り。

5 歯学部 5 病院見学の費用

6 薬学部　薬学科 6 卒業後の新生活に必要な資金の貯金

7 薬学部　薬学科 5
授業料以外だと今後も就活時、新居探し時、引っ越し時などに交通費や契約金などかなりのお金
がかかると思うが、経済的な余裕がなく不安が大きい。

8 薬学部　薬科学科 2 通院費、薬代

9 薬学部　薬科学科 1 パソコンが故障してしまったが修理費が出せない。（画面が見にくいが使えています）

10 水産学部 4 車の維持費

11 水産学部 3
院試受験のための教材費やその他生活費を稼ぐためにバイトをしていて、学業に費やす時間が乏し
い。

12 水産学部 3 アルバイトが出来なくなったので、生活費などが賄えない状態です。

13 水産・環境科学総合研究修士課程 通学の交通費・車の維持費

14 医歯薬学総合研究科 博士課程 My wife is pregnant and my expenses have increased significantly because of this.

15 医歯薬学総合研究科 博士課程 I'm pregnant and my expenses have increased because of this.

「困窮している」と回答した者のうち７割が生活費を
挙げた。

具体的に何に困窮しているか（「困窮している」と回答した者のみ）
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学生メール
NU-Webで
のお知らせ

長崎大学
ホームページ

学部・研究
科の提示

知らなかっ
た

友達から 無回答

多文化社会学部 88.5% 16.4% 8.2% 0.8% 3.3% 12.3% 1.6%
教育学部 88.2% 14.8% 7.2% 3.0% 4.9% 9.5% 3.0%
経済学部 83.7% 27.2% 9.8% 2.4% 5.7% 7.3% 3.3%
経済学部（夜間主） 87.3% 27.0% 17.5% 3.2% 0.0% 11.1% 1.6%
医学部　医学科 88.7% 22.5% 10.6% 9.2% 4.9% 9.2% 1.4%
医学部　保健学科 91.4% 24.5% 7.9% 4.3% 2.9% 12.9% 1.4%
歯学部 80.0% 21.0% 9.0% 6.0% 5.0% 13.0% 3.0%
薬学部　薬学科 86.0% 21.5% 7.5% 9.3% 5.6% 7.5% 0.9%
薬学部　薬科学科 88.4% 23.2% 8.7% 1.4% 5.8% 5.8% 0.0%
情報データ科学部 93.2% 18.6% 6.8% 0.0% 0.0% 10.2% 3.4%
工学部 86.2% 14.0% 5.5% 2.2% 5.9% 11.4% 1.1%
環境科学部 84.8% 15.2% 5.5% 2.4% 7.9% 6.7% 3.0%
水産学部 85.6% 26.0% 9.6% 8.7% 4.8% 11.5% 2.9%
多文化社会学研究科 82.4% 35.3% 41.2% 11.8% 5.9% 5.9% 0.0%
教育学研究科 87.9% 27.3% 12.1% 9.1% 0.0% 3.0% 3.0%
経済学研究科 80.0% 40.0% 20.0% 13.3% 0.0% 6.7% 6.7%
工学研究科 86.9% 19.6% 8.4% 7.5% 0.9% 20.6% 5.6%
水産・環境科学総合研究科 94.4% 33.3% 20.4% 9.3% 0.0% 9.3% 0.0%
医歯薬学総合研究科 75.4% 20.4% 10.5% 7.3% 3.1% 7.9% 2.1%
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 64.3% 25.0% 3.6% 10.7% 21.4% 10.7% 3.6%
総計 85.7% 20.1% 8.7% 4.5% 4.7% 10.1% 2.2%

情報収集は８～９割が学生メー
ル、２割がNU-Webである。友達
からという回答も１割はいる。
TMGHでは知らなかったという回
答が２割もいた。

経済支援制度について、どこから情報を得たか
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学部・研究科 1. 学生メール
2. NU-Webでの

お知らせ
3. 長崎大学ホー

ムページ
4. 学部・研究科

の掲示
LACS

教員を通して
（授業時や指導

教員から)
公式LINE・SNS

部局ごとの情報
共有の仕組み

郵送・プリント
配付

5. その他 無回答

多文化社会学部 94.3% 12.3% 10.7% 4.9% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 0.8% 1.6%
教育学部 93.8% 13.4% 10.5% 6.9% 0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.3% 3.0%
経済学部 92.9% 28.8% 11.7% 5.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%
医学部 医学科 93.7% 21.8% 16.9% 14.1% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
医学部 保健学科 97.1% 20.9% 10.8% 10.1% 1.4% 2.2% 0.7% 0.7% 0.0% 0.7% 2.2%
歯学部 86.0% 23.0% 13.0% 18.0% 1.0% 1.0% 2.0% 0.0% 1.0% 1.0% 2.0%
薬学部　薬学科 96.3% 20.6% 8.4% 13.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
薬学部　薬科学科 95.7% 30.4% 13.0% 20.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0%
情報データ科学部 96.6% 8.5% 8.5% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4%
工学部 96.3% 14.8% 10.7% 9.8% 0.7% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 1.1%
環境科学部 93.3% 14.6% 12.8% 14.0% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 3.7%
水産学部 93.3% 26.9% 14.4% 15.4% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%
多文化社会学研究科 94.1% 29.4% 29.4% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
教育学研究科 87.9% 30.3% 21.2% 30.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 3.0%
経済学研究科 80.0% 40.0% 13.3% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7%
工学研究科 89.7% 25.2% 16.8% 8.4% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9% 0.9% 0.0% 4.7%
水産・環境科学総合研究科 100.0% 37.0% 31.5% 20.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0%
医歯薬学総合研究科 78.5% 25.1% 11.5% 10.5% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 3.7%
熱帯医学・グローバルヘルス研究 75.0% 39.3% 17.9% 28.6% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6%

ID 学部 学年 その他の内容
1 多文化社会学部 2 メールでリマインドして。

2 教育学部 2 実家への連絡

3 医学部 保健学科 3 メールから直接添付ファイルに飛べるようにしてもらえるとかなり助かります。

4 工学部 4
正直大学からのメールが余計な文面のものも届くスパムじみたものになっていて本当に大事なものが分からない
そんな現状が控えめに言って酷い

5 医歯薬学総合研究科 博士課程 学生支援は必要ない

今後の望ましい周知方法

多くの者が学生メールを挙げたが、そ
の他、NU-Webと学部・研究科の掲示、
また公式SNSを併用するのがよいと見
られる。
授業時に教員から、指導教員から、と
いう要望も少なからず見られた。



６．調査結果から考える課題
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授業に関連して
1. 対面とリアルタイム授業について時間割レベルでの検討（例 曜日固定など）
2. ハイブリッド（対面とオンラインの混合）の見直し（煩雑で評判が悪い）
3. 対面授業時のコロナ対策（混んでいるという指摘あり、冬場の換気）
4. 生協、空き教室の十分なスペース確保（コロナ対策および声出しのため）
5. 対面とリアルタイム授業（平常授業）での課題が少ない
6. オンデマンド授業における教員の解説の徹底
7. オンライン（とくにオンデマンド）で質問を受け付ける方法の周知と徹底
8. オンライン授業での出席管理の方法の検討（不安の声あり、リアルタイムでつながらないことも

あり）
9. コミュニケーションをつけるための授業のあり方の検討と周知
10. 対面をしながらリアルタイムで流す場合（ハイフレックス）のあり方と設備の見直し

その他
1. 友人と会える場の設定（オンラインでも）
2. ネット環境支援
3. 支援の方法と情報提供のあり方
4. 学生へのメッセージ（なぜすべて対面にできないのかを含む）
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資料：参考分析 pp. 39-44
自由記述

対面／オンライン、オンデマンド／リアルタイムを好む理由 pp. 45-52 
現状についての要望・意見・不安について pp. 53-62 
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39
学部別・累積GPA３分位別 対面／オンライン希望の割合（学部のみ）

累積GPA 3分位
上位=4.00～3.19 (N=683）
中位=3.19～2.17 (N=707)
下位＝2.71～0.08 (N=675)

累積GPA上位は対面を希望する割合が比
較的高い。ただし、保健、薬科、情報を
除く。
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２年次より上級の学年で累積GPA上位・中位が対面
を希望する割合が比較的高い。
１年次は成績による大きな差はない。

学年別・累積GPA３分位別 対面／オンライン希望の割合（学部のみ）
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累積GPA上位でオンデマンドを希望する割合が比較
的高い。ただし、経済、水産は除く。

学部別・累積GPA３分位別 オンデマンド／リアルタイム希望の割合（学部のみ）
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１年次、５年次で累積GPA上位層でオンデマンドを希
望する割合が比較的高く、6年次では下位層で高い。
ただし、全体としてそれほど大きな差は見られない。

学年別・累積GPA３分位別 オンデマンド／リアルタイム希望の割合（学部のみ）
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出身地別 対面／オンライン、オンデマンド／リアルタイム希望の割合

オンデマンド希望は長崎に近い出身者から希望
者の割合が高かった。長崎出身者の方が実家に
いる可能性が高く、リアルタイムは実家では受
講しにくいということがあるのかもしれない。

遠くの実家にいる学生はオンラインを好む
のではないかと考え分析したが、差は見ら
れなかった。ただし、大検・高認でオンラ
イン希望者の比率が高かった。
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困窮度別１か月のアルバイト代



• 大学の方が集中できる・音声がはっきり聞こえる・わかりやすい
•オンライン講義よりも音声がはっきり聞こえるから。
•対面が1番授業の内容が頭に入るから。
•オンライン授業よりも対面授業の方が集中できる。

• 発言や質問しやすい、一方的ではない
•対面の方が講義の後とか個人的に質問しやすいので
•オンラインは一方通行がほとんどだから。
•分からないところを伝えられるから

• 友人に会える、人間関係の構築をしたい
• 友達と顔を合わせたいから。
• 友達に会える機会を少しでも増やしたいから
• 友達に会えるのでやる気が出る

• メリハリ、気持ちが入る
• オンラインだと簡単に手を抜くことができるので対面のほうがやろうという気に
なるから。

• オンラインのオンデマンド型授業だと授業を受けている感じがせず、モチベー
ションが上がらないから。

• 授業に身が入るから。
• 課題の負担
• オンラインだと、課題が多すぎる
• 授業が分かりやすく、また、オンライン授業は課題の負担が大きすぎるから。
• オンラインだと家で課題をしないといけないから。対面だとその場でレポート提
出が出来たりして楽だから。

• 友人にわからないところを聞ける
• 対面だと友達と相談したりできるため
• 分からなかったところも友達とすぐに確認できる
• 近くにいる友人や先生にすぐに質問できるから。

• 生活リズム
• 規則正しい生活ができる。
• 対面授業でないと生活のリズムが作れない。だらけてしまう。
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できるだけ対面がよい理由 具体例 • 接続の問題

•オンラインだと通信が悪くなって途切れたりするから。
•通信環境によってディスカッションなどがスムーズにいかない場合が多い
•オンライン授業の場合Zoomの操作ミスで画面共有が停止されたり、黒板の板書
が見えにくかったりするため対面が良いと思います。

•オンライン疲れ
•長時間PCと対面すると頭痛や目の痛みが出てくる。
•パソコンの画面を見続けると目が疲れ、対面時以上に眠たくなるから。
•オンラインだと目が疲れて、一日中授業が詰まっている時はかなりストレスが溜
まります。

•出席管理
•出席の取り方ガシンプル、オンラインだと出席してるか不安
•オンラインは、きちんと出席扱いになっているかが不安になるから。
•学生証による出席管理がオンライン授業にないため、きちんと出席していること
になっているのか、とても不安である。

•家族の問題
•授業をうけてるだけなのに親に怒られるから
•オンラインだと気が散るし実家だとやりづらい

•コロナ感染が広がっていない
•長崎はコロナの影響が少ない
•大学生間であまり感染者はいないので、対面でも問題ないと思うから。

•すでに大学に人が集まっている
•リアルタイム型のオンラインと対面が前後の授業である場合に、家から大学、大
学から家への移動時間がなく、大学の教室で同じ科目のリアルタイム型のオンラ
イン授業を約半数の学生が受けているため、その授業も対面にしてもコロナの感
染対策としてあまり状況は変わらないと思うからです。

•オンラインであってもその前後が対面であると結局みんな教室に集まってパソコ
ンを見ることになりあまり意味がないから。

•大学の生協が特になんの制限もなく開いており、人も多いという状況にもかかわ
らず、新型コロナの感染者がでていないことから対面授業を行うことによる感染
に対する恐怖心などは全くないため、対面でいいと思う。

•学ぶ幅が広がる、深まる
•対面で受けた方が理解が深まるため
•結局対面の方がなにかと学習効果は高い気がするから。
•やはり、対面でしか学べない雰囲気等がある。大学に行くことにより学びの質が
高まっている。



• 学んだ実感
• 実際に対面して授業を受ける方が学んでいる実感が湧くから。
•オンラインだと力がついてると実感することがない、流して受けてしまいやすく
なる。

•臨場感があるから。
• 面白い、楽しい

•オンラインはあまり面白くないから
•対面の方が楽しく授業を受けられるから。
•オンラインであると教授たちもパワポにそって喋るだけで面白みがない。対面の
方が集中もできる。

•オンラインの管理の複雑さ
• オンラインの場合、授業形態の把握や課題の管理が複雑で難しいから。
• 端末上に情報が重なりすぎて、整理がつかなくなるから。
• 理解していない状況で授業が進んだり、実際に授業時間に講義は行わずに後日ビ
デオ配信となると、時間の使い方がややこしくなる。

• どちらかに統一してほしい、ハイブリッドはやめてほしい
• 遠方から通う学生にとってハイブリッド型は都合が悪い。移動が間に合わず、結
局自宅ではないところからオンライン授業を受けなければならない。すべて対面
またはすべてオンラインのどちらかに統一してほしい。

• オンラインと対面が混在してしまうと、同じ日にそれらが重複した場合、大学で
オンライン授業を受けるという本末転倒な事態になるので、どちらかに統一する
かハイブリッドにして欲しい。

• ハイブリッド型だと、移動時間などが大変。オンラインか対面どちらかにしても
らいたい。一人暮らしの人はいいかもしれないが、実家に住んでいると大変授業
に身が入るから。

• ハイブリッド型授業だと、授業の日程が変更される場合が多く、混乱を招きやす
い。対面を行うとなっても前の授業でズームを行っており、移動時間確保のため
に昼休みがなくなるなどと言ったことが行われているため、できるだけ全ての授
業をオンラインにするか、対面にするかで割り切って欲しい。
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• 質がよい、教員が反応を見ながら解説してくれる、スムーズ
• オンラインだと先生によっては資料だけを載せたりするだけなので、理解
度が対面よりも下がってしまうから。

• 対面が授業を理解できる。先生も学生の顔を見てるから、理解度を見て授
業進行できると思う。

• 勉強について、みんなが理解できていることが雰囲気で分かる。また、教
授の方々もわつぃたちに反応を見て、理解しているか反応を見やすいのか、
適切にわからないところを詳しく説明してくれていると感じるからである。

• コミュニケーションがとりやすい、反応が分かる
• 対面の授業だと、他の学生や教授と直接コミュニケーションがとれるから。
• オンライン講義の場合、応答がないせいで先生も喋りづらそうにしている
のが分かるので、こちらもやりづらい。

• 対面の方が先生方や同じ受講生の顔の表情や声のトーン、普段の様子を見
て、考えを交流することができるから。

• 議論をする場、コミュニケーション力がつく場が重要
• ズームだとディスカッションが円滑に進まない。
• 実習や演習、グループワーク等、対面でコミュニケーションを取りながら
行った方が効率よく、理解度も上がる内容が多かったため。

• 対面でコミニュケーションをとることに意味があるから。
• 実習・実験・卒論など
• 実習においては対面が1番です。同じ授業料なのに、オンライン実習では
満足度が低すぎる

• 正直オンラインと対面のどちらでも良いです。ただ実験に関してはオンラ
インだど非常に分かり難いため対面を強く希望します。

• 修士論文は研究室でしか取り組むことができないから。
• その他
• 私は大村市の実家から通っているものですが、オンデマンド型とリアルタ
イム型をイレギュラーにしてくる教員がいらっしゃるので、急いで携帯で
デザリングをしてパソコンでレポートを出したりなど、携帯の通信料が負
担になっています。

• オンライン授業の場合、PDF資料を配布するのみの授業があった。正直、
単位が取れればいいわけではなく学ぶために大学に通っている中そのよう
な授業ばかりになると通う意味がない。自学でいいと思う。通う意味のな
い学校に授業料を払う必要性を感じない。

• 授業料には施設利用費なども含まれていると思うので、完全に学校に行か
ずに授業を受けていると損をしている気分になる。

できるだけ対面がよい理由 具体例（Cont’d)



• コロナ感染を避けたい
•個人的に寒い時期になると体調を崩しやすく微熱が出ることがよくある。7度5分
以上出てしまうと、身体は動ける状態であっても新型コロナウイルスである可能
性を考えて登学を控えざるを得ないため授業を休まなければならなくなるのが困
るなと感じている。

•また全国的にコロナ感染が増えているから
•コロナウィルスの再度の感染者の増加の傾向があるにもかかわらず大学で行われ
ている対面授業は十分な対策が取られているとは思えないから

• 移動時間がいらない
•家が学校から遠いし、中途半端な登校数だと定期券を買うこともできないし、か
といって交通費も割とするから。

•実家から通っているため、一コマだけのために長崎大学に行くとなると時間と移
動費が無駄になるから

•通学時間が減るから、家事ができる。
•交通費の節約
• 交通費がかからないし、人と会うことも少なくて感染リスクが低いから。
• オンライン講義は、交通費がかからず、通学時間も一切かからないため、他のこ
とに時間やお金を使えてモチベーションも向上するのでとても良いと思う。

• 家で受けられる
• 感染リスクがなく、家で受けれるから
• 家で受けられると自分の時間が増える
• 保健学科が急な坂を登らなければならず、毎日通学するだけでも大変なのでなる
べく家にいたいから。

• 時間の有効活用、自分の都合で受けられる
• 時間の有効活用ができる。今の時期は集まることが心配なので、オンラインの方
がよい。今後更に情報化が進むと思うのでその勉強になる為。

• 時間の融通が効きやすく、個人的にはオンラインの方が学習効果を感じるから。
• 移動する手間がなく、自分の時間をより有意義に使うことができると考えるから。
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できるだけオンラインがよい理由 具体例 • 集中できる、よく考えられる、声がよく聞こえる

• オンライン形式は見やすい位置に画面があり、自宅の資料やスペースを柔
軟に使うことができるため、理解しながら自分のペースで進めることがで
き、普段の対面授業より理解度の高さを感じるから。

• ネット環境にもよりますが、対面より先生の声が聞き取りやすく、スライ
ドも見やすいからです。また、ランダムですぐにグループワークができる
し、コロナ感染のリスクもないからです。

• 対面授業だと、音や声が聞こえにくい、聞こえすぎる（マイクやスピー
カーの音をうるさく感じる）といった問題に度々遭遇するが、オンライン
授業なら音量を自分で設定できるので快適だ。

• 対面だと座席の位置、視力、前列の人の頭が邪魔などの理由で文字や図が
読みにくいことがあるが、オンラインなら全員が平等に読みやすくなる。

• 提出したレポートに対して書面・音声・映像データでフィードバックがか
えってくるため、聞き逃すこともなく、理解不足の不安がかなり減った。
特に経済学部では大人数の授業が多く、授業内容が聞き取り辛い・集中で
きないことも少なくなかったため、オンライン授業がよい。

• 環境の問題
• ３Qは対面、オンライン授業が隔週で行われていたが、コロナ禍で寒くて
も窓を開けなければならない状況で寒さで授業に集中できなかったり体調
管理が難しいところがあったためオンラインがいいと感じた。

• 雨の日などでも家から受講できるため。
• 1.対面では、マスク越しの声が聞きにくい上、話づらくなってマスクを外
して授業する教師もいる。2.対面では、窓を開けるため教室の室温が快適
でない。3.対面では、窓やドアを開けるため、他教室の授業の音が耳障り
に感じる。

• オンライン授業の質が向上している、対面と変わらない
• オンライン授業の質も向上してきており、対面が増えつつある今、実技科
目を伴わない講義に関しては対面の意義を問うレベルの講義が多いため。

• 対面とオンラインでやることの内容はほとんど変わらないから。ゼミや研
究などは対面が良いが、30人ほどの学生が受講するような講義ではオンラ
インの方が圧倒的にやりやすいし、集中して聞くことができる。

• 前期の授業でオンラインで可能なことがわかったから。言語系や講義スタ
イルの授業などをわざわざ集まって行う理由がない。授業によっては対面
なのにzoomを接続してグループワークをしたり、集まる必要性がない。



• 混在していると管理が複雑、どちらかにしてほしい
•混在してると授業を受ける場所が限られる
•ハイブリット型は本当に不便です。対面なら対面、オンラインならオンラインに
してほしいですが、中途半端に対面にしているせいで油断し意識が低下している
学生が多くおり、コロナ対策管理のできていない教室やマスクを平気でつけずに
大学へ来る学生までいます。そんな大学にはリスクがあります。正直言うととて
も怖いです。通いたくありません。

•対面授業とオンライン授業が混ざっている今の授業方法だと、課題の提出等が科
目ごとで異なるため、複雑で混乱してしまっているから。

•新しい生活様式に慣れた
•前期でオンラインに慣れたから。
•感染のリスクがないし、その授業のやり方に慣れてきたため

•持病のため、病気でも受けられる
• 私の場合、持病柄トイレが近いということもあり、トイレに出ることが多いこと
で自分の集中力が下がる、戻ると授業が進んでおり付いていけない、授業を抜け
ることにより周りの目が気になるなどで講義に積極的に参加できない状況でした。
しかしオンライン授業によってその面気にならなくなったことや、なにより自分
のモチベーションも上がりました。

• 体調に波があり対面授業に出られない・出ても集中できないことが多く、オンラ
イン授業は自分のペースで学習できるため、受けやすかった。

• 少し風邪気味の時に、周りの目を気にしないで済むため。
• 質問しやすい
• チャットで質問や意見を示しやすい。
• オンラインで授業があることで質問もしやすく、授業を理解しやすいと感じたか
ら。

• zoomのチャット機能など、声を出さずに質問ができる環境があるので、質問する
のが恥ずかしくないから。

• 自主学習の時間が増えた
• オンラインだと課題が出るので自主学習の時間が増えたのも良かった。
• オンラインだと家で授業を受けることができるので、通学時間がかからず、課題
や自主学習に取り組む時間を十分につくることができるから。

• 対面講義よりも、オンライン講義の方が実際に勉強量が増えている。
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• 見直すことができる
• オンラインで何度も繰り返し学習することで分かりにくいところが学習で
きる。

• オンラインの方が復習しやすいし、授業中にメモも取りやすいから。
• 先生にもよりますがズームにて授業の録画をとってくれる。それが復習の
時に役に立つと感じました。

• どこでも受けられる
• 社会人大学生のため、どこででも授業が受けられるオンラインは非常に魅
力的です。

• 今、日本に入国してない状態なのです。
• 遠隔地在住のため、オンライン授業があることで地理的な不利益が起こり
づらい環境であると感じるから。

• 自分のペースで受けられる
• 自分の好きな時間に好きな場所で集中して講義に取り組めるため
• 難しい授業など自分のペースでゆっくり考えることができるから。
• 体調に波があり対面授業に出られない・出ても集中できないことが多く、
オンライン授業は自分のペースで学習できるため、受けやすかった。

• その他
• 人間関係がうまく構築できていない現状で、知らない人に会うのは自分的
には苦しい。

• 他の学生とコミュニケーションを取りたいと思うことがなく、対面で行う
メリットはあまりないと感じる。

• 現在も導入されているように対面を希望する学生は対面・オンラインを希
望する学生はオンラインという方針が望ましいと思う。

• オンデマンドであれば先生が遅刻されることもなく、電話する必要がない
• 服装に毎日悩むが、オンラインなら気にしなくて良い。
• 睡眠時間が確保しやすく，生活習慣が改善したから。



• 好きなときに受講できる
•自分のスケジュールに合わせて好きな時間に受講できるから
•実験の都合に合わせて授業を受けられるため。
•社会人であり、勤務時間外に履修できるため。

• 自分のペースで受けられる、効率がよい
•見返したり、メモを取るために映像をとめることが可能だから
•一時停止・倍速等ができるので，自分のペースで動画を視聴でき，理解できるか
ら

•自分のペースで学習を進められるから。
• 見直せる

• 何回でも繰り返して見ることが出来るので、わからなかったところなどを後から
見直しができるため。

• 授業中にネット環境が不安定になっても、後から受講できる。後から見返せるの
で復習しやすい。

• 聞き逃したところや一度の説明では分からなかったところを何度も聞き返すこと
ができるため。

• 接続の問題
• リアルタイムでやると、アパートの人たちとwifiの使う時間が被って繋がらないこ
とがある。止まって見えない状況で授業が進んでしまうことがある。

• 授業中にインターネットの環境が不安定になって授業が途切れてしまう心配がな
いから。

• リアルタイムだと配信する人か授業を受ける人のどちらかのネット環境が悪いと
まともに受けられないから

• オンデマンドの方が質が高い
• オンデマンド型であれば先生は教えたい内容をしっかりでき、生徒であれば都合
のいい時間にすることができるため。

• １時間の講義内では喋りきれないことも、録画配信型なら時間制限なくきっちり
解説してもらえるので理解が深まったから。

• オンデマンドだと、好きな時間に授業を受けることができるし、余計な話が無い
ため、効率のいい授業を受けれて、何度も見直すことができる。
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• 対面とリアルタイム両方があると大変
• 学校でリアルタイムで受けている人は同じ教室にたくさんいるので声が聞
き取りにくい。そのため、家ですることになるが前の授業に対面が入って
いると早めに帰ったりする必要がある。

• リアルタイムで次のコマが対面であったり、その前が対面の場合早い電車
で大学に行かなくてはならなくなったり、大学に長く滞在しなくてはなら
ないから。

• リアルタイム型の後対面だと移動などが心配だから
• リアルタイムなら対面がよい
• 対面授業をある程度再開できる状況下にあるならば、オンライン授業をリ
アルタイムで実施するくらいならば対面に切り替えてほしいから。どうし
てもオンラインでなければいけない場合は原則オンデマンド型で統一して
ほしい。

• リアルタイムでするなら対面の方が良い
• オンデマンドだと動画の編集によってよりわかりやすく伝える工夫ができ
るが、リアルタイムだと内容的には対面とかわらないため。

• リアルタイムがよくない
• オンデマンド型でできることをリアルタイム型でしている授業があるが、
大人数のため上手く授業が進んでいない時があった。そのため、個人で授
業動画を確認して課題に取り組む方が早いと感じたから。

• 都合の良い時に授業を受けられるため。協働作業でもしない限りリアルタ
イム型である必要性をあまり感じない。

• 受講人数が多くzoomが落ちやすいから。リアルタイム型の授業を落ち着い
て受けることができる環境が大学ないから。

• 質問時間がなければリアルタイムはオンデマンドと同じ
• リアルタイムでするからといって質疑応答があるわけではなく、ただ聞く
だけなのでそれならオンデマンドと変わらないから。

• オンラインでするのならば、その場で学生に答えを求めるという形式でな
い限り、リアルタイムでする必要は無いと思います。



• 集中できる
•リラックスして集中出来るから
•短時間で濃い学習が可能だと思うためです。
•書きたい部分をもう一度聞けるから。集中力が途切れたらやめて、また集中でき
る時に聞けるから。

• リアルタイムは周りに気を遣う
•解放教室でリアルタイムの授業を受けても、声が出しづらい
•家には常に家族がいて、自分の部屋もないため、リアルタイム(音声、画面表示の
必要がある場合)は結構困るから。

•対面授業の前後でリアルタイムのオンライン授業があった場合、周りに配慮しな
がら学校のどこかの教室で受けるか、いそいで家に帰る必要が生じるから。

• 質問はメール等でできる
• 先生方がメールなどで丁寧に質問対応をしてくださるのでとても感謝しています。
• オンデマンド型をとりながらも、コメントシートで疑問点を挙げれば次回更新時
に動画やワードで回答してくださる先生もおり、特にリアルタイムでなければな
らない理由がない。

• 何回も見返すことができ、わからないことがあれば他の人を気にせず先生にメッ
セージなどで聞くことができるから。

• リアルタイムが苦手
• リアルタイムだと怠慢してしまうため。
• リアルタイム型だとパソコンに不具合があったときに欠席になってしまうことや
発言などもしにくく、部屋も映るのがとても嫌だから。

• リアルタイム授業の方が授業を受けてる実感は強いが、画面を90分見ることが目
や頭に不調をきたしたり、リアルタイム型授業を受ける準備を家庭で整えること
が、かならすしも出来るわけではないため

• 手軽、楽、気軽
• 手軽に受けられるから
• 授業という緊張した感じとは違い、気楽に見ることができるから。
• 便利だから
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• その他
• リアルタイム型でないと真面目に取り組まない学生もいると思うので、内
容や学生の受講態度から、どちらでも都合の良い方を使うことが望ましい
と思う。

• コロナウイルスの影響で生活様式も変化しているから
• 90分の授業時間に対して、どう頑張っても授業時間中には見終わることが
できない量の動画(動画の時間だけで120分など)をあげる先生もいるから、
そこは改善してほしい。

• 後から何度でも復習することが出来るから。ただし、リアルタイム型と違
い分からないことがあったときにその場で質問することが出来ないので、
質問が出来るように、しやすいように工夫する必要があると思う。

• 前期のオンライン授業のような形態になるのであれば、課題がかなり増え
て、寝る時間が削られて、授業時間に起きれなくなるから。

• そもそも大学は個人が望んで入学する機関であるから、学習する気のある
者であれば自発的に学習するため。

• グループディスカッション等の必要性に応じて(低ければ)、ビデオ講義の
視聴も最大限活用すれば良いと思う。



• 時間が決まっている、生活リズム
•生活習慣が崩れないから。
•決まった時間に受けることになるのでメリハリがつきやすい。
•その時間に起きないとという強制力が働くから。

• その場で質問できる、確認できる
•リアルタイムの方が質問をすぐできるため。
•疑問点がその場で解決できるから
•オンデマンドは一方的に講義が進むため、質問などができない。

• 後回しにする、忘れる
• オンデマンドだといつやってもいいと思い、後回しにしがちになるから。
• 都合の良い時にいつでも授業動画を見られるのは良いが、それによって見る時間
を先延ばしにしてしまったり、課題を溜め込んでしまいやすくなるから。

• オンデマンド型だと、課題提出の直前に授業を受けてしまうことがあって、あま
り内容が身についていないように感じるためです。

• オンデマンドがよくない、音声が聞き取りづらい、質が悪い
• オンデマンド型の授業は先生から一方的に講義を行われるので、内容を理解しに
くいから。

• オンデマンドは、通信教育と同じ。人数によっては、提出物のフィードバックす
らないので、この形式が多くなると学費の問題がでてくるのでは？

• オンデマンドは講義中に先生の補足が入らないので、途中分からないところが
あっても取り敢えず最後まで見なければならないので、時間の無駄になりやすい
と感じる。

• オンデマンド型について、教員によっては明らかに授業時間を超過することがあ
る（講義動画が120分ある、扱う情報量が時間に対して膨大である、など）。次の
講義や予定に影響してしまうため、リアルタイム型で明確な時間の区切りがあっ
た方が良いと思う。また、勉強に取り組むべき時間帯を指定された方が履修忘れ
もなく集中しやすいように感じる。

• 先生が反応を見てくれる
• リアルタイム型は、先生が学生の反応を確認しながら授業を進めてくださり、学
びやすかった。

• 学生の反応を見ながら講義できるから。
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• オンデマンドが苦手
• オンデマンド型を受けているが勉強のモチベーションがわかない。
• オンデマンドは気が抜けてしまう
• オンデマンドでは課題に必要な部分しか見ないから。
• オンデマンドだと、先生も生徒も楽しがちで、パワポを送るだけ、有意義
な対話の授業もなく、生徒たちのやる気も落ちる。

• オンデマンド型だとついつい後回しにしてしまう。
• 心配性なので、オンデマンド型だと過剰なくらい見直して、自分の完璧主
義なところが出てしまう。リアルタイム型だとあきらめがつくし、あとか
ら友達と情報交換したりして補填するので、効率が良い。

• 授業を受けているという実感がある
• リアルタイムの方が授業に参加している気がするから。
• オンデマンド型の場合課題をこなしているだけで学んでいる気がしないか
ら。

• オンデマンド型は授業を提示されるだけで、授業料は払っているのに授業
という感じが無く割に合わないといった感じだから。

• 録画希望
• 授業課題がある場合は見返せるように、授業後動画を掲載していただけれ
ば勉強は捗ります。

• リアルタイム型でも，レコーディングしていれば，自分の理解度に合わせ
て復習することができる．

• オンデマンドには、分からない時一時停止できる利点があるが、結果とし
て90分の講義に180分くらいかかる。その場で質問出来たり、都度生徒の
状況を汲み取って頂けたりする為、オンラインの方が良い。そのオンライ
ン講義の録画を公開して頂けると、体調が悪く満足に受講できなかった場
合などに復習できる為、大変嬉しい。

• 対面の代替
• 対面式の授業と形式が近いため、まだこちらの方が慣れているから
• 出来るだけ通常の講義と近い方が、集中して講義を受講できるから。。
• 対面式と大きな相違なく、授業を受けることができるため。

• 集中できる、意欲がわく
• リアルタイムだとその一回しか講義を受けることができないので集中しや
すく、怠惰な生活にならない。

• リアルタイム型のほうが緊張感をもって受講できるためです。
• なんとなく気合が入る。ある程度強制感があった方がいい。



• ディスカッションできる、他の人の話が聞ける
• リアルタイムのズームなどでディスカッションをしたり、顔出しでやる方が集中
力が保てるし、やりがいを感じれる。

• 社会科学系の大学院生は，授業もゼミも教員との対話や自身からの報告がメイン
になります。ディスカッションが主になりますので，リアルタイムが良いと感じ
ます。

• 他の人の意見を知りたいし、そうすることで考えに幅が出る。
• 他の人と一緒だと思える
• リアルタイム型だと教授に質問をその場でできるし，友達の顔を見てグループ
ワークができ，気持ちが楽になる。オンデマンドだと，一人でしていて不安や心
が落ち着かない。

• 画面越しであっても同級生と会えることを嬉しく思うためです。
• リアルタイム型のほうが、自分と同じように友人も今授業を受けているのだから
頑張ろうと思えるから。

• 教員からの詳しい解説、理解しやすい
• わからないことがあったらすぐ先生に聞けるし、自分で資料を読むより、先生の
解説があった方が理解が速いですから。

• 資料を見るだけでは理解できない点があるため、実際に説明を受けながら資料を
見るとより理解できるため

• リアルタイムで解説をしてもらいながら授業をする方が、内容が頭に入りやすい
と思うから。

• 統一してほしい、どちらでもよい
• とりあえず統一して欲しい
• どちらでもよい

• なんとなく、理由はない
• オンデマンドを受けたことがない
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• その他
• オンデマンド型だと個人の時間のかけ方の違いで授業の質もかわるのかな、
とは思います。授業資料を提示してくださった先生がどんな思いをもって
資料をつくってくださったのかもわからないので、リアルタイム授業のほ
うがいいと思います。

• リアルタイム授業の方が楽しく授業を受けられるような気がするから
• 授業内容外の知識も身につけられるため
• オンデマンドはいつでも自分の都合に合わせてできるという利点があるが、
先生方が課題提出等の締め切りのお知らせなし当日締め切りなどにされて
困るから。



有効回答数：399件（右図の分母はすべて
において399）

次ページ以降に抽出した96件を掲載する。

回答分類の詳細内容
授業：授業形態への希望、授業内容への要望。
連絡・配慮：メールが多すぎる、要点が分か

りにくい等。
収入・支援：生活困窮、支援要請等。
課題・資料：課題が多すぎて疲弊。
不安：学修、単位への不安。生活不安。健康

不安。
設備：教室開放、生協関連。
コロナ関連：感染対策。
移動：授業間の移動。家→大学間の移動負担

増。県外への移動。県外からの移動。
ネット環境：ネットの速度や繋がり状況。
その他：大学・教職員への御礼多数。

N=399
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現状についての要望・意見・不安について（自由記述回答）
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ID 所属 Q12.現状についての要望・意見・不安等がありましたらご自由にお書きください。（自由記述）（一部抜粋）

1 多文化社会学部

コロナの影響で母の精神状態が不安定になり、半年前から今も閉鎖病院に入院しています。家事や入院の世話のサポートのため、対面授業が連日あったとしてもどうしても毎日福岡に帰らな
ければなりません。福岡長崎間の移動は時間もお金もかかるし、感染リスクとしても不安があります。また、２時間半の移動中に休講連絡が来ても途中でバスを降りるわけにもいかず、長崎まで
来て引き返したこともあり、現状とても心身ともに疲弊しています。自分としても対面授業を受けたい気持ちは山々ですが、このままでは自分の精神も参ってしまう気がしてなりません。授業担当
者にも状況を説明しましたが、多数決で対面授業希望者が多いので対面で行うという授業もあります。自分の件は特殊な例かもしれませんが、このような学生もいるということを知っていただけれ
ば幸いです。

2 多文化社会学部
多文化社会学部4年で2021年3月に卒業予定であるが、卒業論文の提出方法に不安がある。2020年4月に留学から帰ってきて以来、長崎には家を借りず、地元（札幌）で卒業すること
にしたが、今のところ、卒業論文は直接学事務にて手で提出してほしいとのお話を聞いた。しかし、今のような状態だと、札幌から長崎に移動することは出来ないので（札幌の感染者が多すぎる
ため）、提出時期にそのような問題が発生してしまわないか少々不安である。

3 多文化社会学部 北海道や東京で感染が増えていることに危機感を覚えています。就活などで東京に行くこともありますし、感染対策への意識があまり高くない人もいるようなので、コロナへの感染に恐怖心を覚え
ています。オンラインでも十分対応できるので、出来るだけオンラインでの受講を希望します。

4 多文化社会学部 長崎は現在、コロナの恐れはあまりないが、年明け後の授業はオンライン授業を推奨してほしい。大学に関わる人が帰省や旅行で県外に移動することを想定すると、感染拡大やクラスターを発
生させてほしくないから。

5 多文化社会学部

収入が安定せず、授業料免除がもらえるかもわからない状況で不安です。
失職は免れましたが、余裕がある状況とは言えず、奨学金をすべて授業料の支払いに充てているので他の友達に比べ余裕がありません。前期は授業料免除をいただけてすごく助かりました。
家族からは家賃以外の支援は受けられる状況になく、支払日の違う複数のクレジットカードで食いつないだ時期もありました。（現在も少しその傾向がありますね）
金銭面だけでなく、授業面も元通りに回復するといいなと思います。

6 多文化社会学部
他学年と共同生活がストレスになる可能性が高いため、寮を出ることにしている。しかし、長崎県は家賃が高くバイトをしないと生活費を確保できない。親は仕送りをすると言ってくれるが、来年か
ら妹も高校を出て進学することを考えると、とても甘える気になれない。自分で選んだこととはいえ、バイトと勉強時間確保の両立に苦しんでいる。今はバイトを辞め、勉強時間がある程度確保さ
れているものの、やはりそれでも忙しく体力的につらいことも多い。頑張るしかないが、学生の本分である勉強の質がどこまで保てるか不安。

7 教育学部

教育学部でもゼミ室を使えるようにして欲しいです。他学部では、コロナ以前と全く変わらない使用状況だと本人から聞き不満です。（薬学部や工学部など）学長の目安箱に意見を出しまし
たが、全く聞き入れてもらえませんでした。教育学部は、共同研究もあり、数人で集まってしなければ進みません。ですか、集まれる場所だったゼミ室が使えなくなったことで、商業施設に行かなくて
は行けなくなり、逆に感染の危険が高まったり、出費がかさんだりしています。
感染のことを考えると使えないというのはわかりますが、それならどの学部も共通にしてほしいです。それなら納得できます。
ですが、このように意見を聞いてくださり、思いを伝えられるだけでも感謝しています。本当にありがとうございます。
どうかよろしくお願いいたします。

8 教育学部 専門科目こそ、いろいろな人と意見を交わしたりする必要があると思う。今年1年まともに大学にいかずに卒業するのは不安。友達とも会う機会が減って精神的に落ち込む。対面授業をしてほし
い。しないならしないなりの納得いく理由を述べてほしい。

9 教育学部 授業の形態が変わり、オンデマンド型において質が異なった授業や施設が利用できない等の不自由な生活でした。
コロナウイルスにより親の収入に影響がある今、制限された支援ではなく全体に共通する授業料を見直して頂きたいという願いがあります。

10 教育学部 私は自宅から通っているのですが、片道バスで1時間30分くらいかかっています。またネット環境もなく（通っていない）学習するためには学校に来て学校のWi-Fiを使用しないといけない状況で
す。ネット環境について何か支援をしていただきたいです。

11 教育学部 現在、オンラインと対面が混ざった混合の授業形式になっていますが、これから気温も低くなり咳やくしゃみをする人も増えていてインフルエンザ、コロナ感染者が増えてくるのではないかと思っていま
す。正直いつ感染するか分からないので、今行っている対面授業が怖いです。大学内で発生する前に、対策を取って全部オンラインにしてほしいと願っています。

12 教育学部
リアルタイム型のオンライン授業と対面授業が連続してある場合、家が遠いので結局学校でやったり、友達の家借りたりしてやらないといけないから、ほんとにどっちかにしてほしい。
あと、祖母とほぼ毎日会うので、コロナとか不安で公共交通機関を使いたくないきもちがあって、自家用車で通ってるのですが、たまにパーキングが満車になってたりして車が停められなかったりする
ので、大学のとこの駐車場使えたらいいのになと思う。経済のキャンパスは車出入り自由で無料は羨ましいでしかない。
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13 教育学部 オンライン授業の際に、授業資料などを印刷することが多くあります。印刷費もかかってしまうので、なにか負担を軽くするような方法があればありがたいです。

14 教育学部
対面型の授業がいいと書いたものの、やはり対面で授業を行うのは怖いと感じている。食堂や教室が密にならないように工夫がされているが、それらの場所をを利用したいと思っている人が多く結
局密になっているというのが現状であると思う。また、席が空いていなくて食堂で食べることができないためあき教室で昼食を食べていたら学務に注意された時があった。食べる場所がないからそこで
食べるしかないのに、と思った。

15 教育学部

課題が多すぎて、大変。アルバイトをしたいのに、課題が多すぎて時間がないため、収入が少なくなり、娯楽のできる時間・費用がなくなり、憂鬱になるばかりである。
リアルタイム授業で最後に一言コメントするなどの簡単な感想等の提出の形だったら、その授業に対して憂鬱にならずに受講することができる。正直言うと、授業を受けて学ぼう！というより、あの
量の課題をしなくちゃ……と、学びを得ることよりも課題のことばかり考えてしまい、悪循環になってしまう。具体的には、今のところ考えを出すことはできないが、先生方も学生にも効率的な方法が
あればいいと考える。

16 教育学部 先生方によってコロナ対策への意識の差が顕著に見られます。オンラインを徹底的にされる先生と、対面を積極的に取り入れる先生といらっしゃり、学生としてどのようにすべきかわかりません。なる
べく学校内に長時間滞在しないようにすべきなのか、図書館や学部など積極的に活用すべきなのか、曖昧です。

17 教育学部 昼休みに食堂の席数が少なかったりするために、大学周辺の飲食店に行くことが増え、今までよりお金を使うようになった。学部や教養科目によって授業時間を調整したり、時間変更をすれば
もっと学生が食堂や生協でご飯が食べられると思う。１２時５０分開始というのが変わらないために昼ごはんを食べずに授業に向かうという生徒を減らして欲しい。

18 教育学部

学生メールの情報が多すぎて、どれが大切かどうか、分からない。見落としてしまう。
10月末頃に、メールが一気に20件ほどまとめて送信されてきた時があった。期日もバラバラでとても見にくかった。
メールを送るなら、定期的に期日に対応して送るなどして、一気に送るのはやめて欲しい。それらのメール以外にも授業に関するメールとかもあるので、奨学金やその他大切な情報もそのように送
られてくると、見逃してしまう。

19 教育学部

みんなそれぞれ価値観が違うのは、頭ではわかっていますが、長崎大学が求めているコロナ対策などを、きちんと実践していない友人らを見ると、なんだか自分がコロナに対して、心配しすぎなのか
なと気にして落ち込んでしまいます。私は部活動に所属していますが、今活動が動き出した中で、十分に対策が行われていない気がするのです。果たしてどれだけの部活・サークルが、ルールを
守っているのでしょうか。大学側も、学生の自主性に頼るしかない部分も多いのだろうということは理解しています。
　withコロナ時代になり、部活動も含めた大学生活（日常生活）の中で、周りと自分の考えのギャップに本当に疲れてしまいます。そのせいで、ふとした瞬間に、とてつもない不安に襲われること
もあれば、絶望を感じます。私がもともと心配性で、メンタルが弱いせいなのは分かっています。みんなコロナで困っているし、私より生活状況が大変な人もいるのも分かっています。でも、すっともやも
やして辛いです。長々と書いてしまったのですが、なにかコロナ渦でのメンタルヘルスというか、そういったことを発信してくれるメールなどがあったら、自分の心の健康をサポートするのものになると思って
います。長崎大学の職員の方々が、一生懸命情報を発信してくださったり、このように学生の声を聴いてくださることに感謝しています。お忙しい中申し訳ありませんが、ご検討宜しくお願い致しま
す。

20 教育学部 パソコンを使用することが増えたことにより自宅での充電だけでは対応出来ない。そのため、大学の空き教室を利用した際に充電を行っているが、どの学生も充電を必要としているためコンセントや
延長コードが不足する事態に陥っている。

21 教育学部

オンライン授業が始まってから、テストなどで集まれなくなったことが原因なのかもしれませんが課題がとにかく増えていると感じています。今までは授業中にレポートを書いていたのに、90分のビデオ視
聴＋レポートを書く時間となるとそれだけで精一杯で、自分の興味のあることやもっと調べたいと思ったことは先延ばしになってしまっています。
また、友人の中には最近やっとアルバイトを再開できて、今までの分を取り戻すためにも生活のためにもたくさんシフトを入れざるを得ないという人がいます。もちろん学生が優先すべきことは学業で
あることに間違いはありませんが、親の収入が減ってアルバイトの収入を生活費に当てなければならない学生にも大量の課題を課していることに気づいてほしいです。非常事態の中でアルバイトと
課題を必死に両立して生計を立てている友人がいることをもっと考えていただけたら有り難いです。また、私自身も実習などの日程が後期までずれ込んだため、そちらの課題や報告書の提出など
も重なって正直睡眠時間が減らされています。もちろん自分の要領が悪いのもありますが、かなり生活がしんどいものになっていて、塞ぎ込む日が増えてきたことがとてもつらいです。だんだんと授業を
受けるのがつらくなって学校に行けなくなってしまうのではないかということが不安です。
このようなアンケートをとって頂きありがとうございました。

22 教育学部
家が長大付近でないため、オンライン(リアルタイム)の前後に対面があると結局オンラインも学校で受けないといけないということになり効率が悪く、対面と同じ状況になるように思えます。なるべく家
でオンラインを受けれるように、リアルタイムでカメラなしの時は授業後半バスでスマホで受けながら移動するということもしています。移動中の受講を可能にするために、カメラの使用はしなくていいと
いうふうにしてほしいです。
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23 経済学部 大学からアルバイトの紹介などがもっとあったら嬉しい。
24 経済学部 コロナ下が相まってアルバイトがなかなか見つからないので大学側や生協で日雇いでもいいのでアルバイトを募集やそれらの情報を発信・紹介してほしい
25 経済学部 困窮している学生に対しての給付金であるのに、その選考基準が厳しすぎる。このままでは生活がとても苦しい。

26 経済学部
ワクチンが無事に行き届き、安心の得られる状況が備わるまでは対面授業への緩和措置は避けた方が良いと思います。
もちろん、色々と生じる問題もあることも承知の上ではありますが、なにより現在は実家住まいの方も居ることを考えると周囲の老人へ影響が及ぶ可能性も考えられます。生命を優先することが第
1です。

27 経済学部 少しずつ対面授業が増えてきている中で、中にはあまり換気ができずに空気がこもりやすい室内で授業を行っている講義もあり不安に感じています。その点、授業中でも定期的に換気するような
指示を先生方から生徒に確実にしていただけるとありがたく思います。

28 経済学部
教養モジュールや学部の授業で、4人、6人以上のグループワークがあり、又、マイクも他の人が使ったまま回ってくることがあるので、不安が大きい。なるべく大人数での授業を避けたい。狭い教室
でいっぱいに人が密集していると感じるので。
又、成人式後の2週間はオンライン授業を実施してほしいと思う。成人式のために県外へ出る学生が多いと思われるので、その後対面授業を実施するのは不安が大きい。

29 経済学部 授業に付いていけない教科ではどれだけ復習しても時間がかかり、次の授業でも置いて行かれること、そして人に相談する機会があまり無いこと。レポート作成に毎回かなりの時間を要し、睡眠不
足に陥ることが多いこと。つまり、現状での不安は体調・学習面が多い。

30 経済学部

あくまでも私の意見であるが、オンデマンド授業の動画時間が本来の授業時間である90分を超えているのにもかかわらず、その授業での課題の提出量が一週間では終わることが難しいということ
については少し疑問がある。10分やそこらの延長ではなく、30分以上もの授業の延長があった。大学は学ぶ場であるので、授業の時間を少なくしてほしいのではなく、それなら課題の提出期限を
もっと延ばしてほしかった。時間がないまま投げやりに書くレポートほど無駄な学びは無いと思うので、もっと課題の量に見合った提出期限を設定してほしい。
　また、ある授業では2限連続でオンライン授業が行われており、教授がこちらのカメラをオンにするように促してくるが、約三時間もの授業でカメラをつけ続けるとどれほどの通信料がかかるのかを理
解してほしい。教授は学内の強力なWi-Fiを使用しており、通信速度など気にもならないでしょうが学生にとっては貴重な通信料なのです。さらに、ディスカッションやグループワークをするわけでも
ないのに、授業をきちんと受けているのを確認するためだけに3時間もの時間カメラをつけ続けるのは通信料の無駄であるし、出席確認の方法は他にもあると感じた。その授業だけならカメラをつけ
る通信料はあるが私たちは他の授業でもオンラインやオンラインでのテストがあるので、いざ提出するときに通信が出来ない事があるので、その授業だけに多大な通信料は掛ける事が難しい。

31 経済学部 対面授業でコロナウイルス対策ができているか微妙な授業があります。授業の中でたくさんの人にマイクを回している授業があり、回すたび消毒はしてありますが不安です。
32 経済学部 今年度まではオンラインを続けて欲しかった。最低でも対面とオンラインの両立をして欲しかった。他県から通うのは金銭面、時間の確保において非常に厳しいところがある。

33 経済学部 コロナウィルスに感染した後では遅く、特に大学という環境では一人が感染すれば瞬く間に大学内にクラスターが発生すると思う。自分はもちろん周りの人にも心配なので、オンライン授業を継続
してほしい。

34 経済学部

昨日(10月9日)に自分は初めて対面授業を受けた。そこで心配な点が一つ
使ってはいけない席に置いてあるバツ印の紙の位置が適切ではないと思った。
今の席だと横同士の間隔は確かに取れるけど、前と後ろの間隔が取れない。
ソーシャルディスタンスの意味が無いと思う

35 経済学部

経済学部の授業カレンダーと大学のホームページに載ってるカレンダーのテストの日程はどっちがほんとですか？冬季休業も21日か22日かどっち？統一してください。困惑してます
対面授業を始めるといったのにいつから始めるかを提示しない先生が複数人いますが、どうにかしてほしいです。
正直、対面で行うことでクラスターになる恐れがあるぐらいなら実習以外はオンラインでしてほしいです
長期休みは特に実家に帰省するために他県に行く人が大学は高校生などに比べて多いので、危険性が高いと思います。それか、対面かオンラインかを学生に判断してもらって授業を両方同時
ですることはできないんですか？
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36 医学部　医学科

医学生の就職活動における制限区域の移動についても許可を出してほしい。
2020年春休みも県外に出れず、5月も出れず、夏休みも出れませんでした。
冬休みも2021年の春休みも2週間しかなく、制限区域へ移動をすると卒業試験やクリクラを休まざるを得ない状況になります。
その際に欠席扱いにならないような配慮をいただきたいです。

37 医学部　医学科 経済支援制度についてはメールの内容内に申し込み方法を詳しく書いて欲しい
URLがあってそれをタップしてもどれがそれに準ずるのか少し分かりにくかったし、どこから申し込めばいいのかがよく分からなかった

38 医学部　医学科

正直にいうと、私の周囲の学生の中には、大学が指定する制限地域に旅行に行く学生が複数いる。そんな中で対面授業を受けなければならないのは嫌である。私は同居する家族がいるため、
万が一私が感染したり、キャリアーになってしまうと、直接家族に迷惑をかけてしまう。大学生という生き物は、大人の皆さんが想像する以上に決まりを守らない者が多い。そして、大学側が対面
授業をするための条件として提示していることも守られていないことが多い（換気の徹底、三密の回避など）。このような状況で、対面授業を受けたくないという学生がいるということだけは分かっ
ておいていただきたい。そして何より、このようなアンケートを通して、どのような意見があり、それに対して大学側がどのような対応をしていくのかを学生に提示していただきたい。

39 医学部　医学科 nuwebのメールであまり必要性がないようなメールが沢山送られてくるので、本当に必要なメールだけを生徒それぞれのメールアドレスに送って、それ以外の内容については、ホームページなどに掲
載するようにして欲しい。

40 医学部　保健学科

講義に直接関係はないかもしれないが、以下のことで困ったことがあった。
これまで授業料免除の対象となっており、今回以前と同様の成績・(親の)収入額の為、免除申請をした。今回このような状況で、私自身の収入が激減し、政府からの学生給付金と学校独自
の一時支援金も受けるほど困っていたのに、免除の対象とならなかったことが疑問。
このことに関して問い合わせても、対象・非対象となった理由については回答できないということで、問い合わせることもできず。後期の免除申請時には、前期と同額になるということで、再度免除
となる可能性は低いと考えておいてくれと言われた。
今年は、COVID-19や９月の台風等で、多くの学生・またその家族が金銭面で、悩んだと思う。
実家も一部損壊を受ける等家族としても収入額に比べ臨時の出費もあった。私自身も現状、給付金で何とか賄いながら生活している。なので、授業料免除に関しては、特に大きな出費となり
家族全員で非常に困っていた。

41 医学部　保健学科

保健学科生です。3Qを通して、保健学科内で一日を過ごしたり（ゼミ等）オンライン授業を受けたりすることが多かったのですが、生協が空いていない、もしくは2時間のみ営業などが多く、昼食
を取るのに少し苦労しました。通常であれば、大学病院内のコンビニに行けるのですが、コロナの状況にあり、また病院内ということもあり、もしもの場合を考え病院に来られている方に感染させな
いためにコンビニに行きにくい状況です。
保健学科内で、弁当のみ販売などを検討していただくととても助かります。
よろしくお願いします。

42 医学部　保健学科

現在、実習によりバイト・県外への移動が制限されている状況です。当然外食は控え、節制した生活を送っていますが、無収入では限界があります。臨地実習という大学生活で最も重要な時
期に実習以外の金銭的なストレスがかかり続けることに耐えられません。実習とは異なるストレスがかかり続ける状況に疲弊する毎日で、唯一の心のよりどころであった実家への帰省も行えず、かな
り限界に近い状況です。国内で多くの学生が同じような境遇にいることは勿論理解しています。理解していても「自分たちが一番つらいのでは」と思ってしまうほど精神力が欠如している状態で
す。こういったストレスが軽減され、長崎大学の学生でよかったと思えるような対応策を希望します。この発言が届き少しでも状況が改善することを数少ない希望にして、残りの実習も頑張りたいと
思います。

43 医学部　保健学科 課題の量が多すぎて睡眠時間がかなり削られています。大学でかかる費用は全て自分自身で負担しているので、アルバイトをする時間なども考慮していただきたいです。

44 医学部　保健学科 昼休みの食堂が蜜すぎるので、対策をしないとこれからコロナが増えた時に危ないと思います。

45 医学部　保健学科 大学から家が遠いため対面授業がはさまっているときは、朝から学校でリアルタイム授業を受けなくてはいけないことが大変。そういう人が多く、開放教室も結局密になっていると感じる。開放教室
で声を出しづらい。

46 医学部　保健学科 現在オンライン授業である英語が、これから対面授業を増やすかもしれないという周知があった。このような連絡をもう少し早くしていただきたいと思う。アルバイトなどで迷惑をかけることもあるため、
なるべく授業日程の変更は1か月前に連絡があると動きやすい。



58
ID 所属 Q12.現状についての要望・意見・不安等がありましたらご自由にお書きください。（自由記述）（一部抜粋）

47 歯学部 ・歯学部内で空き教室を自由に使えるようにしてほしい。(PBLや3階、6階の教室の放課後、休日利用)
・歯学部C棟地下(特に更衣室)でネット接続が出来ないため、学内Wi-Fiやネットが繋がるように環境を改善してほしい。

48 歯学部
大学内での回線の安定性が悪い。各教室ではすぐに切断されて再ログインが必要になったり、食堂では通信速度が遅過ぎる。
通学が必要ではない実習以外の授業はzoomでいい。
zoom直後の授業は通学時間を考えて開講されないと、結局大学の教室内でzoomを受けることになりzoomである意味がない。

49 薬学部

学生への給付に関して、奨学金受給の有無が選定要件に入っているのは困る。
生活が苦しくなくても奨学金を受給しているため、今回の給付金を受けることができた学生がいるが
私は奨学金を受給していないため給付を受けることが出来なかった。
そのため、現在困窮している。

50 薬学部 国から大学に対し対面授業を増やすよう要請があるのかもしれませんが、状況を見ながら毎週毎週慎重に判断していただきたいです。長崎でも12月～2月のどこかで大きなピークが来ると思うの
で、その時が来たらいつでもオンライン授業や登学制限などに切り替えられるように準備していただきたいです。

51 薬学部 大学からのメールが多すぎるのでもう少し精査して送るようにして欲しい。就活も重なり毎日大量のメールが来るので見落としてしまう事がある。学長の応援のメッセージやコロナ禍での過ごし方な
ど何度も来るので疲弊している。

52 薬学部
何の感染対策もされていない研究室にコロナウイルスの感染拡大前と変わらずに9時から5時まで全員で来ることに不安があるし、学生の居室もいわゆる密な状況である。学部のほかの研究室
もほとんど同じ状況だと聞いている。研究室でしか行えない実験をするとき以外は来ないようにする、分散して登学させるなどの対策をとるように強く促すか、対応を統一してはどうかと思う。
このように大学の状況が変わらないままであれば学生の危機感や感染予防に対する意識が低くなるのは当然であると思う。

53 薬学部 健康管理システムについて、LACS内に設置、あるいはリンクを置いて頂けるとアクセスやログインの手間が省け助かります。LACSのカレンダー機能に入力状況の表示があると入力忘れも減るので
はないかと思います。

54 薬学部
対面授業において、授業科目によって感染対策に差があることが気になっています。学部の専門授業では、比較的しっかり対策されているように感じますが、一部の教養授業、SCAS授業にお
いては、マイクの複数人での使い回しや、先生がマスクをしていないことがある等、不安に思うことがあります。適切な対策がなされた上で対面授業が実施できるものだと考えられるので、そこは改
善してほしいと思っています。また、感染の拡大状況に応じて、テストや実験といった対面での実施が不可欠な講義以外は、適宜柔軟にオンラインへ移行することを望みます。

55 薬学部 最近換気により対面授業を受けているときにとても寒いです。厚着やブランケット等を利用していますがこれからもっと寒くなるのが不安です。
授業によってはペアワークやグループワークを頻繁に行っており周りがコロナ対策や健康システムをおこなっているか不安になります。

56 情報データ科学部 講義をすべてハイブリットかオンラインか対面に固定してほしい。
オンラインの次に対面、のようになると家から大学に行くまでに時間が足りないから。

57 工学部

先にも書きましたが、私は現在大村市から片道二時間弱かけて通学しています。家庭の経済状況の理由で、一人暮らしをすることができません。また、不規則に組み込まれたオンライン授業と
対面授業により、同じコースの学生よりも、睡眠時間が短くなったり、課題に取り組む時間がなかったりと非常に心苦しい毎日を過ごしています。また先日驚いたのが、実験のレポートの提出が、
昼の12時に学校であったのですが、不備があった場合自宅まで帰って夕方までに仕上げてくるということでした。ほかの学生さんは、自宅が近いので、すぐにプリントアウトなどができますが、自分は
片道2時間かけて帰り、家でレポートを仕上げ持ってこなければなりませんでした。事情を説明したら分かってくださいましたが、だいぶ悩まれての決断で提出期限が伸びました。家庭の事情で一
人暮らしをすることができないというマイノリティーを完全に無視した形の考え方だったので非常にショックになりました。
今回のように、多くの教授の中には、オンラインは楽だからと、課題を多めに出したり、オンデマンド型とリアルタイム型をわざとイレギュラーに課してきたりする方がいらっしゃいます。。しかし、それらはす
べて近郊に住む学生を基準にした考え方であり、遠くから通っている学生の身も考えていただきたいと思いました。このままだと、経済的のみならず、精神的にも参ってしまいそうです。今回の意見
が、生かされるといいなと思い書かせていただきました。

58 工学部
オンライン授業の次の授業が対面授業や対面授業の次の授業がオンライン授業だと、どっちも全員が学校に行って受けないと行けず、オンライン授業にしている意味がないと思った。曜日で、オン
ライン授業と対面授業を分けてほしいと思った。ハイブリット授業は、大変でした。
また、学校には多くの学生が来るのに、食堂は席が少なく、昼休みは食べる機会がなかった。
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59 工学部

今年度後期のハイブリッド型授業について不満があります。
対面授業を再開したと言いつつ、コロナに不安がある人向けにオンライン同時並行の授業であったり、隔週でオンラインと交互での実施であったりするのが現状です。
正直この状況では、オンラインの悪い部分(課題に頼る・通信障害等)は消せておらず、今までの対面授業の良さはまるでありません。
わざわざ学校に出向いて教室に集まり、オンライン授業を受けているような気分です。
表面的で形だけの、体裁を繕うためだけの対面授業のように感じます。
オンライン授業と対面授業はそれぞれ短所と長所があると思うので、片方のみに統一するならどちらでも良いと思います。
しかしながら、双方の短所を引き出してしまう中途半端なハイブリッド型授業はどうかやめて頂きたいです。

60 工学部
対面とオンライン講義を交互でやるハイブリッド型にやりづらさを感じています。個人的なことですが、私は通学時間に片道1時間半ほどかかります。交通費も1日あたり1500円です。しかし、講義
の形態がハイブリッド型になったことによって毎月が、定期券代<交通費となってしまい損をしている状況です。
また、対面講義なのに、配信をしている。これなら教室で受講する意味がないと思いました。

61 工学部 午前と午後の授業でオンラインと対面が一致していないと移動に時間がかかる実家から通う人には昼休みのうちに移動できないなど，特に大変なので，どちらかにしていただきたいです。

62 工学部
学校にも体温を即座に測れる機械を取り入れて欲しい。
他の大学では，教室入室前に体温を測ると聞く。長崎大学ではそういう取り組みはしてくれないのだろうか。一人暮らしの人でなかなか体温計を持っていない人も多いと思う。現に，私は持って
いない。どこにも売っていないからだ。また，入室時にアルコール消毒をしない人は多い。だから，学校側が準備してくれるとありがたいし，安心して対面授業を受けることができる。

63 工学部 大学の講義用WiFiが弱すぎて話にならない。WiFiを何回繋ぎ直してもすぐに切断されて、一コマ分丸々講義のZoomに入れないことが普通にある。オンライン講義にするならもっとまともな環境
を整えるべきだと思う。大学のWiFiのせいでちゃんと勉強して課題にも取り組んでいるのに成績が下がってしまうことが有り得るので早急に改善して欲しい。

64 工学部 生協の購買ショップにマスク売り場を設けてほしい。
また、すでに設けてあるならもう少しスペースを大きめにとってほしい。

65 工学部 定期的に教室の机を拭いてほしい。

66 工学部

教養教育科目については、オンライン授業と対面授業が連続で行われる場合があり、大学の開放教室でオンライン授業を受けることがあった。さらに、自宅が大学から遠い学生は、オンライン授
業と対面授業が連続でなくても、移動時間によってオンライン授業を自宅で受けられないため、パソコンを持参して大学でオンライン授業を受けることになるだろう。また、発声による飛沫の飛散等
のリスクは少ないとはいえ、開放教室に学生が集って授業を受けるため、オンライン授業を行うメリットが半減しているのではないかと感じる。学生の負担と感染防止対策の観点から、オンライン授
業の日と対面授業の日を区別して頂ければ有り難いと思う。

67 工学部
ハイブリッドはやめて欲しい。
オンラインの後対面だと必ずと言っていいほど遅刻してしまう。
どっちかにして欲しい。

68 工学部

学食の席数が少な過ぎて学食が使えない、結果、生協がパンクし弁当が無くなったり、、リフレッシュルームの飲食禁止など昼休みにおいて、昼飯の確保、飯を食べる場所の確保が大変だと感じ
る。
図書館でグループ学習できる場所がない 。
サークルセンターで他の団体と共有で使う音楽練習室が、感染症流行以前に決められた曜日に応じた割り振り表が守られておらず、従来なら自分らの団体が使える日に他の団体に使われてて
使えないことがある。
感染症の影響で共用施設の使用モラルがテキトウになったことを感じた。

69 環境科学部 親の給与額が条件を満たさなかったため、各種経済支援に申し込むことができませんでしたが、自分自身は今学校に行く交通費などを短期バイトで貯めたお金から出して通っている状況で、正
直余裕はなくきついです。
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70 環境科学部

大学のWi-Fiが弱い。オンライン授業に支障が出るときがある。
講義用(5G)はパソコンでもつながらない場合もある。
ブンキョウマチ2-Cと5Gはスマホだとつながらない。スマホでオンライン授業をみて、パソコンにメモをとることもあるのでつながるようにしてほしい。
メールで重要な連絡が見られるのはよいが、それ以外のあまり緊急でないメールも多く届くので、緊急でない呼びかけはメールではなく掲示板でよいのではないかと思う。

71 環境科学部

個人的意見にはなりますが、実家暮らしでJRと路面電車を利用して通学しています。現在は「オンライン」と「対面」での講義が週ごと、また科目によっても違うため、どちらかに統一していただける
と幸いです。
その理由としましては、通学用定期券を購入すると、行かない講義があるためもったいないと感じ、今度対面が増えるようであると単日ごとの通学費の場合、負担が大きくなってしまう場合も生じ
ます。そのため、ご検討の途中段階で、ましてはこのようなアンケート実施により学生の意見を取り入れていかれる現段階ではなはだ恐縮ではありますが、統一していただけると幸いです。

72 環境科学部
outlookメールで全ての内容が知らされるが、Nなびや就活関連のメールも莫大な量が送られてくるため、
読む気がない場合や全て読まずに放っている人も多いと思う。また、NUWEB掲示の内容は重要だと思うが、生徒はlacsを見る機会の方が圧倒的に多いと感じているため、統一できないのかと
疑問に思う。個人的にはNUWEBより掲示板の方がよく見るため、コロナウイルス関連の記事は、常に注意喚起するには各学部の掲示板に載せた方が良いと思う。

73 環境科学部 お昼頃の食堂で人が多すぎる。クラスターが起こったら何人感染者が出るのだろうと毎日ビクビクしている

74 環境科学部 オンラインか対面かで定期券を買うか買わないか迷うこともあり、1個の授業の対面ためだけに学校に行くということや、週によって違ったりすると困るので、曜日ごとの授業で、同じ学部なら合わせ
て欲しいです。でも、2つの学年が同じものを取っていて難しいことも分かっていますが、これがお願いしたいことです。

75 環境科学部 多くの授業が対面で実施されていて、ほぼ以前のように毎日何かしらで大学に行っている気がする。それなら、対面とオンラインを混ぜなくて対面にしてもいいのではないかと思ってしまう。
個人的にはオンライン授業をしてみて、家でも授業が受けられるし便利だと思った。

76 環境科学部 大学の制約のせいで実家にずっと帰れていないので帰りたい
昼休み食堂や生協の人が多すぎる

77 環境科学部

オンラインと対面のハイブリッドを行うならば統一して欲しい。
実際に、3限オンライン4限対面5限オンラインという科目があり移動が大変だった。
大学でオンラインを受けようにもオンライン用の教室に入ると真面目に受けようとしない学生の話し声や笑い声によって授業に集中出来ず、3限が終わると走って学校に行き、4限を受け、4限が
終わると走って家に帰るという生活になっていた。
中央図書館3階のように、一切話してはいけない教室を作るのはどうでしょうか？

78 環境科学部

・現在、オンライン授業と対面授業を交互に行っている科目があります。その影響で、今週はどう動くべきかというような混乱が生じることがあります。また、課題の提出方法がオンライン授業の場合
と対面授業の場合で異なるという科目では、課題を提出しそびれたりしてしまう人なども見受けられます。
一日ずつ交互にするのではなく、例えば後期の授業であれば第３クウォーターはオンライン授業で第４クウォーターは対面など、まとまった単位で変えたほうが良いのではないかと思いました。
・未提出の場合LACSの左下に課題が表示されるのですが、そこに表示される課題と表示されない課題があります。もし、特別な理由がないのであれば、課題の提出方法を統一した方が分かり
やすく、提出し忘れるような事態を防ぐことにもつながるのではないかと感じました。
・原因は良く分からないのですが、G38 とC26(現在木、金曜日に１，２限のオンライン受講の際に使用される部屋)のインターネット接続が悪いと表記されることが多いです。そして、５Gの
Wi-FiよりもBUNKYO-MACHI-Cのようなものの方が接続が良くなることが多いです。金曜日に2限連続で発話可能の部屋がいつも人がいっぱいいるため、その影響もあるのかもしれません。
・また、人の多さに対して教室が狭いので、もう少し金曜日に2限連続で発話可能の部屋を増やすか大きくしてほしいです。

79 環境科学部

ハイブリッド型講義を取り入れるなら、曜日ごとなどで
分けた方が講義の効率も良いと思う。
講義を受ける教室によっては、タップがなく、パソコンのバッテリーが
持たないことがあるので、オンラインと対面を交互などになると
なかなか充電が出来ない。
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80 環境科学部

先日やっとバイト先が決まったからよいものの、何個バイトを受けても採用されず(特にがっつり練習している部活に入っているとバイトに入れる条件も制限されるため)、本当に生活費に困ってい
た。学生支援に申し込んでも良かったが、親の収入はあまり変わっていないし、年収的にもたぶん申し込んでも該当する学生ではないと自分で判断したため申し込めなかった。やっとバイトを見つ
けて、何とか生活していけるめどがったったけれど、私と同じような状況の人は意外といるのではないかと思う。意外と、お金に関して親に相談することは気が引けてしまうため、苦しい思いをしている
人はいると思う。難しいかもしれないが、大学側からもう少しバイトを紹介してもらえないかと思います。

81 水産学部

PCRの力も頼りつつ、対面授業を増やしていく事で来年度の新入生や在学生の方は安心して勉学に励むことができると思います。オンラインでも授業は出来ますが、人と人との触れ合いがいかに
大切だったか、第一波の自粛期間を通して学んだからです。
コロナ禍でもこうして研究に集中できるのは先生や事務の方など長崎大学に関わっている全ての方のおかげです。
いつもありがとうございます。

82 水産学部 1限オンライン2限対面といったようなことが多々あり、授業の半分以下にオンラインをしていても曜日ごとに各授業で照らし合わせを行わないと結局大学に登校することになっているので、半分以
下という規定だけ設けてもあまり意味がないように感じます。

83 水産学部

県内では規模も大きい大学であるが故の対策であるのは分かる。しかし、教職員がマスクをしていない場面も目にするなかで一方的に規制をしかれるとこちらとしては疑問に思う。我々ももう大学
生であるため大人を見て育つだなんてことはないが、まずは示しをつけていただきたい。
この規制下でしっかりと守っている学生が大半であるし、守らない人は何をどうしたところで守らないのは容易に想像できるため、ちゃんと守れだの○○をしろだの言うだけでなく、地域活性を促す話
やどう共存していくかをしていただきたい。

84 水産学部

①大学が本当に感染者を出したくないなら、大学生協内に入れる人数を制限する所までやる必要があると思う。昼休みなどに生協に行った際にその人数の多さと、感染対策のズボラさに驚い
た。生協の人間も大声で｢いらっしゃいませ｣と叫んでいて、ついつい笑ってしまった。一体なんのためにマスクをしているのか。なぜ、他人と喋る機会が少ない授業はオンラインやハイブリッドが推し進
められているのに、不特定多数と接触する機会が多く、会話も多い生協が手指消毒だけで感染対策をしているのか理解が出来ない。大学生協があのような状態なら、授業をコロナ禍以前と同
じように行っても差し支えは無いと思われるので、コロナ禍前と同じような授業の形式になればいいなと思う。
②他人と外食をする際に、教員がいれば10人から20人に同時に参加できる人数が増えるというのは何を根拠に言っているのかが分からない。教員がいても感染のリスクは変わらないはずなのに、
外食に同席できる人数が2倍になるのはおかしいと思う。
③課外活動について、毎回活動前に参加者名簿と事前チェックシートを提出する必要があるが、その用紙代と印刷代を学生側が負担するのはおかしいと思う。例えば勧誘用のビラなどの用紙
代についてはこちらが印刷をしたくて印刷をするので、こちらが負担するのは当たり前だと思うが、参加者名簿と事前チェックシートについては大学からの要請で出しているので、そのための費用は大
学が負担するのは当然なのではないか。
④行動記録を書く必要性があるのかどうかが分からない。COCOAをインストールすれば誰と接触したか分かるのに、2重でわざわざ記録する必要はないと思う。健康管理を記入することを正直そ
の存在自体をすぐに忘れてしまうので、記入していなかったら大学からメールが来るようなシステムになれば記入を忘れないのではないかなと思う。
全体的に感染対策が感染対策のためではなく、世間体のために行われていると思う。
本当にこの文章が大学の職員のもとに届いているかどうかは分からないが、もし届いているなら特に①.②.③については具体的な案や理由を全体メールか何かで伝えて欲しい。もしそれがないな
ら、職員のもとに届いていないという解釈になってしまうので、このような形だけのアンケートは時間の無駄なのでやめてもらいたい。

85 水産学部
現在東京や大阪などの人口密度の高い地域でコロナが再度流行っていて、このままだと長崎県にもコロナが入ってくる可能性が高いと思うので、現状ソーシャルディスタンスが全く保たれてない食
堂の利用について不安を感じている。
また、冬休みで帰省する学生もいると思うので、冬休み明けから2週間は授業を全てオンラインにして、食堂も利用禁止にしてほしいです。

86 水産学部
給付金での条件で親からの仕送りが規定ちょうどの額だったので申し込めなかったが、私は生活に全てかかる費用をアルバイトなどで頂いた分からも支払っているのに対し、娯楽以外の全ての生
活費を親に支払ってもらっている友達が給付金をもらっているのを知って、少し違和感を覚えました。でも、私以上に困っている人はたくさんいると思うので、その方たちにきちんと給付されればいいと
思います。

87 水産学部
私は1年生で、後期に入ってやっと大学生らしい生活を送れるようになった。何もせずあっという間に1年生の終わりが近づき、このまま2年生になるのが不安でしかない。確実に授業の質は落ちて
いると感じる。あと、大学における感染対策に体温チェックだのCOCOAだの色々言われているが、食堂では大勢の人が並ぶし、教室では前後の間隔が近く色んな人と話す機会がある。対策して
るのかしてないのか曖昧になっていると感じる。この状況では仕方ないことだと思うが、もっと満足した生活を送れるようになりたい。早く普段通りの生活がしたい。
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88 水産学部 人通りが多い所のアルコール消毒液がよく切れていて心配です。（例:教養教育棟A.B.C.D棟の一階など）人通りが多いだけにこまめに補給していただくと安心です。ぜひよろしくお願いします。

89 水産学部 食堂や教室では一応席を一つ空けていたり、換気をしてはいるが、ただやっているだけで、話したり、ペアワークをしているのは疑問に思う。他のことを多く制限したりしているが食堂や教室の密集
具合は不安である。席を一つ空けていても、話したりしている限りはコロナを防げるとは思えない。また、窓を開けているが、寒くてしようがないし、これからより寒くなったらどうするのか。

90 多文化社会学研
究科

・社会人学生だが、働いているからと言って余裕があるわけではないのに、主に年齢で学生としての支援から全く除外されている。今後、賞与・給与が下がったら経済的に困窮するのではないか、
ととても不安。授業料の納入（引き落とし）方法をもう少し細かくしていただくとか、何らかの対応をしてほしい。
・いろいろな情報が若い世代に「諭す」「命令する」ような文面/内容で送られてくる。もちろんコロナ禍である程度の不自由さや統制は理解するけれど、非常に窮屈で威圧的な印象を受ける。
・こういう時こそ、大学のHPをあれこれ見ることが多いけれど、非常に分かりにくい/使いにくい。欲しい情報が全然、探せない。そもそも、授業の時間割（開始/終了時間の一覧とか）自分の学
部の英語表記とか･･･コロナに関してもいま、どういう状態なのか、何を求められているのか、色々とちまちま書いているけれど全然理解できない。期間限定でいいからトップページにわかりやすく、本
日時点の「授業がどうなっているか」「行動制限エリア」「コロナに感染した際の連絡/届出方法」「こころのケア」を掲示が必要。
（単純に、インスタのような視認性に富むSNSを利用して情報発信すればよい）
・大学の図書館が返却日を厳格に問わなくなってくれて本当に助かった。貸出期限のリマインドメールも非常に文言が優しくてよかった。
・アンケートで、回答の選択肢が選べないことがままある。社会人大学生だから「バイト」はしていないとか、空き時間に「図書館にいる」こともあれば「学食にいる」こともあるとか･･･もう少し答えや
すいアンケートを作成してほしい。
大学側も大変なときと思います。こうした定期的なアンケートによって学びの場の改善がなされることは非常に歓迎です。どうぞよろしくお願いします。

91 教育学研究科

同日に一部の授業だけがオンライン授業と言うのが困る。１０月に2限はオンライン（ZOOM）、3限は対面となることがあった。長崎市以外に住み、昼休みの５０分間では登校できないため、
2限のZOOMを大学で受ける必要があった。結局、複数の人間が同じゼミ室で同じZOOMの授業を受けた。別のオンライン授業を受けるため急いで別の空き教室を探す者もいた。同じ部屋で
自習をする者もいた。密を避けたことにならない。お互い授業に集中できない。同じ部屋にいるのに同じZOOMの授業を受けている滑稽さ。
これからコロナウイルス感染症が拡大した場合、面倒ですが、指導者同士で連携していただき、同日にオンラインと対面が混じらないように配慮していただきたいと考えます。

92 教育学研究科
お金がないです。親の教育方針で仕送りなどが一切なく生活費を始め自分でやりくりしている状態です。奨学金を借りてはいますが、親の収入がある程度有るため授業料免除などが受けられず
（不採用経験あり）授業料を満額支払うと一気に困窮します。入学料免除も受けられず、後期の授業料納入により支払う余裕がないため猶予を頂いている状況です。また、研究に時間を
割きたいですが、アルバイトしないと賄えない為、貴重な時間を削っている状況です。私以上に困窮する学生さんはいるのは重々承知ですがやはり支援を受けたいです。

93 工学研究科
今年4月に感染症対策で研究室に来ることができない期間がありました。
実験は研究室でしかできないため、今後もし県内感染者が増加しても
実験をすることができるような対応をしていただきたいです。

94 医歯薬総合研究
科

本年度は７つの科目をとりましたが、受講に関してまだ何の連絡もありません。
授業料は引き落とされましたが、どういう状況でしょうか？
すでに開講時期が過ぎたものもありますが中止ですか？
対応が悪すぎると思います。早急に連絡をいただきたく存じます。
蓮実健太　khasumi@ncc.go.jp

95 医歯薬総合研究
科

今後、新型コロナ流行の第3波の影響があり、引き続き実家に帰省できないことが不安です。実家が長崎大学の指定する警戒地域にあたるため、法事等の冠婚葬祭に出席できておりません。
そのため、両親や親戚の負担が増すことを心配しております。
必要な対策であることは承知していますが、人混みは避け、人と接する場合にはマスク着用の上ソーシャルディスタンスを取り、会食などを避けるなど十分な対策を取った場合には、長崎に戻って
も2週間の登校自粛期間は不必要とするなど、段階的に規制を緩めて頂けると不安も少なくなります。
新型コロナ感染症対策が長期化する中で、自粛・対策疲れも感じております。どうぞよろしくお願いいたします。

96 熱帯医学・グローバ
ルヘルス研究科

先生方がマスクをして授業を行ってくださいますが、90分間マスクをつけた状態で話し続けることがきつそうなことと、ないほうがはっきり言葉が聞こえるので、できればマスクなしで授業ができる環境に
してほしいです。（先生がマスク着用を希望するならば、着用で構いませんが）教壇と学生の席との間は適度なきょろがありますし、マスクが不要な気もしますが、できれば事務室にもあるような
透明のシートや透明のパテーションを設置してもらえないかなあと思います。ご検討よろしくお願いします。
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