平成 16－21 年度 教養教育等（前期）に関する医学部１年次学生アンケート２
（自由意見）
１．履修登録手続きに関して【 (数値) は人数 】

21
年
度

20
年
度

19
年
度

18
年
度

17
年
度

（医学科）
・登録の仕方が分かりにくい
・説明不足。抽選が不公平かつ不適当
・変更が面倒
・各講師によってバラバラ
・ちゃんと登録されたのか不安になる
・申請後、すぐに授業を受けることになったので焦りがあった
・学生サービス課に言いに行くのが手間がかかる
・外国語は入学前に決めるのでは情報が少なすぎるので入学後に決めたい
・手続きしたはずなのに登録されておらず、再登録しに行った
・教室コードを全て書き忘れて抽選にすら入れなかった
・科目コードを書いてなかったら１つも入れてなかった
・一番最初に登録用紙を提出したのに未提出になっていた（主題）
（看護学科）
・わかりにくい（5）
・Live Campus で確認するまで間違いに気付かなかった
・最初の主題を変えたので、トラブルがおき、受けてないことになった
・変更したかったけど、いつ変更していいか分からなかった
・忘れていた
・仕組みがよくわからない (看 3)
・難しい，分かりやすくして欲しい (医 1, 看 2)
・面倒である(医 1, 看 1)
・決めるまでの期間が短い
・よくわからないまま履修登録した
・授業スケジュール（いつ何をするのか）をハッキリ明示して欲しい
・履修登録ミスにより、危うく単位を落とすところだった
・面倒くさがれる
・ライブキャンパスで行う先生とカードで行う先生がいて混乱した
・ちゃんと登録できるのかがよくわからない
・ネット授業の履修のやり方がよく分からずとまどった
・ネット授業だったので、ちゃんとできているか不安だった
・結構バタバタしました
・やり方がわかりづらい，難しい (医 4, 看 3)
・手間がかかる，面倒で大変 (医 5, 看 3)
・手続きの仕方が良く分かりません。2 科目目とも抽選漏れだったのでとても焦りました
・登録照会が簡単に出来ればうれしい
・先生自身も詳しく理解していないし、先生によってさまざまである
・第一希望にもれたとき、授業に行って先生に参加を頼むという形式よりも、もっとしっかり事前に決定して
もらいたい
・鍋島キャンパスの対応が丁寧で問題なかった
・希望通りの授業に入れない (医 3)
・第 3 希望まで書いていても抽選にもれる場合があるので何とかして欲しい
・2 科目受講するわけだから 1 科目は第一希望に入れて欲しい
・希望すべてに落ちたので希望が全部通っている人もいたから不公平だ
・第 1 希望の科目が抽選もれしたのに空きがあった
・選択時間が短かった
・手続きが複雑すぎる (医 3, 看 3 )
・手続きが分かりにくい (医 5, 看 2)
・登録番号がわかりにくい (医 2）
・ＯＣＲ用紙の記入が不便
・本庄キャンパスと鍋島キャンパスの教務連絡がうまくいっていなくて非常に困った (医 3)
・シラバスの記載不備や事務手続きミスで迷惑した (看 3)
・希望したものがほとんどとれなかった (医 2)
・第一希望の授業で空きがあったのに何故か希望が通らなかった (医 4)
・先生との直接コンタクトが困難だった
・手続きが分かりにくい，２回手続きするのが面倒，確実に登録できたか不安。(医 11，看 8)
・希望通り受講できなかった，希望した科目が取れないのは困る。(医 5，看 2)
・上級生優先になるというのはおかしい。(医 2)
・定員オーバーになっていたはずの科目が，実はまだ何人かが受講できたりしていた。(医 3)
・希望していた授業にもれた人は，新たに登録するために授業時に履修カードを渡すことになっていたが，人
が多すぎて混雑して大変だった。(医 2，看 3)
・結局最初の授業で履修登録カードを出した人が受講することになるから，履修希望手続きはあまり意味がな
いと思う。手続きにより受講人数が分かっているはずなのに教室の広さが対応していなく狭かった。(看 1)
・希望科目が取れなかった場合のために，もっと対策をとってほしい。席が空いているクラスを探すためにも
始めだけは授業開始時刻とずらすとか・・。(看 1)
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度

・本庄の事務は，医学部の学生が週 1 回しか本庄に行かないことを良く認識して対応してほしい。(医 3)
・登録されていなかったので困った。すべて対処していただけたのでトラブルにまではならなかったが。(看 1)
・公開フォーラム式の授業が本庄でだけ受付が行われていた。(看 1)
・Web 登録で，パスワードとＩＤを何度入力しても誤りになり，ログインできなかった(医 1)
・Web 登録になったので便利だと思った。(看 1)
・手続きが分かりにくい。手間がかかり，面倒くさい。(医 13，看 5)
・事務の対応が悪い，不親切。(医 6，看 2)
・本庄と鍋島の事務の連携ができていない。(医 5，看 2)
・きちんと手続きをしたのに，事務の手違いから，受講科目を取れない状況が生じた。(医 1，看 2)
・履修希望者が多くなると分かっているのに対応しきれていない。(医 2)
・夏休みの集中講義を受けたくても，私たちには不可能といわれた。(医 1)
・主題科目選択に関する情報が少なくて，良く考えて選択できない。(医 7)
・選択科目の希望を考える期間が短い。(医 3)
・シラバスに目を通すのが大変だった。選択肢が多すぎる。(医 3，看 1)
・シラバスで授業内容が分からない科目がある。詳しい説明が欲しい。(医 3，看 1)

２．講義関連情報の伝達（掲示等）に関して

21
年
度

20
年
度

19
年
度

18
年
度

17
年
度

（医学科）
・休講の連絡が遅い（7）
・補講がいつあるのかすぐにわかりにくい（2）
・情報が遅い。先日の大雨による休講時の連絡の遅さには驚いてしまった。遠くから来ている生徒もいる。配
慮に欠ける
・いっぱいあって分かりにくい（4），終わったのはさっさと撤去して欲しい
・見やすいように大きく書いて欲しい（手書きのもの）
・掲示板が遠い
・主題は学生サービス課の外国語は学年の掲示板と分かれていて不便だった
・掲示を講義棟にもして欲しい，クラスの前にも張ってほしい
・いつ補講があるのかとかの大事な連絡は掲示板だけでなくメールでまわしたり、工夫しないと気付かないで
しまう時がある
・メールで全ての情報を知らせて欲しい。掲示板などは３０年古い。今は情報化の時代である
（看護学科）
・わかりにくい（2）
・本庄開講の主題で、休講の時の連絡がない事が非常に困ります
・もう少し休講の連絡を早くして欲しい
・授業変更等が学科学年掲示板にないので、わかりにくい
・あまりに昔の掲示物は剥がしていって欲しい
・いいと思う
・不便
・連絡が少し遅い
・休講等の情報が回ってこないときがある (医 1, 看 5)
・小テストがあるとの連絡が来なかった (医 1, 看 3)
・自分に関係のる情報を見つけるのが大変 (看 2)
・本庄の掲示板を見るひまがないので主題の連絡が伝わってなかった (看 2)
・いつ貼り出すかわからないので、見逃しがち
・ネットが外からも見れるようにして欲しいです
・ホームページで掲示されているが、そんなにパソコンを利用しないので情報が遅れたことがあった
・情報が伝わりにくい (医 6, 看 3)
・本庄の連絡が鍋島の掲示板にないのは困る (医 16)
・休講や教室の変更が伝わらなかった (医 1, 看 1)
・テストに関しての掲示物が本庄にしかなかったようで水曜日にしか確認できなかった
・主題科目の連絡を医学部の掲示板にも全て張って欲しい
・できるだけ早く掲示してほしい
・どこに何が書いてあるのかわかりにくい(医 2, 看 1)
・掲示板は不便だった。ネット上にのせてくれていた先生もいたのでそっちが便利である
・ホームページを作ってください
・鍋島に休講等の連絡が伝わってこない(医 6)
・わかりづらい(医 3, 看 2)，多すぎてわかりにくい (医 2)
・本庄には週１でしかいかないので、本庄に掲示されても困る
・何故、鍋島に掲示がでないのか(医 3)
・教室変更など当日しか分からないことがあり不便（鍋島に掲示がないため）
・掲示が遅すぎることがあった(看 4)，
・掲示はは 3 日前には貼り出してほしい
・掲示されずに連絡もないまま（先生がいらっしゃらずに）休講ということがあった(医 3, 看 3)
・携帯で休講検索ができてよかった
・鍋島に掲示されるのが遅く，不十分。(医 5，看４)
・休講，試験，夏期集中授業情報など，本庄にしか掲示されてなく，情報が鍋島に伝わって来ないことがある。
本庄のみの掲示はやめてほしい。(医 13，看 11)
・掲示が分かりにくい。掲示板が 4 面あるので見るのが大変。終わった掲示が貼りっぱなし。
（医 6，看 1）
・掲示板を一々見るのは面倒。
（医 2）
・インターネット掲示にしてほしい。
（医 1）
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・休講，試験，夏季集中授業情報など，本庄にしか掲示されてなく，情報が鍋島に伝わって来ない（或いは，
伝わるのが遅い）ことがあるので困る。(医 24，看 17)
・休講情報を掲示ではなく，事前に分かるようにして欲しい（ネットなど）
。(医 14，看 4)
・本庄と鍋島の掲示内容に違いがあった。(医 2)
・どこに何が掲示されているのか分かりにくい。整理して見やすくして欲しい。(医 17，看 8)
・教室の名前が数字だけで書かれていて，どこで講義があるのか分かりにくい。(医 1)
・鍋島の掲示場所が不便だ。学年掲示板,看護棟掲示板にも掲示して欲しい。(医 3，看 4)

３．授業に関して

21
年
度

20
年
度

19
年
度

（医学科）
・シラバスと違うというか書いていないことが結構あった
・授業に対する講師の態度がゆるすぎる感じがした。
・コロコロ予定が変更になる授業があり、スケジュールがたてにくかった
・代筆が多すぎ。遅刻が多すぎ→きちんと出席している人にとって不公平極まりない
・政経等の授業を必須にすべき。常識のない人間が医大の割には多く見られる。
・鍋島キャンパスでの主題に全くといっていいほど魅力がなかった。鍋島キャンパスであるのを理由にしかたな
くとった。
・本庄のが面白そう
・医療科学史は不毛な授業だと感じた。少なくとも「科学史」という名前は変えて欲しい。「佐賀の医療史」に
改名すべきだ。世界的な医療の進化の歴史を学べると思っていたのに、あまり興味のない佐賀の医療史ばかり
で今後につながるような内容もなく、学生全体的な意見としてつまらない科目であった
・たまに土日がつぶれる。休日に博物館などに行かれても、自力で行くのも大変。部活などもあるので行けない
場合が多い
・面白かったりマニアックすぎてついていけなかったり
・主題科目を午後にして欲しい
・なぜ後期から中国語のクラスが２つに分けられるのかが分からない。明確な理由を教えて欲しい。また、先生
の教え方がうまいと聞き、実際にその理由から選択したのに生徒の意見も聞かずにいきなり後期から２つのク
ラスにすると突然決めることが許せない
・中国語の授業でクラスを半分に分ける意味がわからない。今まで分けないでやってこれたんだからそのままで
いけばいい
（看護学科）
・楽しくない
・寒い。生徒が途中から来る
（医学科）
・時々時間が遅れる
・人が多い・あまり楽しくない
・通わなくて良くして欲しい
・楽な授業と大変な授業の差がありすぎる。あまり主題は意味がない
・医学部ではあまりとる意味のない科目はきちんと明示して欲しい
・自分に興味あることなので面白い
・楽しかった
・興味深かった
（看護学科）
・つまらないものあり。もう少し詳しい内容を事前に伝えるべき
・講義に遅れてくる人が多く、少し変な感じがした
・希望外になると、授業にあまり関心が持てず、あまり意味をなしてない気がします
（医学科）
・おもしろくない。
・ネット授業は必要ないと思う。先生の声が聞き取りにくいし、映像は見にくいし、何回も見直すなら対面して
やる授業の方がよっぽど効率がいい。
・鍋島で受けたい。医学部の人だけがどうして行かないといけないかと思う。バスがめんどう。
・移動するメリットがない。先生が来てくれれば良いのに…ネットは面倒すぎる。誰も受ける気がしない。
・席の後方部までマイクの声が届いていない。
・朝早くバスが出るのがつらかった。
・私は映像作成の講義を受けたが、その先生が（外部の人ですけど）「設備が悪い」「用意がきちんとされていな
い」と文句を言っていた。私も同感である。
・授業が自分の専門分野、同じことを何度も言っていておもしろくなかった（水曜のⅠ・Ⅱ）
。
・本庄の主題科目の存在意義がわからない。何も学んだことはない。それなら変わりに医学的なことをやってほ
しい。
・出席をとって欲しい。先生が自分の世界に入りすぎていてついていけない。
・実習系の授業では話をする機械があって仲良くなれることもあり楽しかったが、講義形式ではなかなか話が出
来なかった。
・希望する授業がとれなかった。
・授業の必要性がわからない。
（2）
・全ての授業について、内容のレベルが低い。教授のアンケートも行われなかった。
・先生のやる気がない。専門分野でないことも理解していること前提で授業を進められる。
・質問に行きたくても本庄まで行かないといけないのは大変。
・主題科目は欠席届を出すことが出来ない。急に欠席する必要があって、同じ科目を受けている友達などもいな
いときはどうすればいいのか。欠席届の仕組みを作って鍋島からも手続きできるようにしてほしい。
（ちゃんと
理由があって欠席し、それなりの手続きをしていたのに、先生から怒られたことがありました）
。
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（看護学科）
・すべて第 1～第 3 希望以外のものだった
・別に受けなくて良いと思う
・難しい
・何言っているかわからない。声も小さいし、専門用語が多い
・レポートをメールで提出したりなど授業でまだ習ってないときからあっていたので大変だった
（医学科）
・よかった。
・興味の無かったものを仕方なく受けている感じがある。
・わざわざ毎週朝早くにバスに乗って出るほどの講義でない。授業の質を向上させて欲しい。
・必要？。
・本庄の生徒に合わせるためレポート提出日とかが水曜でなくて大変だった。
・シラバスの内容と一致していない。
・休む人が多くモチベーションが下がる。
・つまらない。
（2）
・授業の質という点で差が大きい。
・冷房がきかず困る。
・先生の気分によって出席のとり方を変えるのをやめて欲しい。
・退屈で、鍋島からわざわざ行く意味が分からない。
（看護学科）
・もっと詳しくやって欲しい。
・分かりやすくやってほしい。
・授業に来る価値があるようなものにしてほしい。
・一方的すぎる。学生との交流をもっと…。
・医学部の先生方のほうが学生のことをよく考えていそう。
・必要のない（あまり使わなかった）教科書を購入させられた。
・興味のある人とない人の差が激しく授業に集中できないことがあった。
・看護科は 3 限が空くのでそれをどうにかしてほしい。
・授業を受けて理解できるものなら良いが、毎回ノートに写すことしかできなかったので、必要性を感じなかっ
た。話すのと書くのと同時進行はやめてほしかった。
・10 分間内（休み時間内）に移動するのが大変でした。
（鍋島キャンパスの生徒は自転車がないので）
・シラバスで見ただけでやっぱり授業がどんなものかわからなくて選択した授業でも面白くないものもあった。
・先生の気分でその特定の日休んだ学生の単位を落としていて酷いと思った。本庄の先生は鍋島に比べて理不尽
で怖い人が多くて嫌だった。
・わざわざ本庄まで行って受講しなければならない科目ではないと思う。
・シラバスと異なる内容の授業でがっかりした。期待した内容ではなかった。(医 7，看 3)
・クラスの人数が多い。途中で出入りする人がやたらと多く，雰囲気が悪い。(医 2，看 2)
・真剣な先生と不真面目な先生の差が激しい。(医 2，看 1)
・受講学生のモチベーションが低い。(医 1)
・あまり得たものが無い。受講の意義を見出せない。必要ない。(医 11，看 2)
・教室の配置がよくわからない，迷子になる。(看 3)
・教室が離れていると１０分の休み時間では移動できない。(医 1，看 7)
・空調の管理が悪く，授業を受けるための環境が整っていない。(医 3，看 2)
・先生のやる気が感じられない授業が多い。(医 5，看 1)
・シラバスと異なる内容の授業でがっかりした。(医 4，看 1)
・多様な受講生を対象とするために，あまり詳しい内容まで教えてくれないので，満足度は低い。(医 2)
・言葉遣いがひどい先生がいる。(医 1)
・クラスの人数が多い。雰囲気が悪い。(医 2，看 2)
・あまり楽しくない，つまらない授業が多い。(医 3，看 5)
・あまり得たものが無い。(医 3，看 4)
・授業に活気がない。本庄の学生は，ただ卒業のための単位を取りに授業を受けているという感じで，寝ている
人が多い。(医 1)
・たまに，本庄の学生が「あの主題はつまらないからすてた」と言うのを聞く。自分たちはそうも行かないので,
意識の差が生じている。必死に頑張っているものが苦労しているのは不公平だ。(医 1)
・鍋島キャンパスの授業に来る本庄の学生が少ない。統合したのだから，平等に扱って欲しい。(看 2)
・担当教員が医学部生の事情を知らなすぎる。(医 2)
・希望する主題の教室に行ったら「人数が多すぎて取れない，３，４年生が優先」と言われた。自分達は１年で
も，落とせる単位は無いことを分かってくれない。(医 1)
・レポート提出が火曜日になっていたので｢水曜日にしか来れないので，水曜日にして下さい」とお願いしたと
ころ，
「医学部の学生は１週間前の水曜日に提出して」といわれた。(看 1)
・学生による授業評価を本庄でも書いたが，
「医学部」の欄が無く，
「その他の学生」の欄にマルを付けさせられ
た。先生曰く「去年のあまりを利用しているんでしょうね」
。統合したなら作りかえるべき。統合の意味なし！
(看 3)
・授業開始時刻を１０分遅らせて欲しい。(医 1)
・冷房が必要，暑すぎて授業どころでない。(医 3)
・教室の床などが汚くて不快な思いをした。(医 1，看 1)
・再試をして欲しい。１つでも落としたら留年になるのが不安。(医 4)
・質問があっても本庄まで行かないとできない。(看 1)
・色々な選択肢があり，楽しい。(医 2，看 1)
・中国語の先生は良かった。(医 2)
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４．その他
21
年
度

20
年
度

19
年
度

18
年
度

（医学科）
・３つとも第一希望をとれている友人もいるのに、３つとも希望外となった自分もいた。いくら抽選とはいえ不
公平に感じた
・奨学金関係の情報を学年の掲示板にも貼ってほしい
（看護学科）
・登録の変更ボードを公の場に置くのはちょっといやです
（医学科）
・行き来がめんどくさい
・バスの時間
・本庄キャンパスには通ってません
・鍋島での受講科目を増やして欲しい
・中国語をなぜ鍋島にしたのか不明。かえって授業が受けにくい
・昼ごはんの時間がなくなる
・水曜日（鍋島）の主題科目が増えて欲しい
・主題科目を選ぶ時間がもう少し欲しい
・人が多い。自転車が多くて歩きにくい
・再試を施行して欲しい
（看護学科）
・本庄キャンパスの棟の場所とかいまいちわからない
･朝のバスの便が早すぎて自宅から通っている人は電車がないので利用できない。毎週自費で通うのはかなり経済
的負担
・３限目の空き時間がムダです
・鍋島にも生協がほしいとすごく思った
・受講場所が離れていて間に合わないときがあった
・わざわざ通うのは面倒くさい
・遠い
・鍋島での教科を増やして欲しいです
・医学部の学生は本庄と鍋島の移動がすごく面倒だと思うので本庄で１日過ごすか、鍋島で全部とるかのどちら
かにしたほうがいいと思いました
（医学科）
・本庄に行きたくない。鍋島だけで何とかしたい（4）
・本庄に行く意味が分からない。
（6）
・必要性が感じられない。メリットゼロ。
（2）
・わざわざ本庄に行ってまで授業を受けたくない。
（3）
・本庄まで行って授業を受ける必要性を感じません。第二外国語などは鍋島でも出来るし、教養科目ももしでき
るなら先生たちをこちらに呼び寄せて授業をしてもらえるとうれしいです。それが無理なら教養科目はなくし
て欲しいと思います。
・バスの本数を増やして欲しい。
（4）
・朝バスの時間が早い。
（2）
・朝早くバスに乗って行かなければならないのはかなりのストレスです。バスで行くのでキャンパス内の移動は
徒歩しかないので休み時間（10 分）で移動するのは大変です。本庄に行く意味が分からない。
・交流できた気はしない。本庄の学生を鍋島に来させればよい。
（2）
・一方的に医学部の生徒ばかりが本庄に行くだけで交流とは言えないのでは？
・遠い。交流なんてする時間もない。向こうで授業をする理由もわからない。講義棟の場所もよくわからない。
普段使わないところの場所など覚えられない。
・本庄での交流は高校の友達としゃべるくらいなので交流の目的のためにしているのなら鍋島でしたほうがいい。
・鍋島キャンパスにも生協を。同じ値段の会員費を払っているのに不公平である。生協が平等に利用できるよう
になるべきだと思う。
（6）
・佐大と医大が合併したのであれば学生の環境の条件を同じにすべき。授業料値上げの説明不足、新入生からの
値上げにすべき。本庄キャンパスとの交流のなさ。パソコンの情報の共有を出来るようにすべき。
・合併を解除して欲しい。佐賀医科大に戻して欲しい。
・鍋島には車で来ているのですが本庄では普段使っているパスカードが使えないので面倒です。
・鍋島だと休む時は学生サービス課に届けるが本庄ではそういうシステムがないので統一するようにして欲しい。
・入学直後、講義の中身もシステムもほとんどわからないままシラバスのみで履修希望を出せというのは無理。
せめて各担当教官からの内容説明が欲しい。
・本庄の生徒の講義中の態度が悪かった。
・本庄の先生はやる気がない先生が多い。人数が多いからといって出席すらとらないのは怠慢である。
（看護学科）
・通学がめんどうくさい。
（2）
・ドイツ語を 3 限にしてほしい。
・図書館が水曜 13 時から使えないのは医学部に対する嫌がらせですか？
（医学科）
・本庄の駐車場に入れて欲しい。
・バスが授業に間に合っていない。
・本庄と鍋島の往復が大変・行くのが面倒だ。
（3）
・本庄キャンパスに行くのがきわめてわずらわしい。
・わざわざ本庄に行く意味はないと思う。
（2）
・それ程選択権がないなら本庄で授業を受ける意味がわからない。
・授業連絡などの確認が本庄にいないとしにくい。
・休講の知らせが不明で、しかもバスがなかった。
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（看護学科）
・本庄まで遠い。
（2）
・授業間の移動が大変。
（3）
・連絡バスを利用しているので好きな時間に帰れない。
・バスの到着時間がギリギリ。
・休講の時もバスがないから早く帰れなくて不便。
・車でも行けるようにしてほしい。
・講義が終わってからバスが出発するまでの時間が長い。
・朝が早くてバスに間に合わない人もいる。
（2）
・朝のバス（8：00 発）はもう少し遅くても間に合うので 8：15 発ぐらいでいいと思う。
・連絡バスの行きが 1 回だけというのが辛かった。2 限からのときに定期を使ってくることができなかったので。
・移動に時間と費用がかかるのでバスの便を増やしたり、水曜日も鍋島で受講できるようにしてほしい。
・鍋島キャンパスの生徒にとっては本庄に週 1 回行くことが大変だとしか思えません。数年前のように、水曜日
の主題も鍋島キャンパスで受けれたらと思います。
・主題科目をなくして欲しい。もしくは鍋島でやってほしい。
・外国語の授業は鍋島でして欲しい。
・はっきり言って本庄で主題を受ける必要があるのか?主題の時間を微生物学や生理学などの時間にしたほうがい
いと思う。それと、本庄はタバコくさい。
・本庄へ行くのはとても負担になっており止めてほしい。本庄の学生と授業を受けても正直本庄の学生の雰囲気
は良くないのでモチベーションが下がるし疲れる。
・本庄の講義内容は全く何も分からないのに進む授業などが多いので必要性があまり感じられない。できれば廃
止して欲しい。
・レポート提出が面倒だった。週末提出や自分でボックス提出など、週に 1 度というのを逃してしまうと、鍋島
から持っていくのは大変です。
・最終レポートに関する情報が鍋島まで届いていない。
・休講とかの連絡が遅い。
・本庄の学生生活課の人が水曜日に医学部の学生が本庄に来ることを把握していなかった。これは奨学金の手続
き、確認時に大変迷惑したので、しっかりと把握していて欲しかった。
・講義室の変更はしないで欲しい（教養から農学部棟までが遠くなったりする）
。
・クーラーのききが悪いと感じる教室がある。
・図書館で使用するパソコンを個人データーが読み取れるようにして欲しいです。鍋島だと出来るのに本庄では
出来ないので空時間に課題ができず不便です。
・自分の受ける講義室がわからなかった。
・鍋島と本庄の往復は大変，負担が大きい。(医 8，看 3)
・水曜日も鍋島キャンパスで授業を受けたい。(医 5，看 5)
・自家用車での通学を可能にして欲しい。(看 3)
・本庄から鍋島にもきてほしい。交流が全くない。(医 1，看 1)
・連絡バスによる往復も不便である。(医 6，看 1)
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・先生に質問がある時や提出物など，授業の日以外でも本庄に行かなければならないことがあった。同じ大学な
年
ら曜日にかかわらず，毎日キャンパス間に定期的に往復バスがあったほうがよい。本庄キャンパスの人から鍋
度
島の授業を受けたいが足がないので断念したという声を聞いた。(医 1)
・本庄キャンパスに行く意味がないと思う。特に興味深いと思っても定員オーバーで結局あまり面白くない授業
を受けることになる。(医 2)
・図書館のパソコンが非常に少ないのと，鍋島のものと比べ使いにくかった。
（看 1)
・鍋島キャンパスにも生協を置いて欲しい。(医 2，看 1)
・鍋島と本庄の往復は疲れる，体力的にきつい。(医 6，看 17)
・朝のバスの出発が早く，２本しかないので不便。(医 15，看 4)
・帰りのバスの運行時間と本数を改善して欲しい。(医 11，看 6)
・自家用車での通学を可能にして欲しい。(医 12，看 5)
・本庄キャンパス内の移動に，徒歩だと時間が掛かって大変。(医 12，看 5)
・他学部学生との交流は何もできていない。(医 7，看 9)
・部活を併合するなど，もっと交流を深めたい。(看 1)
・文化祭を一緒にしたりしないと，現状では，以前のままの２大学別々で悲しい感じがする。(看 1)
・図書館を利用する時間がとれない。(医 2)
・本庄図書館のパソコンが，こちらのパスワードで使えない。(看 2)
・食堂では座れず，まともに昼食を食べることができない。(医 1，看 1)
・食堂をもっと早朝から開けて欲しい。(医 1)
16
・鍋島キャンパスにも生協を作って欲しい。(医 1)
年
・本庄で授業を受けることにメリットを感じない。(医 14，看 11)
度
・鍋島キャンパスで授業を開講して欲しい。(医 13，看 5)
・もう本庄には行きたくない。朝８時に集合して，わざわざ行かなくても，先生一人が行動すればいい話だ。(看
3)
・現時点では，医学部生にとって統合のメリットを何も感じられない。(医 3，看 1)
・こんなに大変だと知っていたら佐賀大を受験しなかったのに，だまされた！(医 1)
・統合しないで欲しかった。(看 1)
・形だけの統合で満足しているのではないか。鍋島と本庄の関係もあまり良くないようで，私達はとまどうだけ
です。(医 1)
・不親切すぎる。いかに学生のことを考えていないのかと思うと，失望してやる気もうせる。なんて最低なんだ，
もう行きたくないと思った。(医 1)
・教授らの統合したという自己満足につき合わされるのは，医学の勉強の妨げである。(医 1)
・統合したばっかりなのに，いきなりシステムを一緒にするのは早すぎると思う。(医 1)
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