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平成２９年度 学生授業アンケート及び教員自己点検等実施要項 

 

１．目的 

  全学教育機構は、共通教育の改善のため、受講生（正規生）の意見・感想等を収集し、

授業の在り方の見直しやＦＤ活動等に活用するため学生授業アンケートを実施する。ま

た、各授業担当教員にもそれぞれの授業での集計結果を送付し、それを踏まえた自己点検

を求め、自発的な授業改善を促すため教員自己点検を実施する。 

 

２．実施方法 

 １）学生授業アンケートは次の手順で実施する。 

① 共通教育センターは、授業アンケート用紙を各授業担当教員に配付する。 

② 授業担当教員は、できるかぎり授業最終日に学生授業アンケートを実施する。 

③ 授業担当教員は、授業アンケート用紙を受講生（正規生のみ）に配付し、記入に

あたって必要な説明を行う。説明内容については、全学教育機構が別に定める。 

④ 授業担当教員は、授業アンケート用紙を回収する学生を指名する。 

⑤ 授業担当教員は、受講生が授業アンケートを記入する際は退室する。 

⑥ 授業担当教員が指名した学生は、授業アンケート用紙の回収を行う。 

⑦ 授業アンケート用紙を回収した学生は、原則として即日に授業アンケート用紙

を共通教育センターに提出する。 

２）教員自己点検は次の手順で実施する。 

① 共通教育センターは、学生授業アンケートの集計結果と自己点検票を当該授業

担当教員に配付する。 

② 授業担当教員は、学生授業アンケートの集計結果を基に自己点検票を記入する。 

③ 授業担当教員は、記入した自己点検票を所定の期日までに共通教育センターに

提出する。 

 

 

３．対象 

 １）学生授業アンケートは、当該年度に開講されるすべての基盤教育科目／教養科目を対

象とする。ただし、「ボランティア活動」は除くものとする。 

 ２）教員自己点検は、学生授業アンケートを実施した基盤教育科目／教養科目を対象とす

る。 

 

４．学生授業アンケート及び教員自己点検の結果の公表 

学生授業アンケート及び教員自己点検の結果は、様式において非公開とした部分を除

き学内専用ウェブサイトに公表する。公表期間は５年とする。ただし、履修登録者数が５

名に満たない授業は公表の対象から除く。 
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５．授業アンケート集計報告書の作成 

全学教育機構は、学生授業アンケート及び教員自己点検の結果をもとに、授業アンケー

ト集計報告書を作成し、学内専用ウェブサイトに公表する。公表期間は５年とする。 

 

６．各専門部会及び各学部等への情報提供 

１）全学教育機構は、各専門部会長及び各学部教務委員長を通じて各専門部会及び各学部

に次に掲げる情報（非公開部分も含む）を提供する。なお、②から④については、各専

門部会にはその担当する科目区分に関する情報のみを、各学部には各学部の大学入門

ゼミ及び主題別ゼミナールに関する情報のみを提供する。 

 ① 授業アンケート集計報告書 

 ② 学生授業アンケートの集計結果 

 ③ 教員自己点検の集計結果 

 ④ 各授業のクラスＧＰＡ 

２）学生授業アンケート及び教員自己点検の結果（非公開部分も含む）は、全学教育機構

の判断において大学戦略・ＩＲ室等の学内組織・委員会が行う調査分析に提供する。 
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授業アンケート等年間スケジュール（予定） 

 

月 摘要 担当 備考 

    

    

５月下旬 授業アンケート実施依頼 共通教育センター 
→授業担当教員 

第１クォーター開講科
目対象 

５月下旬 授業アンケート実施 授業担当教員  

７月上旬 授業アンケート実施依頼 共通教育センター 
→授業担当教員 

集中講義については、個
別に対応する。 

    

８月上旬～９月下旬 授業アンケート実施 授業担当教員  

８月下旬～９月下旬 授業アンケート集計 全学教育機構 
（点検評価委員会） 

 

９月下旬～１０月上旬 授業アンケート集計結果 Web
公開 

全学教育機構 
（点検評価委員会） 

 

９月下旬 授業アンケート自由記述部
分のタイピング 

共通教育センター 
→外部委託 

 

１０月上旬 自己点検実施依頼 共通教育センター 
→授業担当教員 

未提出教員への催促も
行う 

１０月下旬 授業アンケート依頼 共通教育センター 
→授業担当教員 

第３クォーター開講科
目対象 

１１月上旬 自己点検集計 全学教育機構 
（点検評価委員会） 

 

１１月中旬 授業アンケート実施 授業担当教員  

１１月下旬 自己点検集計結果 Web 公開 全学教育機構 
（点検評価委員会） 

 

１２月上旬 授業アンケート集計報告書
Web 公開 

全学教育機構 
（点検評価委員会） 

集中講義も含めて集計
する。 

１２月 ①授業アンケート集計報告
書、②授業アンケート結果、
③自己点検結果、④クラス
GPA を各専門部会及び各学部
教務委員会に提供 

全学教育機構 
（点検評価委員会） 
→各専門部会・各学部
教務委員会 

 

１月上旬 授業アンケート実施依頼 共通教育センター 
→授業担当教員 

集中講義については、個
別に対応する。 

    

２月上旬～３月下旬 授業アンケート実施 授業担当教員  

２月下旬～３月下旬 授業アンケート集計 全学教育機構 
（点検評価委員会） 

 

（３月） （全学教育機構 FD） 全学教育機構 
（点検評価委員会） 

（各専門部会長は FD の
実施報告を行う） 

    

３月下旬～４月上旬 授業アンケート集計結果 Web
公開 

全学教育機構 
（点検評価委員会） 

 

３月下旬 授業アンケート自由記述部
分のタイピング 

共通教育センター 
→外部委託 

 

４月上旬 自己点検実施依頼 共通教育センター 
→授業担当教員 

未提出教員への催促も
行う 

５月上旬 自己点検集計 全学教育機構 
（点検評価委員会） 

 

５月下旬 自己点検集計結果 Web 公開 全学教育機構 
（点検評価委員会） 

 

６月上旬 授業アンケート集計報告書
Web 公開 

全学教育機構 
（点検評価委員会） 

集中講義も含めて集計
する。 

６月 ①授業アンケート集計報告
書、②授業アンケート結果、
③自己点検結果、④クラス
GPA を各専門部会及び各学部
教務委員会に提供 

全学教育機構 
（点検評価委員会） 
→各専門部会・各学部
教務委員会 

 

 

参 考 
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茨城学受講者のみなさんへ
こんにちは！いつも「茨城学」の始まる前に登壇しています、学生コーディネーターです。この度、
「茨城学＠深堀カフェ」を企画しましたのでお知らせいたします。

カフェ内容
オープニングタイム

話題提供

ティーブレイク（お茶付き）

深掘りタイム
（提供された報告や話題、「茨城学」のブラッシュ
アップなどを素材にしたフリートークセッション）

参加方法
参加を希望する方は、12 月 3日 ( 日 ) までに
下記QRコードより申し込みフォームへアクセス
もしくは、
下記まで直接お伝えください。
・学生コーディネーター
・清水先生
・コーディネーター（西田・渡辺・桑田）

 気軽に参加してください！
お問い合わせ　茨城学コーディネーター　西田 卓司　takuji.nishida.studio@vc.ibaraki.ac.jp ポスター制作協力　細越澤祐斗

茨城学@深掘りカフェとは、茨城学を受講してみて...

あのテーマについて
発表してみたかったな～

もっと深く勉強してみたい！

茨城学から発想した
アイデアがあるんだけど ...

茨城学、
もっとこうしてほしい！

いろんな意見を聞いてみたい！
とにかく
もっと話してみたい！

こんな風に考えている人たちを集め、

茨城学や地域について
学年や所属関係なく話そう！
という企画です。

昨年度から始まり今回で二回目を数える
“茨城学＠深掘りカフェ”。
清水先生やコーディネーターの方たちも
参加してくださいますよ。
みなさんのご参加お待ちしています！

What s
“深掘りカフェ” ??
’

茨城学＠

深掘りカフェ
12.06 (wed)  13:00 - 14:30
図書館一階ラーニングコモンズ

5



海外留学に興味のある学生は、ぜひ参加してください！

2017.5.17(水)
12：05～14：10

【主な内容】

① 海外の大学への留学について
② 大学間交流協定校への留学
③ 茨大生の留学体験談（アメリカ・中国・韓国を予定）

④ 短期語学研修
（イギリス・カナダ・スペイン・韓国・中国・ブルネ

イ等を予定）
＊説明会終了後に学個別相談会を行います。

問い合わせ先： 国際交流課 029-228-8593

水戸：理学部インタビュースタジオ
日立：E1棟3B教室
阿見：こぶし会館C研修室
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2017年7月1日(土)-2日(日)

み と こくさいこうりゅうか

水戸キャンパス 国際交流課
ひ たち こうがく ぶ がく む だい に がかり

日立キャンパス 工学部学務第二係
あ み のうがく ぶ がく む がかり

阿見キャンパス 農学部学部係
もうしこみ き かん ねん ご がつ か か

もうしこみさき がっしゅくあんない はい ふ

 申込先で「合宿案内」を配布
よ

します。よく読んでから、
さん か もうしこみしょ きにゅう

「参加申込書」に記入して、
もうしこ

申込んでください。
い がい はじ ひと

 スタッフ以外は初めての人を
ゆうせん

優先します。
せんちゃくじゅん てんいん し だい

 先着順で、定員になり次第、
し き

締め切ります。
もうしこみ さき

申込先：

にち じ いっぱく ふつか

• 日時: 2017年7月1日（土）～2日（日） 1泊2日
ば しょ こく りつ ばん だい せい しょう ねん こうしゅう いえ ふく しま けん

• 場所: 国立磐梯青少年交流の家（福島県）
たいしょう がい こく じん りゅう がく せい けん きゅう せい のぞ やく めい

• 対象: 外国人留学生（研究生を除く） 約80名
に ほん じん がく せい やく めい き かく うん えい めい

日本人学生約25名 企画運営スタッフ 15名

2017年度

茨城大学

がい こく じんりゅうがくせい に ほん じん がくせい こうりゅう こくさいこうりゅうがっしゅく きかく

外国人留学生と日本人学生の交流のために国際交流合宿を企画しました。
かつどう に ほん ぶん か たいけん

スポーツ、キャンプファイヤー、グループ活動、日本文化体験などを
とお そうご りかい ふか

通して相互理解を深めませんか。

さんかひ えん かつどう じっぴ とうじつ しはらい

・ 参加費: 1,000円 + 活動実費 (当日支払)
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July 1 (Sat.) - 2 (Sun.), 2017

2017

Ibaraki
University

Ibaraki University will host an International Exchange Camp to 
encourage friendship between Japanese and international students 
through various activities, such as sports, group meeting, and campfire.  
Please join us for this fantastic opportunity! 

 Please read the camp 
outline available at the 
offices, and submit the 
application form.

 Priority is given to first-
time participants.

 Applications will be 
accepted on a first-
come-first-served basis. Apply at: 

Mito Campus-International Exchange Division
Hitachi Campus-Second Section of Student Educational Affairs 
Ami Campus-Student Educational Affairs Section  

Date: Saturday, July 1 – Sunday, July 2 
Location: National Bandai Youth Friendship Center,

Fukushima Pref. 
Fee: 1,000yen + Activity fee
Participants: Approx. 80 International Students

(except for non-degree-seeking research students)
Approx. 25 Japanese Students
15 Student Staff Members 
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Marché de Kasamarron
マルシェ・ド・カサマロン

2017年 12 月3 日（日）
11h00 – 14h00 (雨天決行)

栗とフランスがコラボする

１日
限定

同時開催

比較文化講座：14h30-16h00 

Salon de Kasamarron
サロン・ド・カサマロン

美味しいお酒とフランス語で乾杯！

主催：NPO法人グラウンドワーク笠間、 茨城COCプラス推進協議会
共催：茨城大学社会連携センター
後援：笠間市、笠間市教育委員会
協力企業：森の石釜パン屋さん、株式会社ふじ屋、株式会社コルカリーノ

（茨城県、茨城大学、茨城キリスト教大学、茨城県立医療大学、茨城工業高等専門学校、常磐大学、茨城産業会議、NPO法人雇用人材協会）
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交通アクセス：

時間：11h00 – 14h00
場所：笠間民芸の里

・マロンポークメンチカツ
・マロンポークコロッケ
・マロンポーク角煮まんじゅう
・マロンポーク餃子
・マロンポークいなり寿司
・栗の渋皮煮
・栗の甘露煮
・栗ぜんざい
・栗ペースト/パウダー
・焼き栗
・揚げ栗

・栗のデニッシュ
・栗ームパン
・マロンバゲット
・和栗プリン
・栗かりんとう
・栗ご飯

他多数

お車
利用

水戸方面から 国道50号才木交差点を左折市内を走り、
大和田交差点左折。

小山方面から 国道50号を飯合交差点を右折、大鳥居
をくぐり直進。

北関東道から 友部I.Cをでて左折、国道355号を走り、
ギャラリーロード方面へ信号右折。

電車
利用

常磐線友部駅 友部駅北口下車。かさま観光周遊バスま
たはタクシー利用。

水戸線笠間駅
笠間駅下車後、かさま観光周遊バスまた
は徒歩約20分（レンタサイクルもあり
ます。）

笠間民芸の里

お申込・お問合先：下記のいずれかにてお申込・お問合ください。

NPO法人グラウンドワーク笠間 担当：塙茂 E-mail：shigeru-hanawa@white.plala.or.jp     Tel : 0296-71-8077
茨城大学社会連携センター 担当：稲葉梨恵 E-mail : orr@ml.ibaraki.ac.jp  Tel : 029-228-8828(ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ内ｵﾌｨｽ)

[ 第2部 ] Salon de Kasamarron
サロン・ド・カサマロン

～比較文化講座～
美味しいお酒とフランス語を堪能しよう！
お酒を飲まない方、フランス語を話せない方の参加も大歓迎！！

時間：14h30 – 16h00
場所：笠間民芸の里 多目的ホール

14h30 - 14h45 笠間の地酒で乾杯
14h45 - 15h00 フランスワインで乾杯
15h00 - 15h10 笠間のワイン紹介
15h10 - 16h00 交流タイム

★使用言語

★参加費

★要申込
★申込方法

日本語・フランス語・英語・笠間弁・何語で
も！
アルコール試飲をされる方 1500円
アルコール試飲をされない方 1000円
（同伴される小学生以下のお子様は無料です）
先着50名程度
下記お申込・お問合先に、E-mailか電話にて
お申込みください。
試飲を希望される場合には年齢、交通手段の
確認をさせて頂きますのでご了承ください。

茨城県笠間市笠間2247-１

[ 第１部 ] Marché de Kasamarron
マルシェ・ド・カサマロン

みんなでワイワイ笠間の栗を堪能しよう！国際音楽イベントもあるよ♪

学生が心を込めて
販売します！！

・邦楽を楽しもう♪
～日本の伝統的スタイルを満喫～

・ハワイアン音楽でリラックス♪
～ハワイアンサウンドを満喫～

・みんなで歌う,オーシャンゼリゼ♪
~Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées ~

国
祭

音

ン
ベ

イ

ト

楽

※商品・イベント内容は変更する場合もございます。
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2017 年度 「はばたく！茨大生」春企画 実施報告書 

 
◎ 企画 
主催：全学教育機構・地域連携センター 
後援：ICAS 
企画 TF メンバー：⻄川 陽⼦（全学教育機構 学⽣⽀援部⾨⻑）、平澤（学務課)、⽮内（国
際交流課）、⼩泉（キャリア⽀援課）、江⼝（学⽣⽀援課）、⻄野 由希⼦（社会連携センター 
副センター⻑）、岡崎（社会連携センター 社会連携課） 
 
＜企画会議＞ 
第 1 回 企画会議 ⽇時：2017 年 3 ⽉ 17 ⽇（⾦）17:00〜18:00 

・「はばたく！茨⼤⽣」は今後春と冬の年 2 回開催とし、冬は社会連携センター主導、春
は全学教育機構主導で⾏うことに決定。 

第 2 回 企画会議 2017 年 4 ⽉ 14 ⽇（⾦）15:00〜16:30 
・今回の春企画については、iOP 開始ということで、1 年⽣を主な対象とし学外学修へ

の啓発を主⽬的とし、発表内容として地域活性化に⽬を向けた主に県内の学外活動で
ある A タイプと、広く学外学修を捉え国際的な学外学修活動に関する B タイプを⽤意
し、活動報告をする形で⾏うなど会の⼤筋を決定。 

・開催⽇時、場所の決定。場所の確保。 
・今後のスケジュールの決定。発表学⽣の募集開始。 

第 3 回 企画会議 2017 年 4 ⽉ 26 ⽇（⽔）12:00〜13:00 
・発表希望学⽣を集めた説明会。共通教育棟 1 号館 2 階 第⼀会議室をメイン会議室と

し、農学部阿⾒キャンパスとは VCS でつないだ。 
・⼝頭発表、ポスター発表の希望調査。 
・原稿締め切り等、発表までの準備⽇程について説明。 

第 4 回 企画会議 2017 年 5 ⽉ 12 ⽇（⾦）10:30〜11:30 
  ・司会進⾏担当学⽣も含め、当⽇の会場準備を含む打ち合わせ。 

 
◎ 当⽇スケジュール 
開催⽇時：2017 年 5 ⽉ 31 ⽇（⽔） 

第1部 ⼝頭発表      13:00〜14:30 
第2部 ポスター発表 14:30〜15:30 

場所  ：茨城⼤学理学部 K 棟 1F インタビュースタジオ 
 
1. 司会進⾏（学⽣） 
⼩松崎流緋(⼈⽂ B2)、丹治彩弥乃(⼈⽂ B2)、⻑永勇太（⼈⽂ B2） 
 
2. タイムスケジュール 
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1) 開会のあいさつ（13:00〜13:10） 
・主催者挨拶：⽊村 競 （全学教育機構⻑） 
・司会進⾏挨拶と会全体の流れの説明：司会者 

   
2) 第 1 部：活動⼝頭発表 (13:10〜14:20) 
  1 題につき発表時間 10 分弱。計８題発表。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 第 1 部終了あいさつ（14:20〜4:30） 
 ・先輩から 1 年⽣へのメッセージ・講評：司会者 
 ・第 2 部、アンケート等の案内：⻄川 陽⼦（全学教育機構・学⽣⽀援部⾨⻑） 
 
4) 第 2 部：ポスター発表（14:30〜15:30） 

 
 
 

発表分類 発表代表者 代表者所属・学年 活動タイトル

A 寺尾正樹 農学部・B3 のらボーイ&のらガール食農教育プロジェクト

A 丹治彩弥乃 人文学部・B2 岡倉天⼼・五浦発信プロジェクト
A 大村みるほ 教育学部・B2  茨大東北ボランティア Fleur

A ⼩松崎流緋 人文学部・B2 学⽣コーディネーター
A ⻑永勇太 人文学部・B2 ⻄塩⼦の回り舞台茨⼤チーム
A 村上柚香里 人文学部・B3 まなびの輪

A 江口紗姫 人文学部・B2 現場から学ぶ茨城学～畑で広げる地域の「わ」～（農プロ）

A 伊藤真帆 教育学部・B2 日本一つながる学食プロジェクト

A 畠山知希 人文学部・B3 SLSC （⼤洗にとってライフセーバーとは？）
A 高橋優紀 人文学部・B2 ジュニエコ(ジュニアエコノミーカレッジin⽔⼾)
A 田島 彩花 人文学部・B3 プロジェクト実習 さとみ・あい

A 鈴木 敦 人文学部・教員 「茨城学」のその先へ
A 西野 由希子 社会連携センター・教員 人文社会科学部地域志向教育プログラム

A 西野 由希子 社会連携センター・教員 茨城大学社会連携センター

B 水出　幸 人文・B3 KAKEHASHIプロジェクト

B 遠山　沙紀 教育学部・B3 English　Camp

B 後藤　里奈
牧野　果子

農学部・B4 AIMSプログラム（インドネシア・ガジャマダ大学）

B 酒井　麻里奈
倉持　ゆり

人文学部・B3
人文学部・B2

茨城国際学生会議

発表分類 発表代表者 代表者所属・学年 活動タイトル

AO-1 寺尾 正樹 農学部・B3 のらボーイ&のらガール食農教育プロジェクト

AO-2 丹治 彩弥乃 人文学部・B2 岡倉天心・五浦発信プロジェクト

AO-3 大村 みるほ 教育学部・B2  茨大東北ボランティア Fleur

AO-4 川原 涼太郎 工学部・B3 茨大聞き書き隊Notes

AO-5 山田 秀平 教育学研究科・M2 こどもの城における造形ワークショップ実践

BO-1 水出 幸 人文・B3 KAKEHASHIプロジェクト

BO-2 遠山 沙紀 教育学部・B3 English　Camp

BO-3 後藤 里奈/牧野 果子 農学部・B4 AIMSプログラム
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◎ アンケート調査結果 
Q0 アンケート回答者の内訳。(参加者：約 100 名。うちアンケート回答者数：49 名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1 この企画に参加してよかったですか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2 この企画に参加して、学外研修に対する意識は変化しましたか。（学内の⽅のみ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人文社会学

部. 31%

教育学部. 

14%

理学部. 4%工学部. 4%

農学部. 16%

学外. 8%

無回答. 23%
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Q3 感想（⾃由記述）。 
・学⽣主体で地域活動状況をたくさん知れて良かった。（⼈） 
・もとから知っている活動が多かった。みなさんの発表が分りやすく、はじめて知ることも

あったのでよかった。みんなの活動の資⾦源を知りたかった。他の学⽣の活動内容をみ
て、これからも頑張ろうと思った。（⼈） 

・他の活動の内容から、⾃分の活動に関して新たなアイデアの着想が得られました。また、
今後の⾃分はどのように活動していこうかと考えると良い機会となりました。（⼈） 

・すでに学外学修に参加していても、他の⽅の活動などを知る機会がなかったので、とても
刺激になりました。⼤学⽣活は残りわずかですが、１年⽣などにとっては、本当に良い
情報を得る機会になったと思います。⼤学 1 年⽣にもどり学びなおしたいとも思いまし
た。（教） 

・⾃分が参加している団体の他の団体の活動内容を知ることができ、⼤変ためになった。⼝
頭発表をもっと多くの団体に⾏なってほしかった。（教） 

・この企画の宣伝がもっとあると良かった。（ポスターなど）⽇程がクォーター制の調整⽇
にあたってしまったので、もったいないなと思った。（教） 

・今まで詳しく知りえなかった様々なプロジェクトに関して知ることができて、⾮常に有意
義な時間を過ごすことができました。（教） 

・どの発表も興味深かったが、質問時間が設けられておらず少し残念であった。ポスター発
表の⽅で聞こうと思う。また、KAKEHASHI Project は本当に参加してみたいと思いまし
た。（教） 

・このイベントが 5/31 で、ほとんど学⽣が来ない⽇（授業がない⽇）だったので、もった
いないと思った。みんな意識⾼くすごいと思った。私の周りの学部⽣では学外活動⾃体
を知らない⼈も多く、もったいないと思う。（教） 

・本⽇、⼝頭発表者として参加したが、⾃分の未熟さが⽬⽴ってしまった。本⽇、他のプロ
ジェクトを参考に次回の発表の時には、⾃慢できるようなものにしたいと思った。（農） 

・学⽣の考えはとても参考になりました。（学外） 
・地域おこし協⼒隊員としておりますが、貴学の意識⾼い学⽣さんがどのような傾向をお持

ちかが分りました。貴重なご機会ありがとうございました。（学外） 
・実施時期の再検討 1 年⽣を集める⽅法を考える。（無） 
・学⽣のパワーにびっくりしました。（無） 
・時間的な制約があると思うが、各発表の後に質疑応答があった⽅がよかったのではない

か。発表学⽣たちの主体性は⾼く評価できる。学⽣たちが、積極的に地域とかかわって
いることがわかってとても興味深かった。（無） 

・1 年⽣の参加者が少なかった。⽇程をもう少し考えた⽅がいいと思った。（無） 
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Q4 興味を持ったまたはよい発表だったと思うものへの投票。（複数選択可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ ICAS との共同ポスター展⽰ 

タイトル  ：「茨⼤発 持続可能な世界へ」 ＆ 若い⼒を繋げよう「はばたく！茨⼤⽣」 
開催⽇時  ：2017 年 5 ⽉ 20 ⽇（⼟）〜2017 年 6 ⽉ 2 ⽇（⾦） 
場所    ：茨城⼤学図書館本館 1 階展⽰室 

5/31 の本会に向けてのプレイベントとして、ICAS と共同でポスター展⽰会を⾏った。5/31
のポスター発表したもののすべてを展⽰。期間中来場者、延べ 552 ⼈。 
 
◎ 次回に向けての課題 

今回 1 年⽣の参加が少なかったため、この点について、改善を図る必要がある。学⽣への
周知は「⼤学⼊⾨ゼミ」を通じた資料の配布等かなり強⼒に⾏っており、宣伝における問題
というよりも開催時期の問題が⼤きいと思われる。アンケートの感想にもそれらの指摘が
されている。開催⽇が 1Q の予備⽇に当たっていたこと、次の週に試験を控えていたことに
より⼤学に来ていない学⽣が多かったものと思われる。時期をもっと考え、⼊学ガイダンス
後など茨⼤コミットメントや iOP の説明と組み合わせるなどし、半ば⾃動的に参加できる
⼿段を講じたほうがよいと思われる。 
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茨大聞き書き隊Notes

こどもの城における造形ワークショップ実践

学生コーディネーター

西塩子の回り舞台茨大チーム

まなびの輪

現場から学ぶ茨城学～畑で広げる地域の「わ」～

日本一つながる学食プロジェクト

ジュニエコ（ジュニアエコノミーカレッジin水戸）

プロジェクト実習 さとみ・あい

「茨城学」のその先へ

人文社会科学部地域志向教育プログラム

KAKEHASHIプロジェクト

English Camp

AIMSプログラム

茨城学生国際会議
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補⾜資料：広告チラシ 
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茨城大学図書館展示室において「茨大発 持続可能な世界へ」＆若い力を繋げよう「はばたく！茨大生」ポスター展へようこそ！」を開催します。

◆日時： 2017年5月22日(月)～6月2日(金)9:00～17:00
※土・日・祝日は閉室です。
※最終日は15時まで。
※土曜日は、5月20日（土）のみ特別開室(11時～17時30分)

◆会場： 茨城大学図書館本館1階展示室

◆ポスター展挨拶：
茨城大学では、多くの学生たちが、精力的に研究を行い、積極的に地域などで活動を展開しています。21世紀の時代にあって、社会はこのままで良
いのだろうかという問題意識、さらには世界が持続可能になっていないのではないかという危機意識が根底に流れているのでしょう。地球温暖化に
代表される環境問題への取りくみだけでなく、地域社会のあり方も問われています。今回はそんな意識を抱いた学生たちの研究や学外活動を紹介す
るポスターを集めました。持続可能な社会をつくり支えていく基盤となるのは、人と人との繋がりです。今年大学に入学したみなさん、また何かや
りたいけど動けていないというみなさん、多くの仲間がすぐ身近にいます。一緒に一歩を踏み出してみませんか？

 

 

 

 

 

 

◆会場風景：

 

 

 

 

■お問合せ■
茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）

 029‐228‐8787
 icas＠ml.ibaraki.ac.jp ※＠を小文字に変換してください

 

If you enjoyed this article, please consider sharing it!    

茨城大学図書館 2017年度前期「ICASサステナ対話の広場」(2017/5/20,7/8) 国文研資料館との協定締結式と記念研究会(2017/5/31)

「茨大発 持続可能な世界へ」 ＆ 若い力を繋げよう「はばたく！
茨大生」 ポスター展へようこそ！（2017/5/22-6/2）
by KKRBICTMYKNB112F1BLHCRSRYKNK  on 5月 19,  2017  ・ LEAVE  A  COMMENT

ホーム ICAS紹介 ニュース 教育 研究 出版 地域サステナ ENGLISH
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http://www.icas.ibaraki.ac.jp/wp-content/uploads/2017/05/%E3%80%8C%E3%80%8C%E8%8C%A8%E5%A4%A7%E7%99%BA%E3%80%80%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%B8%E3%80%8D%EF%BC%86%E8%8B%A5%E3%81%84%E5%8A%9B%E3%82%92%E7%B9%8B%E3%81%92%E3%82%88%E3%81%86%E3%80%8C%E3%81%AF%E3%81%B0%E3%81%9F%E3%81%8F%EF%BC%81%E8%8C%A8%E5%A4%A7%E7%94%9F%E3%80%8D%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%B1%95%E3%81%94%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%95%E3%81%A4-2.pdf
http://www.icas.ibaraki.ac.jp/2017/05/%e3%80%8c%e8%8c%a8%e5%a4%a7%e7%99%ba%e3%80%80%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%b8%e3%80%8d-%ef%bc%86-%e8%8b%a5%e3%81%84%e5%8a%9b%e3%82%92%e7%b9%8b%e3%81%92%e3%82%88/olympus-digital-camera/
http://www.icas.ibaraki.ac.jp/2017/05/%e3%80%8c%e8%8c%a8%e5%a4%a7%e7%99%ba%e3%80%80%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%b8%e3%80%8d-%ef%bc%86-%e8%8b%a5%e3%81%84%e5%8a%9b%e3%82%92%e7%b9%8b%e3%81%92%e3%82%88/olympus-digital-camera-2/
http://www.icas.ibaraki.ac.jp/2017/05/%e3%80%8c%e8%8c%a8%e5%a4%a7%e7%99%ba%e3%80%80%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%b8%e3%80%8d-%ef%bc%86-%e8%8b%a5%e3%81%84%e5%8a%9b%e3%82%92%e7%b9%8b%e3%81%92%e3%82%88/olympus-digital-camera-3/
http://www.icas.ibaraki.ac.jp/2017/05/%e3%80%8c%e8%8c%a8%e5%a4%a7%e7%99%ba%e3%80%80%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%b8%e3%80%8d-%ef%bc%86-%e8%8b%a5%e3%81%84%e5%8a%9b%e3%82%92%e7%b9%8b%e3%81%92%e3%82%88/olympus-digital-camera-4/
http://reddit.com/submit?phase=2&url=http://www.icas.ibaraki.ac.jp/2017/05/poster170522/&title=%E3%80%8C%E8%8C%A8%E5%A4%A7%E7%99%BA%E3%80%80%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%B8%E3%80%8D+%EF%BC%86+%E8%8B%A5%E3%81%84%E5%8A%9B%E3%82%92%E7%B9%8B%E3%81%92%E3%82%88%E3%81%86%E3%80%8C%E3%81%AF%E3%81%B0%E3%81%9F%E3%81%8F%EF%BC%81%E8%8C%A8%E5%A4%A7%E7%94%9F%E3%80%8D+%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%B1%95%E3%81%B8%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%9D%EF%BC%81%EF%BC%882017%2F5%2F22-6%2F2%EF%BC%89
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.icas.ibaraki.ac.jp/2017/05/poster170522/&t=%E3%80%8C%E8%8C%A8%E5%A4%A7%E7%99%BA%E3%80%80%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%B8%E3%80%8D+%EF%BC%86+%E8%8B%A5%E3%81%84%E5%8A%9B%E3%82%92%E7%B9%8B%E3%81%92%E3%82%88%E3%81%86%E3%80%8C%E3%81%AF%E3%81%B0%E3%81%9F%E3%81%8F%EF%BC%81%E8%8C%A8%E5%A4%A7%E7%94%9F%E3%80%8D+%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%B1%95%E3%81%B8%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%9D%EF%BC%81%EF%BC%882017%2F5%2F22-6%2F2%EF%BC%89
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  平成２９年８月２３日 

 

平成２９年度 前学期 学生懇談会 実施報告 

 

 このことについて、以下のとおり実施いたしましたので報告します。なお、懇談会中、および

実施後アンケート等で寄せられた学生からの主な意見・要望は、別添「学生懇談会・アンケート

で挙がった主な意見・要望」を参照願います。 

 

１ 目的 

 平成２９年度に本学に入学した新入生を募り、「コミットメントセレモニー」などの本学の

新たな取り組みや日ごろの学生生活について、学長をはじめ大学執行部教職員と学生が直接

対話することにより、学生の声が大学運営に直接反映される機会を持つとともに、学生と教

職員が大学を共に作り上げていくパートナーであるという意識を互いに高めることを目的と

する。 

 

２ 参加者 

①学生：平成２９年度新入生５３名（詳細は下表のとおり、うち遅刻者２名） 

 男性 女性 計 

人文社会科学部 ５名 ７名 １２名 

教育学部 ３名 ３名 ６名 

理学部 １１名 １名 １２名 

工学部 １３名 ２名 １５名 

農学部 ３名 ５名 ８名 

計 ３５名 １８名 ５３名 

 

②教職員：三村信男学長、太田寛行理事・副学長（教育統括）、木村競全学教育機構長、 

戸嶋浩明副機構長、西川陽子副機構長、大森宏之学務部長 

（陪席） 中庭陽子監事、鴨志田功学生支援課長、吉村富夫学務課長補佐、 

奈良橋敏郎専門職員、水谷恵理係員 

 

３ 実施日時・場所 

  ①期日：平成２９年７月２４日（月） 

   ・開会挨拶・趣旨説明 １４：３０～１４：４０ 

   ・懇談会（前半）   １４：４０～１５：５０ 

   ・休憩        １５：５０～１６：００ 

   ・懇談会（後半）   １６：００～１６：４５ 

   ・総括・閉会挨拶   １６：４５～１６：５０ 

  ②場所：共通教育棟２号館４階 ４７番教室 

 

４ 主な話題 

  ・本学の新たな取り組みに対する感想や意欲 

  ・日ごろの学生生活について 
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５ 実施方法 

 懇談会中は、クリッカーを用いて学生にアンケートを行い、その結果を基に、学長が各参

加者へ理由や詳細について尋ね、学生と対話するかたちで進めた。（クリッカーアンケート結

果：別紙１参照）また、途中、グループディスカッションも実施した。（結果：別紙３参照） 

 

６ 実施後アンケートの実施 

 大学運営、および今後の企画実施の参考とするため、参加者に対し、懇談会終了後に「実

施後アンケート」を実施した。（実施後アンケート結果：別紙２参照） 

 

７ 今後の予定 

①学内への報告 

 実施した内容については全学教育機構共通教育部門会議等の学内諸会議で報告するほか、

学内掲示板等を活用し、広く学内に報告する。 

②学生からの意見・要望等への対応 

 全学教育機構において、学生懇談会にて聴取した学生からの意見や「実施後アンケート」

の内容を踏まえて改善を検討する。 

 また、学生からの意見・要望等のうち、全学教育機構以外が所掌する事項については、

関係各所への情報提供、および改善の可否等の照会を行う。検討の結果、改善されたもの

などについては、学内に掲示し、学生へフィードバックを行う。 

 

８ 学生懇談会の様子 

  
写真：懇談会の様子（１） 写真：懇談会の様子（２） 

  
写真：懇談会の様子（３） 写真：懇談会の様子（４） 

  
写真：懇談会の様子（５） 写真：グループディスカッションの様子     
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別紙

学生懇談会・アンケート等で挙がった主な意見・要望

「学修」に関すること

学生からの意見

・前学期と後学期の授業数に差がありすぎる

・１年前学期の履修について、自由度が少ない

・大学入門ゼミはクラスによってやることのレベルが違うので統一すべき

・出席の取り方を全授業で統一してほしい

・レナンディをもっと有効活用してほしい

・１年次生のうちから、単位化できる留学やインターンシップに参加したい

・ＣＡＰの制限をゆるめてほしい

・クォーター制の意義がわからない

・管打楽器担当の教員が非常勤となってしまい、授業数が少ない

・工学部の単位数が少ない
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「施設・設備」に関すること

学生からの意見

・パソコンなどの貴重品を預けられるコインロッカーがほしい

・サークル棟のトレーニング室にある器具（ベンチプレス）が少ない

・サークル室を申請したら１年半かかると言われたが、自分は工学部なので部屋がもらえる頃には
日立キャンパスにいる。荷物置き場が必要なので早く部屋がほしい

・土日にもサークル棟を開けてほしい、特に運動部で使う氷や着替えが取りに行けないと大変だと
思う

・冷房の効きの差があるので改善してほしい

・図書館の自習机を増やしてほしい

・図書館の芝生に道を作ってほしい

・図書館の書庫の地図がほしい

・土日も北門を開けてほしい

・駐輪場に屋根がほしい

・阿見の施設（特に食堂）を広くしてほしい

・日立キャンパスにもカフェがほしい

・工学部のグラウンドの草を刈ってほしい

・水哉寮の洗濯機が古くて使いづらい
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・水哉寮の５階が雨漏りしている

・国際交流会館の開館時間は現在午後１０時までになっているが、イベントがある時だけでよいの
で時間を伸ばしてほしい

・講堂内の廊下（机いすのあるところ）が雨漏りしている

・テニスコートの修繕をしてほしい

・トイレの和式を洋式にしてほしい

・ピアノの調律にむらがある、空調が悪くピアノにカビが生える

・防音の部屋を作ってほしい（音楽選修の学生より）

・家庭選修は女子が多いので、教育学部Ｃ棟３階に女子トイレを設けてほしい

・教室、特に人文10番教室のマイクが作動しない

・理学部棟にコンビニ、あるいはパンの自販機などを置いてほしい
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「学生生活」に関すること

学生からの意見

・授業時間が早まったが図書館や生協のオープン時間が変わらないので授業前に行きづらい、開
館・開店時間を早くしてほしい

・掲示板の情報公開のしかたを見直してほしい

・目安箱を設置してほしい

・他学部の学生との交流や出会いの場がほしい

・サークルの設立を匿名でも行えるようにしてもらいたい

・大学入門ゼミの先生ともこのような懇談会を行うとよいと思う

・学食を安くしてほしい

・学務の事務員の態度がこわい

・建屋の玄関付近から外でwifiがつながらない

・放置自転車を撤去してほしい

・個人チューターの日本人が少ない

・自転車に乗ったまま駐輪場の通路を走っている学生がいて危険だと思う、大学側で指導してほし
い
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その他

学生からの意見

・武道館で実施する入学式の音響が良くない

・入学前後に実施されたガイダンスの内容が重複している

・ガイダンスの情報量が多すぎる

・入学式やコミットメントセレモニーの時間が長くて疲れてしまう

・夏休みが短すぎる

・1限の時間が早い

29



別紙１

学生懇談会
クリッカーアンケート結果
および学生からの意見
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学生からの意見

・一度に出てくる情報量が多い
・学部や教員ごとに話の内容が違っている
・会場が広く見づらかった
・内容に重複が多かった
・入学式が長くその後のセレモニーの時には疲れてしまった
・パネルを出す演出に時間がかかっていて集中できなかった
・コミットメントブックがあまりよく理解できなかった

（設問①省略）

・コミットメントセレモニーは大学入門ゼミ初回などでもよかった
のでは
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学生からの意見

・武道館の音響が聞き取りにくく、細かい話がわからなかった
・内容が後半につれ事務的になっていくのでテンションが下がる

学生からの意見

・図書館の質が良い
・サークルの選択肢が多かった
・ラーニングコモンズなど友人と学べる環境がある
・理系質問室で分からないところを親切に教えてくれる
・自習室が使いやすい
・レナンディや学内メールなどのインターネット関係
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学生からの意見

・前期と後期の授業数に差がありすぎる
・日立の研究室に行けない、１年次は専門的な内容がない
・工学部は女子が少なく交友関係が広がらない

・グラウンドに芝がない
・サークル棟のベンチプレスの数が少ない
・教室設備にむらがありすぎる（ピアノの調律など）
・管打楽器担当教員が非常勤しかおらず授業数が少ない
・サークル室をもらうのに時間がかかる
・昼休みが短い
・生協裏の駐輪場があふれている
・レナンディをもっと有効活用してほしい

・１年前学期の履修について、自由度が少ない
・サークル棟の電気を早く通してほしい
・阿見に行ったとき、設備、特に食堂が狭く感じた

・駐輪場に屋根がほしい
・講堂の廊下（机いすのあるところ）で雨漏りが起きている

・パソコンを持ち歩いているが保管場所がないのでコインロッ
カーがほしい

・留学するとその学期の単位数が少なくなり留年してしまうので
CAPを解放してほしい

・授業時間が早まったが図書館や生協の時間が変わらないので
時間が厳しい

・学内wifiについて、教室では問題ないが廊下で電波が弱くな
り、玄関を出ると入らなくなってしまう
・サークル棟の開館時間が短く、５講時まで授業があると荷物を
取りに行けなくなる
・人文社会科学部で、他学科の授業をとれると聞いたが、前期
は１・２クォーターごとにひとつしか取れず、空き時間がもったい
ない

（設問⑥、⑦省略）
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学生からの意見

・地域志向プログラムに興味がある

・5学部混合地域PBLは茨城大学でしか出来ない科目だと思う

・留学は大学生らしい感じがして行きたいが単位数に不安を覚
える

・教養だけでなく、専門的な内容のプログラムがあれば、他学部
でその分野に興味がある学生も学ぶことができるのでは
・留学やインターンシップなど、体験型のプログラムに興味があ
る

・プログラムを通して交流のなかった他学部の学生とも協力でき
る
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別紙２

・様々な人の意見を聞くことができた（10名）
・学長に直接意見をすることができた（4名）
・プログラムの説明が参考になった（2名）
・図書館の芝生について（2名）
・気がかりだったことが全て解決したから
・説明会・ガイダンス等でわからなかった所が詳しく知れた所
・授業時間がずれた理由などがきけたのがよかった
・昼休みの学食の過密に対し、対策が考えられている
・サークル棟の点

・眠かった（2名）
・茨城大学についての意見や要望をあまり持っていなかった
・なんとなく
・遠慮はしていないが、話の回転を考え意見を出さなかった
・意欲がそこまでなかった

１．懇談会の内容は参考になりましたか？

平成２９年度前学期　学生懇談会

実施後アンケート　集計結果

アンケート提出者：５２名　／　懇談会参加者：５３名　（回収率：９８％）

２．懇談会では、積極的に意見を出せましたか？

・説明をされる事の方が多かったので、納得という訳にはいかなかっ
た
・長期留学の例として３～６ヶ月の留学しか聞けなかったのがとても
残念だった

参考になった主な内容

参考にならなかったと感じた理由

・来年自分のキャンパスが変わってしまうため、あまり関係ないかな
と思ってしまう

６．今後、同様の懇談会が開催されたら、参加したい
と思いますか?

３. 参加はしたが心残りだった、もしくはあまり参加
できなかった理由を教えてください。

４．ズバリ！　学長とお話しするのは楽しかったです
か？

「Ｅ」の具体的内容

24人

11人

17人
Ａ 積極的に参加で

きた

Ｂ 参加はしたが心

残りだった

Ｃ あまり参加でき

なかった

0人

16人4人

3人

3人

Ａ 進行するテンポが早

く、発言できなかった

Ｂ 他の人と意見が重

複することが多く、遠慮

してしまった

Ｃ 議題の量に比して

時間が短かった

Ｄ 緊張してあまり話せ

なかった、話ができる雰

囲気ではなかった

Ｅ その他

10人

18人

21人

1人 2人

Ａ とても楽しかっ

た！

Ｂ 楽しかった

Ｃ どちらでもない

Ｄ 楽しくなかった

無回答

6人

24人

14人

5人
3人

Ａ ぜひ参加したい

Ｂ 場合によっては

参加したい

Ｃ どちらでもない

Ｄ 参加したくない

無回答

11人

34人

6人

1人

Ａ 大いに参考に

なった

Ｂ 参考になった

Ｃ どちらでもない

Ｄ 参考にならな

かった
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5、7、8は自由記述の設問だが、記載内容により項目立てをして集計を行い、各項目の意見の要旨を記載する。

５．今回の懇談会では伝えきれなかった大学へのご意見・ご要望をお聞かせください。

・大学入門ゼミはクラスによってやることのレベルが違いすぎるから統一すべき　

・第１Ｑと第２Ｑの授業量が多く、課題・テストがかぶることが多い

・出席の取り方を全授業で統一して欲しい

・一部授業変更が多い　急にだとバイト関係など困ります

・時間割の組み方の認識を先生方で統一してほしかった

・1年でやる基盤教育科目のレベルが高校よりも低い

・教科書を校閲してほしい　今の教科書は誤植が多く、訂正がでないこともあり、正しく勉強できない

・CAP制の単位数を増やしてほしい（2名）

・工学部の単位数が少ない

・夏休みが短すぎる　集中講義によって半分はつぶれてしまうのでもっと長くしてほしい

・１年のうちから単位もらえる留学とかインターンシップに参加したい

・教職を取りながら留学に行くことは不可能なのですか？

・1限の時間が早く感じる

・教育学部と比べて、４，５限が多く部活に参加できる時間が遅くなるので考えてほしい。

・授業のクォーター制の良さがイマイチ分からない

・他大学との連携を強化してほしい

・図書館の開館期間をもう少し早くしてほしい（2名）

・図書館の自習机を増やしてほしい（2名）

・図書館の芝生について、道を作って欲しい（2名）

・テニスコートが１面こわれたままなので修理をお願いしたい

・日立にカフェがほしい

・日立の生協のトイレをきれいにしてほしい

・理学部棟にコンビニを作ってほしい　コンビニまではいかなくても、パンの自販機を置いてほしい

・水哉寮の洗濯機が古くて使いづらい

・水哉寮の５階が雨もりしている

・保健管理センターは非常に便利なので、これからも継続して行ってほしい

・土日も北門を開けてほしい

・教育学部Ｃ棟の３Ｆに女子トイレがほしい（家庭選修は女子が多いので）

・遠くから通っているため、空きコマで睡眠時間をとりたいが場所がない　仮眠室の設置、空き教室の掲示等をして欲しい

・ピアノのおいてある練習室のエアコンの調子がとても悪く、ピアノにカビが生えてしまったため、改善していただきたい

・防音の部屋を作っていただけないのかなと思う

・工学部のグランドの草をかってほしい

・図書館の書庫の地図が欲しい

・冷房の効きの差があるので改善してほしい

・トイレの和式を洋式にしてほしい

「設備」に関すること

「制度」に関すること

「学修・授業」に関すること

7件

10件

22件

13件

3件 2件

学修・授業

制度

施設・設備

学生生活

コミットメント

その他
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・他学部の学生との交流や出会いの場がほしい（2名）

・サークルの設立を匿名でも行えるようにしてもらいたい

・大学入門ゼミの先生ともこのような懇談会を行うとよいと思う

・学食を安くしてほしい

・学務の方の態度がとても冷たく怖い

・掲示板の情報公開のしかたを見直してほしい、何が新しくて何が古いのか探すのが大変

・水戸キャンパスとそれ以外で格差を感じる

・放置自転車が地味に多いので、何かしら勧告を行ってから、なるべく早く撤去してほしい

・目安箱

・大学の先生は、学生と接する時間が少ないと思いますが、ちゃんとあいさつを返して下さい

・コミットメントが空気化しているゆえ、もう少し存在感を出してほしい

・セレモニーのとき前の人の頭で舞台が見えづらい

・コミットメントセレモニーの説明をスライドでやった方が良いと思う

・不本意入学者の割合を知りたい

・実施後アンケートのこの欄を広く取ってほしい

７．今後、このような学生懇談会を行う際に、議題にして欲しいテーマはありますか？

・「茨城学」について（2名）

・授業について

・クォーター制について（2名）

・留学サポート、種類等

・留学プログラム

・施設について（2名）

・休日もエレベーターを使用できるようにしてはどうか

・学生生活

・情報端末を用いた学習の利便性向上

・こうがく祭や茨苑祭などの催し物について

・各学部の事務員の対応をどう思うか

「学生生活」に関すること

・初めて授業を受けたとき、教室の場所がどこだかわからなかったため、授業に遅れてしまった　早い時期に学校の教室について説明
してほしい

・学生懇談会が開催されるということを、もっと大々的に告知し、全学生が懇談会の存在について知ることができるようにすればよい

その他の要望

「コミットメント」に関すること

「学生生活」に関すること

「学修・授業」に関すること

「制度」に関すること

「施設・設備」に関すること

3件

4件

3件4件

4件

3件
学修・授業

制度

施設・設備

学生生活

大学全体

その他
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・大学への不満（2名）

・ダイバーシティ

・学生と大学のつながりを強くする方法

・コミットメントセレモニーの話

・第一志望者の割合

・授業料免除の書類が分かりづらかったりすぐに提出できる物でないのに期間が短い

学長・茨城大学への応援・ﾒｯｾｰｼﾞ（原文ﾏﾏ）

・きさくな印象を受け、意見が出しやすかったです。またこのような直接意見交換を行えるよう機会が多く行われると嬉しいです。

・今日出たことを改善していただけるとうれしいです！

・フランクで良いふんいきでした！！

・茨大をさらに良くして下さい！！

・がんばってください！

・このような機会をつくっていただき、ありがとうございます。

・今回の懇談会はとても良い機会になった。もっと学長と話せる機会が増えると良いと思う。

・色々な意見を親身に聞いてくださりありがとうございました！

・上から目線になっちゃうんですけど、上の立場に立つ人が学生の意見を聞こうとすることはいいことだと思いました。

・今日あがったことに共感できるので、できるだけ実現するよう検討してほしいです。

・大学のことをよく知れました。学長とかかわれる機会がさらに増えるといいと思います。

・今回の懇談会で出た意見をもとに、茨大がもっとよりよくなりますよう期待しています。

・とても楽しかったです！

・意見は誰でも聞けると思うので、実行に期待します。

大学への要望

・工学部が他の学科（特に女子どうし）と仲よくなれる場があればうれしい

・集まっている人が「無理やり集められている」と言っているのを聞いた。無理やり人を集めようというのはどうかと思う

・来年入る人達には他の事を出してもらえるようにしてほしい

・図書館前はなぜ芝生じゃないといけないのでしょうか？ 

・日立キャンパスにもサザコーヒーがほしい

・クォーター制の必要性を感じない

・図書館前に道が欲しいので、いっそ芝生を池にして橋を架ける等すると見栄えが良くなるのでは

・サークルの部屋がほしいという意見について答えてほしい

・最初は学長と話すということで緊張していたのですが、とても話しやすい方で意見もしっかりとまとめて下さりとても有意義な時間
を過ごせました。

・親身に話を聴いてくださり有り難うございます。茨大生としての誇りと共に、他大学、筑波、東京を超えんとする勢いで学業に勤し
んで参ります。

・今回このような会を開いていただきありがとうございます。是非今後とも会を続けていくようお願いします。また全学部統一だけで
なく各学部ごとに各学部長と話し合える機会をもうけていただきたいです。

・意見をしても、結局否定的な回答が返ってくる印象がありました。今日私達が出した意見が採用されて、少しでも来年の一年生が困
ることがないよう願っています

・意見を聞いていただきありがとうございます！学長という立ち位置が学生から見ると結構遠いので、話もできないのかとも思いまし
たが、この機会にできて良かったです。

８．学長へのメッセージをお願いします！

その他

「大学全体」に関すること

18件

8件
学長・茨城大学への

応援・ﾒｯｾｰｼﾞ

大学への要望
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９.その他、懇談会に関する感想・ご意見等ございましたら、自由にお書きください。

・時間が長かった。（2名）

・やる時期を考えて欲しい。（2名）

・色々な学部の方と話し合えるとてもよい機会でした。とても楽しかったです。

・農学部の設備（特に食堂）を増築していただきたいです。

・各キャンパス間にバスを通していただけるとありがたいです。

・後期もやって欲しいです。

・懇談会の日程を早めに決定してほしい。

・キャンパスによって授業時間の始まりの統一を元に戻してほしい。

・回数を多くして、１回の時間を短くして欲しい。事前に何をするか教えて欲しい。

・今回でた意見　ぜひ実現させてください。

・議題の内容を事前に知らせてもらえると意見を出しやすかった。

・学長の話、返答が長くて全ての議題に入れないのはどうかと思います。

・ありがとうございました。

・茨苑会館でも学食パス使えるとありがたいです。

・授業時間などの意見の際にせっかく意見を言ったのに「こういうきまりだから」といった感じで先生から回答（返答）されるのはど
うなのかなと思います。私たちは改善をお願いしたくて意見を述べているのですから、少しでも改善策を考えていただけないもので
しょうか。少しがっかりしました。あと、今年から夏休みの日程が減ったと聞きました。時間割の改善だけでなく、休日の変更につい
ても話を聞きたかったです・最後に、私は音楽選修ですが、必修科目の科学基礎で、希望がはずれ、抽選で地学になりました。習った
ことのない科目で大変ですし、何より必修でさえ自分が受けたい授業が受けられないのはいかがなものでしょう。

・農、工学部は１年でキャンパスが移ります。しかし中には他学部の授業を受けてみたいと考えている人もいます。それなのに１年の
前期を固められてしまうといっきに選ぶことができなくなってしまいます。なので是非受けられるようにしてほしいです。

・食事会のように、大きなテーブルをかこむ形の懇談会や座談会の方が、意見も出しやすく学生同士も交流しやすいのではないかと思
います。
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別紙３ 

 

平成２９年度学生懇談会 グループディスカッション結果報告 

 

平成２９年７月２４日（月）に実施された学生懇談会では、会中に「コミュニケーションの

方法」をテーマにグループディスカッションを実施した。以下に、各グループより寄せられ

た意見をとりまとめ報告する。 

 

 

【Ａグループの意見】 

阿見オリエンテーションのときに、グループメンバーと先生でいろいろ話して仲良くなれ

たので、大学入門ゼミなどでそういった機会があると先生と話しやすくなるのではないか。 

 

【Ｂグループの意見】 

インターネット上でならコミュニケーションが取りやすいと感じている人もいるかと思う

ので、SNS等で情報交換できるようにしてはどうか。 

 

【Ｃグループの意見】 

先輩や同じ学科の人と親睦を深めるために立食パーティーの機会を設け、フランクに話し

て関係性を深められれば良いと思う。 

 

【Ｄグループの意見】 

学生懇談会はいろいろな意見が出てよいと思った。学科の先生と授業外で話す機会がない

ので、パーティーなど、先生方や他学部の人とも仲良くなる機会があればよい。 

 

【Ｅグループの意見】 

今回の懇談会について、ほとんど説明がなかったので事前に説明がほしい。その説明を聞い

た上で、みんなで意見を考えて代表が意見を出していく形式が良いのではないか。今回の開

催時期がテスト前なので余裕がある時期に実施してほしい。 

 

【Ｆグループの意見】 

大学の HPやレナンディに、自由に意見などを書き込める場所を設けてはどうか。 
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【Ｇグループの意見】 

工学部の意見として、女子が少ないこと、また、工・農学部の学生は水戸キャンパスと離れ

てしまうので出会いがない。キャンパスが同一な 1 年次生のうちに多くの学部の学生と知

り合うためにパーティーを開いてはどうか。 

 

【Ｉグループの意見】 

インターネット上で学生が意見を述べる、目安箱のような場所がほしい。また、その結果の

レスポンスを開示してほしい。 

休講・補講の案内について、現在の方式では毎回確認することが面倒で、どれが最新の情報

かもわかりにくいので、ツイッターの公式アカウントなどで通知されるようにすると助か

る。 

 

【Ｊグループの意見】 

大学入門ゼミの授業内で、困っていることなどについてディスカッションしてはどうか。 

意見箱用メールアドレスを設置し、「学食が高い」などの簡単なものを例としてあげて気軽

に意見出来るような環境にする。 
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平成２９年度 後学期 学長と学生の懇談会 実施報告 

 

 このことについて、以下のとおり実施いたしましたので報告します。 

 

１．目的 

 大学は、学生らの学びと成長のよりよい場として、社会の変化に柔軟に対応しつつ前進し

なくてはならない。その大学の変化は、教職員だけではなく学生や地域の人々との対話交流

の中で生まれる必要性に基づくものであることが望ましい。その一環として、学生と教職員

がともに大学を育てていくパートナーであるという意識を互いに高め合うために、本学の新

たな取り組みや学生生活全般について、学長をはじめ大学執行部教職員と学生が直接対話し、

学生の声が大学運営に直接反映される機会を持つことを目的とする。 

 

  

２．参加者 

①学 生：各学部２～４年次生 ４３名（詳細は下表のとおり） 

 男性 女性 計 

人文社会科学部 ６名 ５名 １１名 

教育学部 ３名 ７名 １０名 

理学部  ８名 ５名 １３名 

工学部  ２名 １名  ３名 

農学部 ４名 ２名 ６名 

計 ２３名 ２０名 ４３名 

 

②教職員：三村信男学長、太田寛行理事・副学長（教育統括）、木村競全学教育機構長、 

     西川陽子副機構長、大森宏之学務部長 

（陪席） 吉村富夫学務課課長補佐、菊池毅学生支援課課長補佐、橋本良介厚生企画係長、 

     土橋俊朗主任 

 

３．実施日時・場所 

  ①実施日：平成２９年１２月６日（水） 

   ・開会挨拶・趣旨説明   １４：３０～１４：４０ 

   ・懇談会（前半）     １４：４０～１６：３０ 

   ・休憩          １６：３０～１６：４０ 

   ・懇談会（後半）     １６：４０～１６：５０ 

   ・総括・閉会挨拶     １６：５０～１７：００ 

  ②場所：共通教育棟２号館４階 ４１番教室 

 

４．主な話題 

  ・専門学修を含む学生生活全般（ディプロマポリシーの達成など） 
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５．実施方法 

   懇談会中は、クリッカーを用いて学生にアンケートを行い、その結果を基に、学長が各参 

  加者へ理由や詳細について尋ね、学生と対話するかたちで進めた。（クリッカーアンケート 

  結果：別紙１参照） 

 

６．懇談会終了後のアンケートの実施 

 大学運営、および今後の企画実施の参考とするため、参加者に対し、懇談会終了後に「実

施後アンケート」を実施した。（実施後アンケート結果：別紙２参照） 

 

７．今後の予定 

  ①学内への報告 

    実施した内容については全学教育機構学生支援部門会議等の学内諸会議で報告するほ 

   か、学内掲示板等を活用し、広く学内に報告する。 

  ②学生からの意見・要望等への対応 

    全学教育機構において、学長と学生の懇談会にて聴取した学生からの意見や「実施後ア 

   ンケート」の内容を踏まえて改善を検討する。 

    また、学生からの意見・要望等のうち、全学教育機構以外が所掌する事項については、 

   関係各所への情報提供、および改善の可否等の照会を行う。検討の結果、改善されたもの 

   などについては、学内に掲示し、学生へのフィードバックを行う。 

 

８．学長と学生の懇談会の様子 

  

写真：懇談会の様子（１） 写真：懇談会の様子（２） 

  

写真：懇談会の様子（３） 写真：懇談会の様子（４） 
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学長と学生の懇談会
クリッカーアンケート結果
および学生からの意見

別紙１
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学生からの意見

・情報数理プログラムで研究室を与えてもらっている
・自分が学びたい授業が履修できた
・図書館が充実している
・自宅のパソコンから見られないことが不満

学生からの意見

・１年次から附属特別支援学校や作業所などに行け
た

・大学の教員だけではなく、現場の先生方の声が聞
けた
・学外の先生方の講義が入っていることに充実感を
感じる
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学生からの意見

学生からの意見

学生からの意見

・農学部の留学プログラムがいい
・留学情報を広く一般に周知する形であってほしい

・３年次に教員から就職について情報を教えてもらっ
たが、１年次から教えてほしい
・座学が多く知識は必要と思うが、実習や自ら動いて
学ぶことで活動過程が自分の知識になる
・工学部では設計演習（日立駅前商店街での授業）
は有意義な授業であるが、負担が大きい
・プロジェクトがあるのは必要だと思うが、プロジェクト
を強制することはどうか

・教員によって補講日の扱いの理解が異なっている
ので統一してほしい

・予算や期間次第　４万円という金額では、大半を自
己負担しなければならない
・試験期間と重複してしまうので期間を検討してもら
いたい

・AIMSプログラムの実施時期が卒業研究に重複して
いる
・工学部は実験の授業を履修しないと進級できない
ため、留学しても進級できるカリキュラムがよい
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学生からの意見

・土日サークル棟が開いていないことが不便
・サークル棟が狭くて使いづらい

・大学生協２階へ車いすで行けない
・共通教育棟１号館にエレベーターがない
・女子寮は４人部屋であるので収容人数が少ない

・日立キャンパスの駐車場が舗装されていない

１．世界の俯瞰的理解 Yes  18 No  25

２．専門分野の学力 Yes  34 No  9

Yes  28 No  15

４．社会人としての姿勢 Yes  24 No  19

５．地域活性化志向 Yes  22 No  21

３．課題解決能力・コミュニケー
ション力

・各キャンパスの禁煙体制について方向性を示して
ほしい

・工学部の実験室が狭く、学生実験と重複すると誰も
実験ができない

・北門が夜11時30分以降閉められてしまうので開門
時間を拡大してほしい
・大学公認団体でないと自由にビラの配布ができな
いことが不満
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別紙２

・様々な人の意見を聞くことができた（10名）
・知らなかった情報がたくさんあった（4名）
・海外制度やキャンパス改善等（3名）
・サークル棟について（2名）
・学長の思いを直接聞くことができました
・Live Campusの改善

・個別の対応が長すぎた

・他人の意見がすばらしく自粛してしまった
・特別話すべきことがなかった

・茨大に対して文句がなかったから

６．今後、同様の懇談会が開催されたら、参加したい
と思いますか?

３. 参加はしたが心残りだった、もしくはあまり参加
できなかった理由を教えてください。

４．ズバリ！　学長とお話しするのは楽しかったです
か？

「Ｅ」の具体的内容

・この後どういう質問があるのか、どういう時間があるのか分からな
かったので、今　発言した方がいいのか迷った

・多の参加者はみんな意識高い大学生だったので自分みたいなクズ大
学生が発言してはいけないとためらってしまった

１．懇談会の内容は参考になりましたか？

平成２９年度後学期　学長と学生の懇談会

実施後アンケート　集計結果

アンケート提出者：４２名　／　懇談会参加者：４３名　（回収率：９８％）

２．懇談会では、積極的に意見を出せましたか？

・意見を出す人が固定されていたので、他の人の色んな意見が聞きた
かった。一応、代表者なので指名して答えてもらっても良いかと思
う。それかグループごとに話し合うなど発表が苦手な人の意見も取り
入れるべきだと思う

参考になった主な内容

・学生から挙げられた意見は、自分の共感できるものもあったため、
解決に努めてほしいと感じた
・深い議論はできたと思うが、思っていたよりも個人的意見が多く、
自分には関係ないなと感じながら聞く場面が何度かあった

参考にならなかったと感じた理由

・就職する4年生にとってはもっとああしてほしかった、と言うだけな
ので、話を聞くのは面白かったですが、今後の期待には繋がらなかっ
た

10人 

9人 

23人 

Ａ 積極的に参加

できた 

Ｂ 参加はしたが

心残りだった 

Ｃ あまり参加でき

なかった 

2人 

7人 

6人 

9人 

5人 

Ａ 進行するテンポが

早く、発言できなかった 

Ｂ 他の人と意見が重

複することが多く、遠慮

してしまった 

Ｃ 議題の量に比して

時間が短かった 

Ｄ 緊張してあまり話

せなかった、話ができる

雰囲気ではなかった 

Ｅ その他 

10人 

15人 

9人 

3人 

5人 
Ａ とても楽し

かった！ 

Ｂ 楽しかった 

Ｃ どちらでもな

い 

Ｄ 楽しくなかっ

た 

無回答 

3人 

16人 

14人 

4人 

5人 
Ａ ぜひ参加したい 

Ｂ 場合によっては

参加したい 

Ｃ どちらでもない 

Ｄ 参加したくない 

無回答 

7人 

25人 

9人 

1人 

Ａ 大いに参考に

なった 

Ｂ 参考になった 

Ｃ どちらでもない 

Ｄ 参考にならな

かった 
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5、7、8は自由記述の設問だが、記載内容により項目立てをして集計を行い、各項目の意見の要旨を記載する。

５．今回の懇談会では伝えきれなかった大学へのご意見・ご要望をお聞かせください。

・”楽単”が多い（数学コース）　資格に関する講義が欲しい（例：情報技術者試験）

・茨城学必修は嫌だ　それぞれ自分の地元があると思うので「茨城学」を必修にしなくてもよいのでは

・外に出て行きたい学生、研究に専念したい学生双方にそった改革をしてほしい

・授業アンケートが反映されていないのではないか（ものすごく評判の悪い授業が代々続いている）

・理学部”理学科”←これは必要なのか？

・電車の本数が少なく、今の授業時間だと朝がつらいという子が周りにいたので交通機関も考慮して頂きたいです（3名）

・昼休み60分に戻してほしい（3名）

・自分は物理コースだが研究室配属の時期をもっと早めてほしい　インターンシップの応募に書けないので

・禁煙までいかないまでも分煙には期待しています　日立キャンパスの駐車場に関して布製やひもでラインをひく程度なら安価だと思う

・図書館の学修スペース（個室）がたまにうるさい

・平日も駐車場利用できるようにしてほしい（3名）　学習室・図書館（土日）の利用時間を長くしてほしい

・昼食時、生協がとても混んでいて利用できないので、理学部棟にも売店がほしい

・夜10時以降、学部生が勉強する場所がなくてちょっと不便です

・Wi-Fi環境があまりよくない

・北門は夜間の女子学生の一人歩きのためにも常時開放すべきだと思う　大学内を通った方が安全かと思います

・教育学部Ｄ棟のスクリーンを使用する際に教員が使用にとまどっている、あるいは機器の調子が悪いといった様子が見受けられます

・学内に来ている移動販売が好きなので今後も是非来てほしい（2名）

・教職など学務の連絡が遅い　無料プリント復活してほしい（2名）

・今日のような懇談会をもっと開かれたものにした方がいい　もっと切実に訴えたいことを抱えている人もいるはずです

・学部生の中から茨大大学院へ進学する人の入学金の免除（成績によって免除する等）を考えて頂きたい　経済的に辛い部分があるので

・阿見から来るのは遠かった

・理学部1Fにある自習室の開いている時間を長くしてほしいです　生協裏の自転車置き場があふれていて後から置こうとするとき入れな
い

・お知らせを掲示を出す形ではなく、できるだけメールにしてほしい　学内のアルバイトをもっと定期的で安定した収入となるものにし
てほしい

・阿見キャンパスと水戸キャンパスを繋ぐバスなど交通手段を大学独自のもので週一でも月一でも茨苑祭の時だけでも設置して頂けると
助かりますし、お金を少しでも取ったら利益になると思います

「学修・授業」に関すること

「制度」に関すること

「学生生活」に関すること

「設備」に関すること

・高校公民の免許に関する授業をもっと開講してほしい　学芸員（博物館）のための授業が３年の集中が多いため、教育実習との兼ね合
いを考慮してほしい　通常業務を増やすか、学年をずらしてほしい

・人文学部なのですが、他学部の授業(専門科目）にも興味があり、単位がもらえればもらいたい　そのような授業があれば、ぜひシラ
バスにのせてほしい

・教育学部の社会の方が公民の専門教科の教授がおらず外部の方の授業で単位を取っている　特別支援の免許に関しても視覚障害分野の
先生がいないため免許をとることができない状況

・常勤講師の必修科目でも講演のような形式の講義があり、板書もなく口頭でのみせつめいされるので内容をメモしきれず学ぶことが難
しい　講義（学生実験）を教授自身がやらずTAに全て任せている講義がある

7件 

8件 

11件 

15件 

0件 

3件 
学修・授業 

制度 

施設・設備 

学生生活 

コミットメント 

その他 
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・授業料の免除制度がとてもありがたいです

・大学内パソコンでのOneDreve icloudの導入、ストレージの無料提供

・トイレに石けんを置いて下さい　学食が狭いです　学外のプロジェクトもチラシまくなど宣伝させて下さい

・学費高い

・駅から大学までの距離が遠い　便が良くない

・

・教育学部にも就職関係のお知らせとふれる機会をもっと増やしてほしい

・少なくても今回挙がった改善点ぐらいは全て改善できるようにしてほしい

・天下りを断ったのは素晴らしいと思います

７．今後、このような学生懇談会を行う際に、議題にして欲しいテーマはありますか？

・茨城学必修の必要性について

・授業料免除について

・授業の成績評価のついて

・学生を支援する制度について

・茨苑会館について

・駐車場、図書館、自習室、人文棟に学生証で入れないこと

・学務について（2名）　学食について　大学内で補修してほしい所など

・情報をどうやって学生に広報するかを重点的に

・課外活動について

・制度や支援に関しての周知方法について

・生協関係

・

・本学の学生について不満なことがありますか？

その他の要望

「制度」に関すること

「施設・設備」に関すること

・工学部と水戸キャンパスでのライブ授業について、今どの程度開講されているのかもいまいち分からない　講義時間を変更したことに
意味はあったのでしょうか？

「コミットメント」に関すること

「学生生活」に関すること

その他

「大学全体」に関すること

「学修・授業」に関すること

・コピーカードのシステムが不便です　たくさん印刷をするのでコピー上限の制度がなくなってしまったのはすごく残念でした　予算の
関係で仕方ないとは思います

・大学まわりの学生の自転車のマナーが悪い　掲示板等で見かけるがほとんど変わっていない　学生の自転車にナンバープレートをつけ
るなどしてほしい

2件 

3件 

2件 

6件 

0件 

1件 
学修・授業 

制度 

施設・設備 

学生生活 

大学全体 

その他 
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学長・茨城大学への応援・ﾒｯｾｰｼﾞ（原文ﾏﾏ）

・改革を進めたら結果どうなったか、学生がどう思っているのかきちんと調べて、修正したり取り消しする等して下さい。

・思ったより学生のことを見ていらっしゃるのを感じました。マイノリティに目を向けることを忘れない大学運営をお願いします。

・また、ぜひお話させていただきたいです！！

・学生の意見を取り入れようとする姿勢が素晴らしいと思います。

・学生が話した意見をなるべく広げようとしてくれていてありがたかったなと思います。

・学長のお考えを直ぐに聞くことができてよかったです。

・本日はお忙しい中、このような機会を設けていただきありがとうございました。

・学長がこんなにも大学のことを考えてくれていることを知ることができて良かったです。

・今日あがったことに共感できるので、できるだけ実現するよう検討してほしいです。

・様々な意見を聞いて下さりありがとうございました。

・貴重な機会をいただきありがとうございました。もう卒業してしまいますが、母校？がより良い大学になっていたら嬉しいです！

大学への要望

・様々な意見が聞けて楽しかったです。今後も続けてください。

・やる気のある学生がどんどん力をつけていける環境をつくってほしい。

・時間の守れない大人はあまり好ましくないです。

・より生活しやすい環境になることを願います。意欲はあるけどどうしていいか分からないが解決されたい。

９.その他、懇談会に関する感想・ご意見等ございましたら、自由にお書きください。

・事前にどのようなことについて議論するかをもう少し詳しく教えてもらえたら話しやすかったと思います。

・1人だと緊張して話しづらい部分があるので、各学科代表2名以上にして頂きたいです。

・時間が短かったです。

・キャンパスごとに行った方が、意見や議題がまとまりやすいのかなと思いました。関係のない話しも多いように感じました。

・各題について時間配分をすべき

・学生の意見をしっかり聞いてくださり非常に嬉しかったです。費用等様々な問題があるとは思いますがこれからも運用がんばってくだ
さい。

・前半の話し合いの内容が、留学やクォーター制のことなど教育学部にはなじみのない（あまり関係のない）話がメインで話し合いに参
加しづらかった。

・自分は授業を受けていて茨大に入って良かったと思うことがたくさんあったので、今後もより良い茨大のため、学生に出来ることがあ
ればいつでもお話頂けたらと思います。

・今回の話し合いで挙がった議題をできるだけ多く解決できるよう頑張ってください。児童の勉強への意欲がより高まる大学になるよう
期待しています。

・今日はお話しして頂き有難うございました。自分が学生生活を送るなかで茨城大学がより良くなっていると感じながら生活を送ってき
ました。今日の懇談会を通して自分の知らなかった部分を知ることができてよかったです。本当にありがとうございました。

・自分が知らなかった改革も行っていることが知れてよかったです。私の意見にもきちんと対応して下さり、うれしかったです。今後よ
りよい茨大になることを期待し、私自身もがんばりたいと思います。

・（自分が茨城県出身で茨城県民で茨城大学に通っているからからかも知れないが）学長が三村さんになってから茨城新聞等のメディア
で茨城大学が取り上げていることが多くなったと思うし、自分も実際に｢あぁおもしろいことしてるな！イバダイがんばっているな！！｣
と思うことが多いのでこれからもがんばって下さい。

８．学長へのメッセージをお願いします！

・ライブキャンパスで自由履修の科目を確認できるようにしてほしい。自分で確認しろと言われても自分で確認して卒業単位が満たされ
ていると思っても、実は足りなかったということが起こるため。サークル棟内であまり良くないサークルには罰則を作れば良いと思う。
罰金であったり、点検などを月1程度で行い、一定主の□□目を超えた場合には罰金などといった制度があればよい。研究で使用する質
量分析計の修理をしてほしい。これがないと卒業研究で結果を出せず論文発表の内容に困ってしまうため。

・最後のディプロマポリシーに関する５問の問いに対して好感的な回答（はい）が多かったですが、おそらく懇談会に参加する学生さん
は意欲的な方が多いために出た結果である。という可能性があるように思いました。懇談会に出ない消極的な方やサイレントマジョリ
ティー的な方の声をどのように聞くかを今後考えることが出来たらよいかもと思いました。

16件 

5件 

学長・茨城大学への

応援・ﾒｯｾｰｼﾞ 

大学への要望 
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・部屋が寒かったです。

・参加することができて良かったです。ありがとございました。

・発表しない人が多かったので”在学”と同じになってしまうと思いました。せっかくなので、もう少し議題をしぼってグループなどに
分かれて意見交換をし、発表した方が多くの意見を取り入れられますし”懇談会”になるのではと感じました。それから少し説明が長い
ように思いました。関係のない（よく分からない）学部の事など聞いていても分からないので、飽きている人が多かった気がします。質
問も返答も簡潔で良いとおもうので、その後どう改善して行くかを一度まとめ直してから学生に示すなど。短い時間の中で掘り下げると
いうよりは気づかない発見が多くあった方が良いのではないでしょうか？

・この懇談会で発言したい方は実際多いと思います。自分はゼミの先生（今村）から紹介を受けましたが、それがなかったら意見を述べ
るチャンスがありませんでした。これ自体の広報もより積極的にお願いしたいです。

・この懇談会に参加したことで茨城大学のことをもっと知れた気がする。クォーター制・サークル棟管理・喫煙のことなどいろんな問題
を抱えているんだなぁと改めて思った。学部（人文・工学部）の改編はいいと思った。理学部も理学部理学科○×コースとかではなく、
理学部○×学科で良いのでは？と思った。Live　Campus→Drcan　Campusとても良いと思う！いままで別々で分かりづらかった。

・クリッカーがおもしろかった。良いシステムだと思った。自分の意見はあるから懇談会自体は良いかも知れないが、他の人の個人的な
意見を聞いている時間は無駄だと思ってしまった。少し非効率だった。

・もう少し少人数にしたり、テーマごとに日時をわけるなどしていただけたらもっといろんな議論ができるのではないかと思いました。
ありがとうございました。

・懇談会がどのようなものなのかというものの説明が事前になく、よく分からないまま参加したようなところがあります。もう少し事前
説明などがあるといいように感じます。
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1/4 
 

平成 29 年度 学長と理学部学生との学生懇談会 実施報告 

 

１．目的 

 H24年度より学長と学生の懇談会の実施されているが、H29年度より各学部においても、

学部長をはじめ学部執行部と学生との懇談会の実施をすすめている。理学部においては、「学

生モニター会」として１０年来学部執行部と学生との懇談会を行っており、その中で出てき

た課題には、学部内では納まらない大学全体を対象とするものもあり、未対応のままとなっ

ている。今回、これら大学全体を対象とする課題について整理し、課題解決に向けて学長と

理学部代表学生との間で話し合いの場を持ち、よりよい大学の形成に向けて教職員だけでは

なく学生も共に参加することへの意識を高める機会とする。 

 

２．主な話し合いの内容：資料 1 参照 

 

３．主催：全学教育機構 

   

４．参加者 

①学 生：理学部 1～4 年次生 計７名（1 年生 3 名、2 年生 1 名、4 年生 3 名） 

②教職員：三村信男学長、太田寛行理事・副学長（教育統括）、西川陽子（執行部スタッフ

学生支援）、中井英一（理学部 教学点検委員長）、野澤恵（理学部）、二橋美瑞子

（理学部） 

 

５．スケジュール等 

  ①実施日：平成 29 年 11 月 22 日（水）14:00～15:00 
  ②場 所：学長室  

 

６．その他 

 ・話し合いにおいて提案された対応策については、当該部局と連絡をとり、対応策の実施検

討を行い、結果を理学部教学検討委員長の中井先生に報告する。 
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【資料 1】 理学部学生からあげられた話し合いのテーマと話し合いの結果概要 
 

質問事項と話し合いの結果概要 

＜LiveCampus＞ 

◆履修取り消し期間をなくして欲しい、いつでも取り消せるようにして欲しい。 

 

【回答及び話し合い結果概要】 

2 週間では短すぎるので、せめて３週間にというものだが、クォーター制になって受講期間が１単位の短いも

のが多くなっていることもあり、GPA の正確な把握のためにこの期間が限度かと思われる。学生さんには理

解してもらえるよう努めたい。 

 

◆必要単位の修得状況がわかりづらい。 

◆成績の要件、残りの必要単位がわかりづらい。 

◆新しいシステムでは、単位の修得状況、必要単位などをわかりやすくしてほしい。 

◆時間割の「要件外」と表示される不具合を直してほしい。自由履修に加えて表示してほしい。 

 

【回答及び話し合い結果概要】（上記 4 点の意見に対する共通の回答） 

平成 30 年 4 月より運用される新教務情報ポータルシステムでは改善予定です。 

新ポータルシステムの本格始動は来年度４月からなので、スムーズな移行に向けて、学生への周知も準備

よくすすめたいと考えている。移行期なので、バグなど不具合も出てくることが予想されるので、その都度、

学務係等へ連絡を入れて欲しい。情報をもとに改善を図るようにしたい。 

 

＜クォーター制の廃止希望＞ 

◆昼休みの時間が短くて食事が大変。生協も混んでいる。 

◆クォーター制により、自宅生の負担が増大した。 

 

【回答及び話し合い結果概要】 

昼休みが従前より短くなったのは、クォーター制導入によるものではなく、3 キャンパスの授業時間の同期化

により、メディアを利用した遠隔授業などを行えることを目的に整備したもの。一部の授業については他キャ

ンパスで開講されるものも履修できるようになるなどのメリットがある。しかし、現在のところキャンパス間を

通した共通の授業開講は少なく、メリットが十分に生かされている状態にあるとは言えない。今後、共通授業

の開拓をし、学生の皆さんにメリットを実感してもらえるように検討したい。 

 

 

＜自転車置き場について＞ 

◆K 棟の自転車置き場のスペースが少ない、スペースの約 2 倍置いてある。救急車の通路がふさがれてい

る。 

◆K 棟の自転車置き場のマナーが悪い。 

◆理学部棟と共通教育棟の間の自転車置き場が暗いので、電灯を増やしてほしい。 

◆自転車置き場に屋根を付けてほしい。 

 

【回答及び話し合い結果概要】 

理学部に隣接している駐輪場（人文学部棟側のスペース）は利用率が低いので、そちらの利用も検討してほ

しい。理学部教員からは、狭いためにマナーが悪くなっている理学部駐輪場を取り払ってもといった意見もあ

ったが、これについては学部とともに今後の検討課題とさせて欲しい。 

外灯の問題については、外灯数の問題もあるが、樹木による遮蔽といった要因もある。適切な外灯数や樹

木の伐採など、担当部局に連絡し調査検討をお願いするようにしたい。 
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屋根の設置については、設置維持における予算上の問題があり難しく、申し訳ないが理解してほしい。 

 

【対応結果】 

施設課に駐輪場周辺に関する以下の点を相談しました。 

① 駐輪場の LED の光を邪魔する木の剪定 

② 駐輪場近辺における適切な明るさを保つための LED の増設 

③ K 棟そばの駐輪場を廃止して人文側にあるものを利用するようにする 

各学部近隣の駐輪場については、各学部総務の担当になっているとのことでした。①②については、理学部

総務より要請書を正式に提出すれば対応可とのことでしたので、理学部総務課に行き説明しました。理学部

総務課では、施設課に手続きをとりますとのことでしたので、早々に対応があると思われます。また、③につ

いては、施設課と理学部総務課との間での話合いになるので、検討を理学部総務課にお願いしておきまし

た。理学部でご対応ください。 

 

＜施設について＞ 

◆図書館と生協の間の芝生の中に道が欲しい。 

◆宿泊施設（大子研修所等）の設備を快適にしてほしい、女子学生が大変。 

 

【回答及び話し合い結果概要】 

図書館前広場に関しては、図書館建設時にワーキンググループに於いて緑の広場として議論された経緯が

ある。正門入り口から入り、広々とした緑の芝生の後ろに図書館が見えるロケーションを重視した計画となっ

ている。しかし、学生からのこの質問は懇談会の場で多く聞かれる。芝生部分のあり方について、学生から

も意見を出してもらいよりよいものにしていきたいと思う。アイディアがあれば、よせて欲しい。 

大子研修所は昭和 40 年代に建設された建物であり、今まで防水改修、外壁改修、内装改修と維持補修

工事を行ってきているが、経年的な劣化は進行している状態である。現状では、お風呂のシャワーの水量が

少ない(給湯設備の更新で対応)などの問題があることなどは把握している。当座利用に困っている、自炊用

調理道具（鍋など）やデジタル用テレビの設置については早期に対応するよう努めるが、大掛かりな改修に

ついては、少し時間をかけた検討が必要であり理解してほしい。 

 

＜CAP 制度について＞ 

◆制限を緩めてほしい。 

◆学際理学コースでは、CAP 制の制限を超えてしまう学生が多く出ました。 

◆教員や授業ごとに評価の仕方がバラバラで、GPA が良い指標にならないと感じる。 

 

【回答及び話し合い結果概要】 

1 単位修得するのに 45 時間の学修が必要である単位制度の趣旨を踏まえ年間 46 単位の上限が定められ

ている。この 1 単位当たりの学修時間は法令上規定されているものであり、例えば年間 50 単位履修する場

合（集中講義等除く）、毎日（月曜日から土曜日の 6 日間）12.5 時間の学修を要することになるので、学業以

外の生活やサークル活動等に要する時間を考慮すると、現行の上限設定が適当と考えられる。話し合いで

出てきた意見で、比較的容易な基礎科目と内容的に高度な専門科目では予習復習にかかる時間は異なり、

全ての授業で予習復習含め一律１単位当たり 45 時間必要ではないということも理解できるが、個々の授業

の必要学修時間を定めることは難しく、平均値である１単位 45 時間の学修時間（授業＋授業外）ということ

について理解し、授業外学修を大切に実行して欲しい。 

学際理学コースにおいて上限を超える人数が相当数いる場合、4 年間で体系的かつ質の高い履修ができる

よう、学部や学科・コースにおいて適切なカリキュラム編成を検討する必要もあるかと思われる。また、どうじ

てもという場合の措置について、他学部（教育学部など）での、改善に向けた取組例も参考にして、理学部で
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検討して欲しい。 

授業による評価基準の差異については、当該部局より以下の回答を得ている。 

「これまでも成績評価基準の全学統一などの取組を行ってきているが、GPA がさらに有効活用されるよう FD

（ファカルティ・デベロップメント）による成績評価に関する情報・意識の共有、成績評価の可視化等を図る取

り組みを引き続き行うようにしたい。」 

 

＜学内のプリンターの有料化について＞ 

◆撤回してほしい。 

◆50 枚でいいので、無料にしてほしい。せめて 2 円から 5 円程度にしてほしい。 

 

【回答及び話し合い結果概要】 

他大学の状況等を鑑み、多くの議論を重ねた末の決定であった。プリンター消耗品や紙の費用以外に、一

人当たりの上限枚数管理システムにかかる費用も多大であったため有料化に踏み切ったが、PBL 授業など

では特に印刷費用がかかるとの学生からの意見もあることから、１枚当たりの値段の低減など、生協などと

も話し合い、学生の負担が軽減できる方法がないか今後検討したい。 

 

＜サークル棟の利用に関して＞ 時間がなくは議論されなかった。 

◆北門を土日も開けてほしい。 

◆サークル棟の駐車場の平日利用。 

◆サークル棟の開門時間をもとに戻してほしい。➡解消済み(10 月下旬に戻し済み) 

 

【担当部局からの回答】 

議論できなかったが、担当部局より以下の回答を得ている。 

「休日の北門施錠は、キャンパスの平穏維持を目的として行っています。休日は学内利用者が少なくなるた

め、平日に比べると人の目が少なくなり、出入口が多くなると警備の目が行き届かなくなる恐れがあります。

最近構内での盗難も報告されていることもあるので、不便ではあるが危険防止のため理解と協力をお願いし

ます。また、駐車場利用については、現在、学生の駐車場利用は、駐車可能台数の問題から、重量物・大型

荷物の搬入等による一時的な利用に限定して担当教員の事前確認を受けた上で利用できるようにしてお

り、理解いただきたい。」 

 

上記以外でサークル活動に関連した話題があった。 

日立、阿見キャンパスの人が水戸キャンパスにおける土日のサークル活動がしにくいので、土日にキャンパ

ス間のバスを出して欲しいという意見が学生から出され、これらキャンパスが３つに分かれていることによる

サークル活動のしにくさについては、今後、少し考えてみたいとのやりとりがあった。 

 

<その他> 時間がなく議論されなかった 

◆図書館一階の学習室で、勉強せずにトランプなどのテーブルゲームで遊んでいる人たちがいるので、しっ

かり対処してほしい。 

◆医学部を設けてほしい ➡ 対象外 

 

【担当部局からの回答】 

議論はされなかったが、当該部局（図書館）に問い合わせ以下の回答をいただいている。 

「館内の迷惑行為等については、日常的に巡回時等において口頭で注意しておりますので、今後もしっかり

対処するようにいたします。また、ラーニングコモンズに「学習空間であること、トランプなどのテーブルゲー

ムはしない」旨を掲示し、利用者への注意を促しました。」 
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ブルネイ・ダルサラーム大学

ウェブ交流会

交流会①

交流会②

日時 場所

10/28(土)
17:00～18：50

共通教育棟1号館2階
小会議室

茨城大学と協定関係にあるブルネイ・

ダルサラーム大学（U B D )の学生と

ウェブ会議システムを用いた交流会を行い

ます！当日はUBDの学生が「日本とブルネイ

のマナー」について日本語で発表します！

njo

お問い合わせ

グローバル教育センター 瀬尾匡輝
masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp 

10/30(月)
8:30～10：20

共通教育棟1号館3階
桃講義室

参加を希望する方はグローバル教育センター

瀬尾までお申し込みください！
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日立・水戸
留学生

チューター
交流会

2018年4月から日立キャンパスへ移る工学部1年生のみなさん、
日立キャンパスってどんなところ？
日立キャンパスにはどんな留学生サポートがあるの？
日立キャンパスの先輩ってどんな人達？

などなど疑問に思うことはありませんか。
そんな疑問に対して、日立キャンパスの先輩たちが答えてくれます！
この機会をお見逃しなく！

日時：
2017年12月12日（火） 12:00～12:30
（ランチを食べながらの参加も大丈夫です）

場所：
水戸キャンパス 共通教育棟 1号館 1階 留学交流室

【日立キャンパスとのビデオ会議】

お問い合わせ： 茨城大学グローバル教育センター
瀬尾匡輝 masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp

【先輩に聞きたい質問などがあれば、12月4日（月）までにメールでお知らせください！】
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日本語で話したい外国人のためにわたしたちにできること

留学生との“交流”や“おしゃべり”
を通した日本語学習支援

〜「おしゃべり型活動」のヒケツ〜

9月21日（木）
13:00~15:00 ワークショップ
15:00~16:00 茶話会

日時

AIMSプログラムには、「Let’s Hang Out」という学生サークルがあります。このサークルでは、AIMSプログラム
を介して派遣されたまたはこれから派遣に挑戦する学生が、AIMS受入学生の学習や生活をサポートしなが
ら、派遣先の言語や文化、習慣とともに、異文化理解や人間関係の構築のためのコミュニケーションを学ぶ
相互交流が目指されています。

阿見キャンパスの日本語補習授業においても、今年度からは、教師による講義を中心とした学習形態から
派遣予定学生・受入学生の交流の場を目指した「おしゃべり型活動」へと移行します。本ワークショップでは、
早稲田大学の佐野香織先生をお招きし、「交流すること」をメインとした「おしゃべり型活動」のヒケツを教えて
いただき、サークル活動の一つとなる日本語授業でのサポートの方法について考えます。

本ワークショップには、
これからAIMSプログラムを通じて留学したい！
留学生と交流したい！
何か留学生の役に立ちたい！
と考える学生の参加を募集します！

お申し込み・お問い合わせ

瀬尾匡輝
茨城大学全学教育機構国際教育部門
masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp

水戸キャンパスの学生で、AIMSプログラムへの
参加、留学生との交流に興味がある人も
参加可能です！
詳細はお問い合わせください！！

会場

阿見キャンパス
こぶし会館研修室B

講師 佐野香織氏（早稲田大学）
ワルシャワ大学、お茶の水女子大学等を経て、早稲
田大学で日本語教育に携わる。日本語教室のボラ
ンティアのかたわら、人材育成にも携わる。『にほんごこ
れだけ』1・2（ココ出版）執筆/『日本語多義語学
習辞典 動詞』（アルク）執筆

茨城大学AIMSプログラム 学生交流促進のためのワークショップ
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茨城大学国際交流課 029-228-8593

茨城大学で
学ぶ留学生って
どんな人？

茨城大学の
交換留学

プログラムって
どんなもの？

場
所 水戸キャンパス図書館1階展示室

お問い合わせ

TEL

め

茨城大学グローバル教育センター主催

茨城大学の国際交流に関する情報展示
7月25日（火）～28日（金）9:00～17:00

期間中は茨城大学の国際交流の取り組みについて紹介する展示を行います。
グローバル教育センターの1年間を通した国際交流活動、協定校との交換留
学プログラム、海外研修プログラム、茨大で学ぶ留学生やかれらの国・地域な
どについての情報共有を行います。

学生による発表
7月25日（火）
14:20～15:50 Studies in Contemporary Japan ポスター発表

【英語による発表】教養科目「Studies in Contemporary Japan」を履
修する留学生・日本人学生が、水戸市に住む外国人が直面する問題を見
つけ、その問題の解決策を探りました。そして、解決に向けた提案を持って関
係者に働きかけました。発表会では、履修生達がプロジェクトで経験したことに
ついて発表します。

7月28日（金）
10:20～11:50 日本語研修コースレベル4 ポスター発表

【日本語による発表】留学生達が日本に来て不思議に思ったことについて身
の回りの人達にインタビューをしました。発表会では、その結果を報告します。

12:40～14:10 Japanese Pop Culture ポスター発表
【英語による発表】教養科目「Japanese Pop Culture」を履修する留学
生・日本人学生が、日本のアニメやゲーム、アイドルなどに関する簡単な調査
を行いました。発表会では、その結果を報告します。

14:20～15:50 日本語研修コースレベル3 口頭発表
【日本語による発表】オーストラリア、韓国、中国からの交換留学生が日本留
学を通して感じた「ここが違う私の国と日本」、「もっと知りたい日本の文化・社
会」、「もっと知ってもらいたい私の国の文化・社会」の中から、関心のあるテー
マを選び、調べて発表します。

留学生・日本人学生協働発表会
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海外留学に興味のある学生は、ぜひ参加してください！

2017.5.17(水)
12：05～14：10

【主な内容】

① 海外の大学への留学について
② 大学間交流協定校への留学
③ 茨大生の留学体験談（アメリカ・中国・韓国を予定）

④ 短期語学研修
（イギリス・カナダ・スペイン・韓国・中国・ブルネ

イ等を予定）
＊説明会終了後に学個別相談会を行います。

問い合わせ先： 国際交流課 029-228-8593

水戸：理学部インタビュースタジオ
日立：E1棟3B教室
阿見：こぶし会館C研修室
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後援：茨城県、水戸市、茨城県国際交流協会、水戸市国際交流協会 

茨城学生国際会議実行委員会  Email: isci13@ml.ibaraki.ac.jp 
Website: http://isciu.ois.ibaraki.ac.jp/13 

 

 

一般聴講は 

事前申し込み不要 

参加費 無料 

Panel discussion 
「グローバル化社会に求められる人材とは」 
 

The panelists: 
Prof. Ir. Siti Malkhamah （ガジャ・マダ大学） 

塚田純 (Jun Tsukada) （茨城大学 助教） … 

茨城大学水戸キャンパス講堂 

Excursion(日本文化体験)参加募集締め切り:11/3（金） 

「氏名・年齢・職業（所属）・電話番号」を下記のメールアドレス

にてお知らせください。詳しくはホームページをご参照ください。 

※発表者以外の申し込みは人数によって抽選となります。 

2017 11/18 Sat.  
     11/19 Sun. 
 

10:00-17:00 Oral & Poster Session (9:30 受付開始) 
17:00-19:00 Welcome Party 
 

10:00-12:30 Panel discussion / Closing Session 
13:00-17:00 Excursion 
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海外留学サロン 2017 
Ø 留学経験者に相談したい！ 

Ø 現地の事をもっと知りたい！ 
Ø 留学のメリットは？準備は？ 

 
海外留学経験者や茨大に来ている交換留学生に 

相談できる年に一度のチャンス！ 
 

 

 

 

   2017 年 6 月 21 日（水） 
  12:00 ～ 13:30 (出入り自由） 

 

<対象国> 
アメリカ、オーストラリア、インドネシア、韓国、台湾など 

 

場所：ラーニングコモンズ (図書館 1 階)  

対象：留学に興味がある全学学生 

内容：海外留学経験者や交換留学生に、留学体験や現地の 
         様子などを共有してもらい、留学への理解を深める 

 

63



Non-credit

Japanese Language Classes  

Ami/Hitachi Campus
Distance Learning Classes with VCS from Ami campus 

to Hitachi Campus 

Let’s 
Learn
Japanese!

For more information, CONTACT:
Masaki Seo (Center for Global Education)
E-mail: masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp 
Phone: 029-228-8097 (Mito), 029-888-8588 (Ami) 
Syllabus: http://www.isc.ibaraki.ac.jp/jp/education_vcs.html 

The Center for Global Education offers Japanese language classes at Ami 
and Hitachi campus each semester, which are open to all international 
students and researchers affiliated to Ibaraki University, and their family 
members. To attend the course, please  send an e-mail message to Seo 
sensei (masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp) and come to the classroom. 

Intermediate Japanese 
Time & Day: 13:00-14:00, Monday
Venue: Ami-Kobushi Seminar Rm C, Hitachi-Bld E5 Ryugakusei Enshushitsu
Intermediate Japanese skills are required to take this course. In this course, 
you will develop your reading and writing skills by reviewing intermediate-
level grammar. 

First Semester, 
Academic Year 2017-2018

Ami and Hitachi Campuses 

Introductory Japanese
Time & Day: 14:00-15:00, Monday & 18:00-19:00, Thursday 
Venue: Ami-Kobushi Seminar Rm C 
Students with some Japanese language skills (such as verb conjugations 
and adjectives) are eligible to take this course. You will learn short forms 
and more conjugations in this course. 

Ami Campus

Japanese for pure beginners 
Time & Day: 17:00-18:00, Thursday  
Venue: Ami-Kobushi Seminar Rm C, Hitachi-Bld E5 Ryugakusei Enshushitsu
Pure beginners and/or students with a little knowledge of Japanese are 
eligible to take this course. You will learn greetings, self-introduction, 
numbers, ordering food, time expression, describing your daily activities, 
terms for positions, inviting others for activities, etc. 

Academic Writing 
Time & Day: 16:00-17:00, Thursday
Venue: Ami-Kobushi Seminar Rm C, Hitachi-Bld E5 Ryugakusei Enshushitsu
After completing this course, you will be able to express your opinion 
logically by learning some expressions and formats which are necessary for 
composing academic papers. Advanced Japanese skill are required for 
taking this course. Advanced Japanese skills are required to take this course. 
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日本語授業（単位なし）

阿見・日立キャンパス
VCSを利用した遠隔授業（阿見から日立に配信）

日本語を
勉強しよう！

日本語授業（単位なし）に関するお問い合わせ:
瀬尾匡輝（グローバル教育センター）
E-mail: masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp 
TEL: 029-228-8097（水戸）、029-888-8588（阿見）
シラバス: http://www.isc.ibaraki.ac.jp/jp/education_vcs.html 

グローバル教育センターでは、阿見・日立キャンパスの留学生、研
究者、留学生・研究者の家族を対象に、日本語補習授業を開講して
います。参加を希望する人は、授業担当の瀬尾先生にメールをし、
教室に来てください。

2017年度 前学期

日本語中級
曜日と時間: 月曜日 13:00-14:00
教室: 阿見-こぶし会館セミナーC, 日立-E5棟留学生演習室

この授業では、中級レベルの文法を学習しながら、読解と作文のスキル
の向上を目指します。
このコースを履修するためには、中級日本語能力が必要です。

阿見・日立キャンパス

初級日本語
曜日と時間: 月曜日 14:00-15:00 & 木曜日 18:00-19:00
教室: 阿見キャンパス-こぶし会館セミナーC
初級学習者向けのコース。

阿見キャンパス

日本語入門
曜日と時間: 木曜日 17:00-18:00
教室: 阿見-こぶし会館セミナーC, 日立-E5棟留学生演習室

ゼロ初級学習者向けのコース。このコースでは、挨拶、自己紹介、数字、
料理の注文、時間の表現、日常生活について話す、位置関係の語彙、
イベントに招待するなどの日本語を学習します。

論文作成
曜日と時間: 木曜日 17:00-18:00
教室: 阿見-こぶし会館セミナーC, 日立-E5棟留学生演習室

この授業では、論文を書くうえで必要な表現や形式を学び、論理的に自分
の考えを表現できるようになることを目指します。
このコースを履修するためには、上級日本語能力が必要です。
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Non-credit

Japanese Language Classes  

Ami/Hitachi Campus
Distance Learning Classes with VCS from Ami campus 

to Hitachi Campus 

Let’s 
Learn
Japanese!

For more information, CONTACT:
Masaki Seo (Center for Global Education)
E-mail: masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp 
Phone: 029-228-8097 (Mito), 029-888-8588 (Ami) 

The Center for Global Education offers Japanese language 
classes at Ami and Hitachi campus each semester, which are 
open to all international students and researchers affiliated 
to Ibaraki University, and their family members. To attend 
the course, please  send an e-mail message to Seo sensei 
(masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp) and come to the classroom. 

Japanese for Academic Purposes 
Time & Day: 16:00-17:00, Thursday
Venue: Ami-Kobushi Seminar Rm C 

Hitachi-Bld E5 Ryugakusei Enshushitsu
After completing this course, you will be able to express 
your opinion logically by learning some expressions and 
formats which are necessary for composing academic 
papers. Advanced Japanese skill are required for taking 
this course. Advanced Japanese skills are required to take 
this course. 

Semester 2, 
Academic Year 2017-2018

Japanese for pure beginners 
Time & Day: 17:00-18:00, Tuesday  
Venue: Ami-Kobushi Seminar Rm C 

Hitachi-Bld E5 Ryugakusei Enshushitsu
Pure beginners and/or students with a little knowledge 
of Japanese are eligible to take this course. You will learn 
greetings, self-introduction, numbers, ordering food, 
time expression, describing your daily activities, terms 
for positions, inviting others for activities, etc. 

Introductory Japanese II 
Time & Day: 13:20-14:20, Thursday
Venue: Ami-Kobushi Seminar Rm C

Hitachi-Bld E5 Ryugakusei Enshushitsu
Students with some Japanese language skills (such as 
verb conjugations and adjectives) are eligible to take this 
course. You will learn short forms and more conjugations 
in this course.  
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日本語授業（単位なし）

阿見・日立キャンパス
VCSを利用した遠隔授業（阿見から日立に配信）

日本語を
勉強しよう！

日本語授業（単位なし）に関するお問い合わせ:
瀬尾匡輝（グローバル教育センター）
E-mail: masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp 
TEL: 029-228-8097（水戸）、029-888-8588（阿見）

グローバル教育センターでは、阿見・日立キャンパスの留学生、研
究者、留学生・研究者の家族を対象に、日本語補習授業を開講して
います。参加を希望する人は、授業担当の瀬尾先生にメールをし、
教室に来てください。

2017年度 後学期

アカデミック・ジャパニーズ
曜日と時間: 木曜日 16:00-17:00
教室: 阿見-こぶし会館セミナーC

日立-E5棟留学生演習室

この授業では、論文を書くうえで必要な表現や形式
を学び、論理的に自分の考えを表現できるようにな
ることを目指します。

このコースを履修するためには、上級日本語能力が
必要です。

日本語入門
曜日と時間: 火曜日 17:00-18:00
教室: 阿見-こぶし会館セミナーC

日立-E5棟留学生演習室

ゼロ初級学習者向けのコース。このコースでは、挨
拶、自己紹介、数字、料理の注文、時間の表現、日
常生活について話す、位置関係の語彙、イベントに
招待するなどの日本語を学習します。

初級日本語II
曜日と時間: 木曜日 13:20-14:20
教室: 阿見-こぶし会館セミナーC

日立-E5棟留学生演習室

初級日本語授業です。日常生活に必要な基本的な
文法、語彙の知識を学び、コミュニケーション能力を
身につけます。
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No Japanese learning experiences are required

to attend this session!

Time and Day:

VENUE

Seminar room c

Kobushi kaikan

For inquiries, please contact

Masaki Seo
Center for Global Education
E-MAIL: masaki.seo.ms@vc.ibaraki.ac.jp
TEL: 029-888-8588

Members of “Let’s Hang Out!,” a student organization which supports 
AIMS Programme students on campus, will chat with you in Japanese. 
You will enjoy learning about the daily life of Japanese university 
students while you are learning basic Japanese language skills. 

Japanese language classes will be also offered on campus. More detailed 
information about the classes will be available at the end of September.    

A MEMORABLE MOMENT AT AMI

14:20-15:50

Every Thursday
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