
2016年度学生生活実態調査 

 自由記述部分に対する回答について 

 

学生生活実態調査の実施に際しては、学生のみなさんにご協力いただきまして、ありがとうご

ざいました。 

この調査は、本学の学生実態を把握することを目的とし、学生の修学状況、課外活動状況やボ

ランティア活動の実態、学生の福利厚生に関する基礎資料を作成し、経年的に比較することで、

学生の教学面、生活面をサポートするための施策を迅速に立案・実施するために欠かせないもの

です。 

選択肢によるアンケートの結果は、すでにホームページ上で公開していますが、その他に自由

記述による意見、要望等も寄せられています。それらを関係の部局に回付しましたところ、改善

点、改善検討項目を中心に回答を得ましたので、お知らせします。 

 

2017年 9月 30日 

 

関西大学 学生センター 

所長 岡本 哲和 

 

Ⅰ キャンパスの施設・環境に関すること                               

①  学舎の建替え、空調設備、教室の机・イスの入れ替え等（千里山キャンパス）について 

学舎の新設、建替え、教室の机やイスの入れ替え要望がありました。千里山キャンパスは、

現在建ぺい率が法的規制の上限に達しています。このため、これらの課題を解消すべく、法

令上の取扱いに関する行政協議や土地の取得に取り組んでいるところです。 

また、千里山キャンパスは設置から 90年以上の歴史があり、新旧の学舎が混在する形とな

っています。各学部の学舎の耐震、工法・工事費、建物の寿命を勘案し、キャンパス全体の

バランスを考え、諸条件を勘案しながら各種改修に取り組んでいきます。 

なお、至急修繕が必要な故障箇所については急ぎ対応しています。 

 

② 空調設備、教室の遮光（堺キャンパス）について 

教室、体育館の空調改善、教室のカーテン設置について要望がありました。 

教室の空調設備については、老朽化や故障に対応するため、年次計画的に取替更新等を行っ

ています。体育館については、2017年春学期中に、アリーナに空調設備を設置しました。 

また、教室の遮光カーテンについては、2016年度末に整備を完了、体育館についても、遮光

カーテンの修繕を完了しました。 

 

③ 自習室について（千里山キャンパス） 

第 4 学舎への自習室設置要望がありました。2017 年 4 月から、第 4 学舎 1 号館（増築部分）

に自習室を設けています。2階にラーニングコモンズ（サイレンス）31席、ラーニングコモン

ズ（グループ）テーブル 18、椅子 36、いずれも 9時から 20時までオープン利用可能です。な

お、増築部分の 1 階は学習支援室・共同学習室、3 階はゼミナール室（2 室）、4 階は院生用自

主研究室（2室）となっています。 

 

 

 



④ キャンパス内の安全管理（千里山キャンパス）について 

キャンパス内の安全・安心確保のため、学外者の入構規制や防犯カメラの設置について要望

がありました。千里山キャンパス内には吹田市の市道が通っている事情もあり、入構規制は難

しいですが、学外からの不審者の侵入によるトラブル、事故等の発生を未然に防ぎ、対応でき

るよう防犯カメラの設置について、現在検討中です。 

 

⑤ トイレ環境（千里山キャンパス）について 

トイレ環境の整備について要望がありました。 

各トイレについては、定期的なメンテナンスや点検を実施しています。 

老朽化や改修が必要と判断される場所については適宜改修や修繕に取り組んでいます。 

故障個所を発見された場合は、最寄りの事務室までお声掛けください。 

理工系学舎の女子トイレについて、数が少ないとの意見をいただいています。最近では、2015

年度竣工の第４学舎４号館に女子トイレを設置し、さらに 2016 年度に改修を行った第４学舎

１号館（2Ｆ～4Ｆ）へ女性用トイレの増設および女性用パウダールーム（1Ｆ）を設置する等、

順次対応しています。 

 

⑥ バリアフリー化（千里山キャンパス）について 

キャンパス内のバリアフリー化の推進について意見がありました。 

バリアフリー対応の一環として、新築や改修の機会にエレベーターを設置しています。 

2015年度に新築された第４学舎４号館のエレベーター設置および２～４号館への連絡通路設

置に加え、2016年度には第４学舎２号館にエレベーターを増設しました。 

また、南門のスロープは、高齢者や足の不自由な方へのバリアフリー対応として、大学南門

に設置されているエスカレーターと「関大前駅」南口に設置されているエレベーターを繋ぐ位

置に設置されたものです。 

 

⑦ 駅から各学舎へのアクセス整備（千里山キャンパス）について 

阪急電鉄「関大前駅」から学舎へのアクセス整備について要望がありました。千里山キャン

パスは、起伏に富んだ丘陵を開発して造られたキャンパスであることが一つの特徴です。雨な

どを避ける屋根の設置要望をいただいていますが、改修工事などとあわせて順次設置してきて

います。 

「関大前駅」北口から大学への新たなアクセス経路については、関大前通りの登下校時の安

全性を確保するために設置したものです。目的地別に利便性が向上した旨の意見も多数寄せら

れています。西門からのアクセスは認知が広がるにつれ、有効な経路として定着してきました。 

 

Ⅱ 学生生活に関すること                                

① 奨学金制度について 

給付型奨学金の採用枠の拡大や増額、無利子貸与枠の拡大について、要望がありました。給

付型奨学金については、2016年度から運用されている新制度で、拡充されています。将来に向

けて、大学の経費による奨学金だけではなく、寄付金等で賄う奨学金をさらに充実させていき

たいと考えています。また、無利子貸与枠については、2017年度から日本学生支援機構奨学金

の無利子奨学金が、貸与基準を満たしている人は全員利用出来るように変更されました。 

奨学金制度の告知にもっと力を入れて欲しいとの要望がありました。奨学金パンフレット、

学内掲示板、インフォメーションシステム、ホームページ等を活用して奨学金制度の広報を行

っています。奨学支援グループとしても、奨学金制度のさらなる周知に向けて、ホームページ

等を充実させ、広報体制を強化していきたいと考えています。広報に関して、学生のみなさん

からアイデアがあればぜひお聞かせください。 



 

② 図書館（千里山キャンパス）の利用環境について 

図書館では利用者の要望を受けて、図書館内に持ち込みを認めているペットボトル等の蓋付

飲料の自動販売機を総合図書館 1階に設置しました。また、総合図書館前の階段に手すりを設

置しました。 

 

③ 教務センター・授業支援ステーションの取扱時間について（千里山キャンパス） 

教務センター等の事務室を 1 限前に開けてほしいとの要望がありました。授業期間中におい

ては、各学舎の授業支援ステーションは 8時半から業務を取り扱っています。教務センターは

窓口取扱時間を 9時からとしていますが、お急ぎの場合は窓口まで申し出てください。 

 

④ 就職支援サイトについて 

関西大学インターネットキャリア支援システム（KICSS）については、サイトを見やすくして

ほしいとの要望がありました。ご指摘いただいた見づらさも含め、いくつか課題を認識してい

ましたので、かねてより改修の検討を進め、2017年 8月より新システムの導入・運用を開始し

ました。 

 

⑤ 就職支援行事、情報提供について 

行事、情報提供のあり方について、よりスピーディーな情報提供や個人伝言の積極的な活用

など要望、提案をいただきました。現在も個人伝言は活用していますが、すべての情報発信で

これを用いることは現実的には困難です。また、特に３年次生以上については、LINEを使った

情報発信も行っていますので、LINEへの登録もお願いします。また、イベント等の告知の時期

については、提供する情報にもよりますが、基本的には内容が確定次第、速やかな周知を心が

けていますので、現状ご理解ください。 

 

⑥ インターンシップについて 

インターンシップについては、機会の拡大や下位年次生の参加などについて要望がありまし

た。現在では、多くの企業や自治体等が広く自由公募型のインターンシップを実施し、申し込

みが可能になっていますので確認してみてください。 

対象年次については、条件設定のないものも多数ありますので、下位年次生でインターンシ

ップへの参加を希望される場合は、一度キャリアセンターに相談にお越しください。 

 

⑦ キャリアセンターの相談対応について 

就職相談の待ち時間短縮などについて要望がありました。相談員は、学生相談件数の多寡の

状況を見つつ、ピーク時には物理的に可能な範囲で最大限の相談員を配置していますので現状

ご理解願います。また、待ち時間を避けたい場合は、千里山キャンパスの午前中および梅田オ

フィスの終日は完全予約制をとっておりますので、予約を取ったうえでの相談をお勧めします。 

また、相談員の対応が人により異なるとの意見もいただいています。就職活動におけるエン

トリーシートの記載内容や面接の受け答えなどにおいて、絶対的・画一的な答えがあるわけで

はないことをまずご理解ください。とはいえ、伝える方向性は職員・相談員間で共通認識を持

っており、実は同じことを言っていても、伝え方や表現のしかたが異なると、違うことを言っ

ているように受けとめてしまう傾向が強くなっているように思います。一方で、職員・相談員

に力量の差があるのも事実ですので、力量の差を埋め、より均一のサポートができるよう、相

談員間による定期的な「学生相談勉強会」も実施しています。今後はこの「学生相談勉強会」

を通じた伝える方向性の統一を更に図るとともに、個々の相談員の相談スキルの向上に向けた

自己啓発も推奨していきたいと思います。 

 



⑧ キャリアセンターの活用について 

キャリアセンターの機能等がよく分らないとの意見がありました。卒業時のアンケート結果

においても、例えば、在学中にキャリアセンターの各種サービスやプログラムを全て「利用し

なかった」と回答した学生が一定数おられました。大学としてキャリア形成・就職活動支援の

取組を充実しているにもかかわらず、支援の存在・役割についての認知が全体に及んでいない

ことは問題であるという認識を持っています。この結果を真摯に受け止め、引き続き対策を検

討したいと思います。 

 

⑨ インフォメーションシステムについて 

インフォメーションシステムの動作が重い、お知らせが見づらい等の意見をいただきました。

我々としても重要な課題であると認識しており、今後のシステム改修において、最優先事項と

して取り組むことにしています。 

 

⑩ パソコンの利用環境、カラーコピーの利用（堺キャンパス）について 

堺キャンパスのパソコンの利用環境について要望がありました。対応のひとつとして、コモ

ンズに貸し出し用ノートＰＣ10台を追加設置しました。 

また、カラーコピー機の設置については、千里山キャンパスのプリンタ利用と同様のシステ

ムについて次年度より導入できるよう、関係部局に要望しています。 

 

⑪ 食事環境（食堂）について 

～千里山キャンパス～ 

食堂の環境については、多くの意見をいただきました。座席の増設については、凜風館食堂

では、一人席を作るなど、この 5年間で約 100席近くの席数を増設しています。スペースを

考えると今以上の増席は困難な状況です。その他の意見については、各食堂業者に情報を提

供しました。 

～高槻キャンパス～ 

座席、メニューに関する要望を複数いただきました。 

メニュー等については、食堂で実施したアンケート調査の結果をもとに、改善の指標としま

す。また、座席数は、皆さんからの要望の強かった一人席を確保したことから、少し座席数が

減少しました。昼食時には座席を譲り合うなど、学生のみなさんのご協力をお願いします。 

～高槻ミューズキャンパス～ 

多くの意見や要望等をいただきました。いずれも食堂業者に情報提供し、改善を依頼しまし

た。 

～堺キャンパス～ 

食堂メニューなどに関する意見は、食堂運営業者に伝え、改善の指標としてもらっています。

また、座席数は、屋外のテラス席を含めて約 400 席を確保し、これ以外にも中庭にイス 10 組

（30 席）・テーブルベンチ 10 台（60 席）を配置していますが、昼食時の座席譲り合いなど学

生のみなさんの協力もお願いします。また、エバーグリーンの隆起については、既に修繕を完

了しました。 

 

 

⑫ 通学環境（バス）について（高槻キャンパス） 

高槻キャンパスへの通学に関して、要望がありました。バス（通学）問題に関しては高槻キ

ャンパス特有の問題点であると理解しています。高槻市営バスと費用面、ダイヤ面での交渉を

継続的に行うとともに、他大学やその他の施設における工夫や事例を参考に改善したいと考え

ます。 

 



 

 

⑬ 交通・通学・駐輪場について 

～千里山キャンパス～ 

「交通・通学・駐輪場」に関して、複数の意見・要望がありました。中には、自動車、バイク

での通学を希望する意見もありましたが、キャンパス周辺地域の生活環境の保全や事故の防止

のため、自動車・バイクによる通勤・通学は禁止しています。 

また、学舎近くに駐輪場を設置して欲しいとの希望もありましたが、同時にキャンパス内で

の自転車マナーに対する意見もあり、自転車と人の接触事故防止や通行スペースの確保といっ

たキャンパス内の安全環境保持のため、キャンパス内への駐輪場設置には慎重な検討が必要で

あると考えています。 

～高槻キャンパス～ 

「交通・通学・駐輪場」に関して、複数の意見・要望がありました。 

まず、自動車・バイクでの通学は全てのキャンパスにおいて全面禁止です。ハンドブック内

のコラムを熟読してください。 

また、「施設・環境について」において、回答していますので重複しますが、バス（通学）問

題は高槻キャンパス特有のもの捉えています。他大学やその他の施設での工夫や事例を参考に、

高槻市営バスと費用、ダイヤについて引き続き協議します。 

通学時のマナーについては、関西大学の学生であることを常に心掛け、地域社会との共生を

考えてください。 

～高槻ミューズキャンパス～ 

「交通・通学・駐輪場」に対する意見等については、マナー啓発等を推進していきます。 

～堺キャンパス～ 

「交通・通学・駐輪場」に関して、複数の意見・要望がありました。 

千里山キャンパスとの間のシャトルバスは、利用者以外の学生との平等性から考え無料化は

できませんが、大学が補助することで、低運賃に抑えていることを理解してください。 

また、自動車・バイクでの通学は全てのキャンパスにおいて全面禁止です。ハンドブック内

のコラムを熟読してください。 

 

⑭ 喫煙について 

～千里山キャンパス～ 

 本学では 2011 年 10 月から学園敷地内の完全分煙を実施し、受動喫煙の防止や喫煙マナー

等に関する啓発活動等について取り組んでいます。今回の学生生活実態調査においても、将来

的な全面禁煙への期待に関する意見が寄せられる一方で、全面禁煙による混乱を危惧する意見

も複数ありました。また、現在の喫煙所が開放型（放散型）となっていることへの指摘や、喫

煙者のモラルに関する指摘もありました。 

多くの人々が集うキャンパスを、健康的で環境にやさしい公共の場とすることは、社会から

の要請でもあります。すでに実施済みの完全分煙については、学生みなさんからは一定の評価

が得られていると理解していますが、今後とも喫煙者に対するマナー指導などを実施しながら、

健康増進法に定める受動喫煙の防止措置を講じることで、教育機関として当然の責務を果たし

ていきたいと考えます。 

～高槻キャンパス～ 

「喫煙」については、喫煙場所の改善・撤去に関しての意見が多くありましたので、大学の

受動喫煙防止対策委員会に伝え、対応するようにします。また、喫煙者の一人ひとりがマナー

を意識してくれることを切に願います。 

 

 



～堺キャンパス～ 

「喫煙」については、特に、喫煙場所の改善・撤去に関する意見でしたので、大学の受動喫

煙防止対策委員会に伝え、対応するようにします。 

 

 

Ⅲ 授業・カリキュラムに関すること                             

① 授業・カリキュラムについて 

「授業・カリキュラム」に関して、複数の意見・要望がありました。 

ここでは、個々の意見・要望は掲載していませんが、いずれも各学部と共有し、着手可能な限

り対応できるよう進めます。 

 

 

Ⅳ 留学制度に関すること                           

① 留学手続き、単位認定等について 

留学にかかる出願期間の短縮や単位認定手続きの簡易化など、現在の交換派遣留学・認定留

学制度の見直しを検討しています。併せて学部独自のプログラム充実に向け、国際部でも支援

体制を充実しています。 

また、今年度から「海外体験プログラム」を５コース新設し、海外での学びを短期間で体験

できる制度を整えています。引き続き、学生の語学レベル・期間等のニーズに添ったプログラ

ムを充実してまいります。 

 

② 留学に関する経済支援について 

留学にかかる経費支援や負担軽減の要望がありました。留学を検討するにあたって、経費負

担は非常に重要な要素になることは理解しており、本学独自の奨学金をはじめ、日本学生支援

機構（JASSO）や財団等の奨学金をさらに充実させるべく、検討を進めます。 

 

③ 留学先の希望について 

中東方面の大学との提携について要望がありました。継続して協定校の拡大に努めており、

2017年 3月末現在で 142校となりました。中東地域ではトルコのチャナッカレ・オンセキズ・

マルト大学、アラブ首長国連邦のエミレーツ・アカデミー・ホスピタリティー・マネジメント

と協定を結んでいます。今後も学生が留学を希望するような地域の協定校を増やしたいと考え

ており、この意見も参考にさせていただきます。 

 

④ 留学生交流の現状について 

学内での国際交流の充実について要望がありました。「Kandai Vision 150」では、本学で修

学する学生 6人に 1人が留学生となるよう数値目標を掲げており、交換留学生、短期留学生を

含めて年々受入数を増やしています。 

国際部では、海外からの留学生との交流を希望される方などに対して、次のようなオンキャ

ンパス国際交流の機会を提供しています。これらの情報はインフォメーションシステム、国際

部情報サイト「SANKUS」、国際部発信の LINE，Twitter，facebook，instagramなど SNSにより

多面的に広報しています。 

・Mi-Room（Multilingual Immersion Room） 

・アクティビティ 

・Conversation Partner Program 

・Mentor-Menteeプログラム 



・留学生支援ボランティア 

・国際寮におけるレジデント・アシスタント制度 

・留学生別科での日本語授業ボランティア 

 

⑤ 活動内容のＰＲや参加勧奨の強化について 

国際交流行事の告知強化について要望がありました。「活動内容のＰＲ」については、上記④

に記載した広報ツールを参照してください。留学生別科に関する情報発信の機会を増やし、認

知と理解を深めるとともに、別科留学生との交流の機会を増加させたいと考えています。 

すでに多くの交流機会を提供しており、参加する日本人学生も増加傾向にありますが、さら

に周知を図り参加勧奨を強化するとともに、双方にとってメリットのあるプログラムを今後よ

り一層充実させていきたいと考えています。 

 

⑥ 留学相談について 

留学に関する相談先が分らない、詳細がわかる冊子の充実などの意見がありました。留学カ

ウンセリングの資格を持った留学カウンセラーや留学経験のある学生留学アドバイザーが留

学相談を常時行っています。個別相談は月曜から金曜の 10:00～16:50 の間、30 分刻みで設定

しており、国際部情報サイト SANKUSで予約状況を確認の上、[ryugaku489@ml.kandai.jp]にメ

ール送信すれば予約が可能です。学生留学アドバイザーは予約不要で随時相談に応じています。 

各種のセミナーを多数開催しており、各プログラム説明会、留学計画の立て方や留学費用ミ

ナー、英語資格セミナー等も実施しています。 

 

⑦ 高槻キャンパスで、高槻ミューズキャンパスでの国際交流支援について 

高槻キャンパスでの国際交流施設の充実や行事の拡大について要望がありました。 

もちろん、全く同じ施設を設けることはできませんが、留学ガイダンスや留学相談など、千

里山キャンパスと同様に各キャンパスに春と秋に担当者が出向き留学ガイダンスを開催し、留

学カウンセラーによるオンラインでの個別留学相談も実施しています。 

また、千里山と同じ情報を国際部情報サイト「SANKUS」、国際部発信の LINE，Twitter，facebook，

instagramなど SNSでも情報を提供しています。 

今後は千里山キャンパス以外の学生も参加しやすい機会を増やすとともに、学外での交流イ

ベントや梅田キャンパスの活用なども企画していきます。 

また、参加者の多いプログラムについては、昼間と同じ内容で 18時以降にプログラム概要の

説明会を各学期２回程度実施しているので、千里山キャンパス以外からも参加を促し、学生が

参加しやすい環境作りに向けて、今後も努力していきます。 

Ⅴ その他                                         

①  入試広報活動について 

入試広報活動が他大学に比べ劣っているのではないかとの意見がありました。本学では、大

学全体の教育・研究成果、教員や学生のみなさんの活躍・取り組みなどを広く学内外に発信す

る広報課と、主に受験生を対象に学部・大学院の教育・研究内容や入試の告知を中心とした情

報を発信している入試広報グループが協力して取り組んでいます。広報戦略上の各大学の考え

方もあります。本学では、教育内容をきっちりと伝え理解を得ることを第一義と考えており、

大学全体の次のブランディング構築に向けた取組みを検討しているところです。各年度当初に

募集活動を行う入試広報学生スタッフの一員として参画いただければありがたく思います。 

以 上 


