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Ⅰ．学費に関すること
資料１

学費に関する資料
私立 / 国立

国立大学、私立大学の授業料の推移

単位：千円
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文部科学省が平成25年12月現在公開しているものより作成
（注）1．私立大学の額は平均値であり、年度は入学年度である。
2．国立大学の平成16年度以降の額は国が示す標準額である。

上のグラフを見ると、私立大学、国立大学の年間授業料は増加してきた。現在、国立
大学の授業料標準額は、平成 17 年度の改定を最後に授業料標準額は変化していない。
しかし、国立大学の授業料標準額は「私立大学の学生納付金の状況など社会経済情勢等
を総合的に勘案して、授業料標準額を改定する」ため、今後の私立大学の授業料や国の
財政により増額する可能性はある。
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Ⅱ．講義・履修に関すること
資料２

共通教育科目に関する資料

・2013 年度前期開講の教養科目
ヨーロッパの文学

国際文化の視点

コミュニケーションの諸相と文化

憲法

３コマ
月

４コマ
ヒトの行動と文化

人権問題論Ａ

自然と科学
４コマ

水

現代の学校

日本文化学

言語学への招待
火

科学の歴史

５コマ

比較文化社会論

日本の歴史と文化

憲法

人権問題論Ｂ

宗教の諸相

２コマ
近代社会と読書

１コマ

哲学と思考
１コマ

スポーツと社会
社会に活きる科学

心理学への招待

暮らしと法律
木

２コマ

生物と人間

変容する社会と社会学

文学と社会

人間学入門
３コマ

医療と社会
２コマ

地域文化学

自然科学への招待

４コマ

環境・生命・倫理

水
社会の中の数学

日本の文学

ヘルスプロモーション

金

２コマ

新西洋事情

世界の中のフランス語圏

経済史概論

物語文学を読む

工学研究の最先端

３コマ
ジェンダー論への招待

時間割外

バリアフリー論

海の環境と利用の科学
環境活動演習
本学ホームページより作成

現在、時間割外を除くと、教養科目は 38 科目(一部複数開講含む)が開講されている。
しかし、教養科目を含め、共通教育科目のなかには抽選により、受講者が決まる科目も
あるため、受講希望者が多いと、抽選により受講できない場合がある。また、必修科目
や同じコマに開講されるなどにより、受講したい科目を受講できない可能性がある。
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・抽選により、受講者が決定する科目に関する意見

教職のために必要な科目に落選してしまったので、優先し

１つしか一般教養を受けれない場合には１つしか申請でき

て受けられるようにしてほしい。次の年に受け直すとしても、

ないが、抽選に落ちると何も受けることができず一般教養の

また落選してしまったり、学類の必修科目とかぶってしま

単位が足りなくなる。

い、受けられないかもしれない。
抽選漏れによって、必要単位数を満たす時期が遅れてしま

般教がたくさん落選してしまう人がいたので受講希望者の

ったりする現状は、自由授業選択や時間割の作製を阻害す

目安を把握するための、事前アンケートなどを行ってはどう

るものである。抽選漏れに対する同時間コマへの教養科目

かと思います。

の充実を望む。
抽選のない一般教養も作ってほしい。

授業数をふやしてほしい

教室等の制限があるためとはいえ、受講したい講義を受け

1 回の頃から興味のある般教に落ち続けている。

られないといったことや、複数、事前抽選したにもかかわら

抽選なのだから仕方がないと思うが、本当に受けたい人が

ず、全てが落選してしまうといったことやはなるべく避けても

受けやすいシステムにしてほしい。

らえるようにしてもらいたい。
取りたいと思う授業が取れず、取らなくてもいいような授業

授業料を払っているので、抽選に落ちるということを少なくし

を取るはめになっているのがおかしい。

てほしい。希望者が多いのであれば、それに対応できるよう
対策を考えて下さい。

履修したかった教養科目があったのですが、数回抽選し、

必修なのに抽選で外れて、集中講義に回された友人がいた

ハズれてしまい、受けられないことがありました。抽選にハ

が、同じ授業で必修ではない友人は抽選に当たっていた。

ズれた人が多い科目があれば、その次の年は週に 2 回授

必修優先にしてあげればよいのにと思った。

業をもうけるなどして対応してほしいです。
もし第一希望の般教にうからなかったら、ほかの第２，３の

抽選があるのは定員があるからなのか定員があるのは教

般教にうかっても意味がない。これをうけたい!と思って希望

室のキャパが問題なら広いところに移してほしい。

してるのだから、好きな般教を受講できるようにすべき!
教職で必要な授業であるのに落選してしまう。(教職を取っ

抽選枠が狭すぎだったり、取りたい講義が必修とかぶったり

ていない人が当選する。)

する。

副専攻の必須が抽選制度であることに不満です。

般教で取りたい時間に取ることができないのが困る（抽選が

必修であるのに落選してしまうことがあるので・・・。

なかなか当たらない。）

そこの対応を考えてほしいです。
抽選ではずれて授業うけられないのはおかしいと思う。教養

第 2 外国語を申請したにも関わらず、第 1、2 希望共にかな

科目の希望数はきちんと登録させてほしい。

わず履修することができなかった。

人気のある講義が集中→ある資格に必要→タイミングよく

教職でとらないといけないのがとれなくなったりするのはどう

取れない

かと思う

この流れが発生する場合があるので考えていただけたら

そのせいで教職が無理になってしまう可能性もあるのでは

5

Ⅱ．講義・履修に関すること
資料３

成績評価に関する資料

・現行の成績評価
K 学類
学習進度が異なる場合がある。

1組

2組

M 先生

F 先生

教科書 P

教科書 P

授業計画 X

授業計画 Y

試験 A

試験 B

評価方法 S

評価方法 T

テストが別のため、難易度が異なる場合がある。

定期試験の割合が異なる場合がある。

クラスにより、成績に大きな差が生まれる
可能性がある。
さらに、この成績が課程配属や減免制度の
審査基準の一つになる。

実際に、Academic English や、物理学、プログラミング入門などで、クラス間に大きな
差が生じている学類がある。
・最高評価の A+の人数に 20 人以上の差が生じている学類がある。
・一方の組は A+と A の評価の学生がいないのに対し、もう一方のクラスは約 4 割の
学生がその評価である。

不公平が生じないためにも、同学類内では
試験問題と成績評価方法の統一を行うな
ど、公平性を持たせる必要がある。
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Ⅱ．講義・履修に関すること
資料４

CAP 制に関する資料

CAP（キャップ）制
一定期間(前期，後期の半期等)において受講申請できる合計単位数の上限を設
ける制度です．大学の 1 単位は教室外の学習を含めた標準 45 時間の学習を要
する教育内容をもって構成されるものとされており，教室外での勉強時間を確
保するためには，受講申請の上限を設ける
本学ホームページより作成

CAP 制は学生の過度な受講を防ぎ、学習時間を確保するための制度であるが、
学域・学類制の導入によりカリキュラムの大幅な変更や CAP 制の対象科目の増
加のため、副専攻を修了する、または、教職職員免許状や資格を取る際に、CAP
制による上限が負担になる場合がある。
また、副専攻を修了する、または、教職職員免許状や資格を取るためには、
必修となる科目があるが、抽選科目のものもあるため、抽選に落選すると次年
度以降に受講しないといけない。
資格科目や副専攻の課程で必要となる場合などの状況に応じて、各学年の学
生担当の教員および科目の担当教員などと相談の上、特定の授業を受講可能に
するなどの対策が考えられる。
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・CAP 制に関する意見
CAP 制のせいで取りたい授業が受講できない

CAP 制によって物質化学系では初外をとって

授業が存在する場合があると思われる

いたら般教をとれず、視野を広げられない。

CAP 制のせいで取りたい授業が取れない。

教免と社会福祉士の資格を取ろうとすると 1 年

CAP 対象科目と CAP 対象外の科目が授業申請 前期の CAP12、後期の CAP13 は少ない（キツ
をする段階にならないとわからないので、時間 イ）気がする。あと 1 ずつでも多ければ嬉しい
割の組み立てがやりにくい。もっと勉強したい （あくまでも現段階の感想なので 2 年次や 3 年
と思っている人にはもっと勉強できる環境を大 次では「これでよかった」と思うかもしれない
学側は用意するべき。

が）

もう少し授業を多く取りたい

資格の W 取得について柔軟に！！
教職課程において必修となる科目が多い中で進

申請したら CAP 制を外せるようにするべきだ

級に必要な般教を取るコマ数が少なくなってし

と思う。

まうので、CAP 制の上限緩和及び廃止をしてほ
しい

1 年生のころに単位を落としたので 2 年生で再
履修しようとしたら CAP 上限でできなかった。
CAP を無くしてほしい。

必修でほとんどＣＡＰを占めているので、自分
の興味のある講義がとれない。
とりたい授業が２つあるのに、CAP 制のせい

般教だけ CAP 制を廃止してほしい。

で、自由にとれる授業数は１つだけだった。し
かたなく、一方をあきらめることにした。

資格を２つとるためには CAP が邪魔になって

前期少なかった。外国語受講したらそれ以外は

くるように思う。もう少しかんたんにはずれる

必修科目で単位上限に達するのは困る。

か広くしてほしい。
２回生になってから社福と保育士、第２外国語、
他副専攻となるときびしい。もう少しかんたん

CAP 制のせいで取りたい科目が取れなかった。
CAP 制は不必要

に CAP 外せるようにしてほしい。

必要であれば単位の上限を成績問わずに緩和で

教職をとると第二外国語が実質取れなくなるの

きるように申請する制度があっても良いと思

はおかしい

う。
副専攻の必須が抽選制度であることに不満で

編入なので授業が申証がカツカツだったので、

す。必修であるのに落選してしまうことがある

編入生の単位修得はもう少し考えてほしい。

ので・・・。そこの対応を考えてほしいです。

8

Ⅲ．施設・設備・構内設備に関する要望
資料５

駐輪スペースに関する資料

92台を想定している駐輪スペース
に、184台の自転車が駐輪されている。
緊急車両が入ることも想定している
が、現状では入ることができない。

①A5 棟前駐輪スペース

11 月 15 日(金) 9:37 撮影

A2棟跡地横に作られた駐輪スペース
であるが、A5棟前駐輪スペースから遠く
ないのにも関わらず、多くの空きがあ
る。

②A2 棟跡地横駐輪スペース

11 月 15 日(金)

9:38 撮影
60台の駐輪が想定されている駐輪ス
ペースに152台の自転車が駐輪されて
いる。
写真からわかるように道を完全に寸
断しているため、歩行者や自転車での
移動の弊害となっている。
C17 棟

③C7 棟前駐輪スペース

11 月 13 日(水)

③

14:16 撮影
C7 棟
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④B4 棟前道路

⑥B5 棟前道路

11 月 13 日(水)

11 月 14 日(木)

14:16 撮影

16:53 撮影

⑤B4 棟前道路

11 月 13 日(水)

14:08 撮影

⑦文化部棟前

11 月 14 日(木)

16:55 撮影

B5
B4 棟

棟
⑤
⑥

④

⑦
B3 棟

上の 4 つの写真はいずれも大学が定める駐輪スペースではありません。しかし、現在多く
の自転車が駐輪されています。また、道路にまで広がっているため、事故につながる可能性が
あります。

ここに挙げた以外にも、想定駐輪台数以上の駐輪がなされている場所があります。また、
B12棟学生会館前やA11棟からA14棟にかけての駐輪スペースは時間帯により駐輪台数が激し
く増加します。前者は261台(11月13日12:20調べ)、後者は319台(11月11日18:00調べ)と、それ
ぞれの想定されている77台と121台より大きく上回ります。
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・駐輪スペースに関する意見

A5 棟のウッドデッキ部分を駐輪禁止にしたために、いちょう節やむかいの A14 棟あたりに自転車があ
ふれ、A5 棟に入りづらくなっているので、ウッドデッキ部をふたたび開放してほしい。
もう少し屋根のついた駐輪場を増やしてほしい
B5 棟北側玄関付近に自転車を置いているが多くいるが、じゃまなので、置いている人達がそこに置く
ようになる駐輪スペースを設置して欲しい。
第２音楽室（？）付近の自転車が多すぎて困っています。
週末などに中もず門当たりの道が自転車でいっぱいになっているのでスペースを確保するべきだと
思う
放置や慣習で認めるなら、もっと許可エリアを増やして、良い所は良い、ダメな所はダメと区分して
欲しいです。ただ、今のバイクの駐輪スペースが狭すぎるからそういう現状なのかもしれません。体
育館、部室付近も人通りが比較的少なく、バイク利用者にとっても便利なので、思いきって許可して
いただけると、バイク利用者としてはうれしいです。
B3 棟の U ホール側にも駐輪場欲しいです。
B5 棟前の自転車が多すぎていつもぐちゃぐちゃです。
門に近いところに作って欲しい
A２棟跡地は使いづらい
A１３棟、A1 棟いちょう筋側は自転車が通行の邪魔。A11 棟の横を閉鎖した意味が解らない。
規制強めるんはいいが、全学生・職員がどこかにはとめられるようにすべきだ
B4 棟が新しくなり、それにともなって駐輪スペースを使う人が増えたが、その数にスペースの数がた
りていない。
B4 棟の所の駐輪スペースにやねがほしい。
・屋根付きの駐輪スペースを増やしてほしい。
・生協前に無断駐車しているのはいい加減即時撤去してもいいと思います。
経済棟まわり（B２との間）のところのチャリが邪魔。警備員が注意してくれてるのに聞いてないの
かも
屋根のついた駐輪スペースの増加
門の近くにもう近くにもう少し駐輪スペースがほしい。
もう少し、増やして、きちんと置きたくなるくらいにしてほしい。
食堂前の駐輪スペースをもう少し整備できたらよい思います。
なぜ A5 棟前にとめてはいけないのかわからない
誰もあそこで遊んだりしないし迷惑ではない
A２棟跡地に駐輪スペースを作ったのはいいけど、みんなめんどくさがって A5 棟前に停めるので邪魔
あとスタバの話がなくなったのなら中百舌鳥門入って右のとことめれるようにしないと
なぜ A5 棟の中で自転車をとめれないのか。
なぜあんな下手な動線の変な場所にある駐車場を作ったのか。
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駐輪スペースを守らせること以前に十分なスペースを確保してほしい。利便性を考慮に入れて
B3 棟前のように特に利用者の多い駐輪スペースは屋根が欲しい。
雨よけが欲しいです
根本的にスペースが狭い
A5 棟前広場への駐輪が禁止ならもっと駐輪スペースを確保してほしい
学生食堂前（学生会館前）の芝生のスペースを自転車置き場にすると良いと思う。あのスペースの使
い道がわからない
生協前の駐輪は禁止されているのに横に列を成して大量の自転車が置かれており、毎日非常に迷惑し
ている。駐輪禁止の看板も設置されているが全く効果を見せておらず、注意換起の方法について工夫
をしていただきたいと思う。
少なくとも、B14 棟生協前の駐輪は何とかした方がいいと思います。（そこにとめる人にペナルティ
ーを科すなり、生協入り口までの道を整備するなど）車いす学生がかわいそうだと思います。
A5 棟付近が時間によっては通路にあふれて通行に不便
A5 の自転車の乗り上げを OK に戻してほしい、今のほうが、ごちゃごちゃして邪魔になっている。B5
の前は事実上駐輪場になっているので、おけるように戻してほしい
・自転車数の比べて少ない

・とめかたが雑になってしまう

中もず門付近の駐輪スペースが不足しているので、もう少しスペースを確保してほしい。
A5 の中庭をやめてから、A5 の前に止める人が多くてこまる。
明らかに駐輪スペースに対して自転車が多すぎるためか、仕方ない状況ではあると思うが、A13 棟（A5
側）の異様な光景は何とかしてほしい
A9 の周りに駐輪スペースを確保してほしい
B4 の駐輪所をもう少し広くして欲しい
校門付近に増やしてほしい。
A5 棟の中庭を再び解放してほしい。
全ての講義棟入り口付近
なかもず門、A13 棟付近
A2 棟跡地は A5 棟向けで生協からは遠い・・
白鷺門の近く
A5 棟付近に入りにくくなるくらいの量がとまってじゃま
A11 棟～A5 棟付近
B5 棟と文化部棟の間の道路
B3 棟前にとめれる所を増やしてほしい
中百舌鳥門横の駐輪スペースを復活させてほしい
モニュメント付近（B2)
中百舌鳥門横
12

部連棟前（B5 周辺）
A5 棟付近の駐車スペースが少ない
文化部棟前
図書館前、生協前の利用者のマナーが悪いので困っています。
とりあえず駐輪スペースの絶対量が少ない
A11 棟付近は電車通学している学生にするとすごく便利
スペースを作るだけではなくどこに必要かを考える必要有
B3 棟前（入り口付近にたくさんあるのが邪魔）
A5 をどうにかして
グチャグチャに止めてあるので道路に線等書いてほしい
A11 棟付近の駐輪スペースの復活またはそれに代わるなかもず門付近の駐輪スペース
なかもず門の所。荒れすぎだと思う。+図書館前手前に止めすぎてて奥にとめられない。
中百舌鳥門前に立体式の駐輪場を設置してほしい。
屋根が欲しい
生協をもっと広くするかもっと作って欲しい
中百舌鳥門横、５限おわりあいていない
A5 の内部に駐輪可スペースを設けてほしい。
全体的にスペースがせまい
屋根がほしいです。なかもず門の近くの今は使えなくなったところも再び使えるようにしてほしい
増えた駐輪場が場所的にあまりべんりな所ではない。
シュライク前が通りにくい。
それぞれのスペースが狭い。
どこかに作ればいいというものでもないと思う。
屋根がついているスペースがあれば助かります。
もず門入って右のスペース何にも建たないなら駐輪場に戻してほしい。
駐輪スペースに屋根をつけてほしい。（雨など降っている時に自転車がぬれないように）
Ａ５棟前と文化部棟周辺は、２０１２年度内に対策が行なわれて、柵を張ったり、広場内駐輪禁止に
なった。しかしそれであふれさせては本末転倒！
Ｂ４棟前の歩道がふさがれます。また、学生会館前を走る自転車がこの上なく危ないです。どの棟で
も自転車があふれかえっており、マナーが悪かったりするのを改善する必要があると思います。
B4 棟の B3 棟側にある駐輪スペースは狭すぎるので、以前のように奥まで駐輪できるようにして欲し
いです。
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Ⅲ．施設・設備・構内整備に関すること
資料６

学習スペースに関する資料
ラーニングコモンズ入館者数(2012 年度)

単位：人

5月

6月

7月

10 月

11 月

12 月

1月

C5 棟

4929

4330

6576

4193

4419

3756

5279

B2 棟

5800

6069

6132

4826

4934

3740

5103

合計

10729

10399

12708

9019

9353

7496

10382

ラーニングコモンズはプレゼンテーションの練習やグループディスカッションなどの複
数人での学習ができます。また、個別の学習ために、個人用のスペースも用意されていま
す。しかし、プレゼンテーションの練習やグループディスカッションなどの複数人での利
用には会話が伴います。一方、個人で利用する人には静かに学習したいという人もいます。

共通のスペース
個
人
で
の
利
用

う
る
さ
く
て
集
中
で
き
な
い

静
か
に
学
習
し
た
い

複数人での利用
・プレゼンテーションの練習
・グループディスカッション

この二つを分離、または、独立して作ることで、学生の学習
環境を整えることができる。

建物の新設ではなく、いくつかの講義棟で終日利用できるよう
な特定の教室を開放することが好ましいと考えられる。また、
図書館や各講義棟などの行き来を考えると、B1棟、B3棟、A5
棟の教室の開放が好ましい。
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Ⅳ．りんくうキャンパスに関すること
資料７

りんくうキャンパスに関する資料
図書の貸出は 5 冊まで 2 週間以内。複写は図書室資料に限る。
【利用時間】
月～土

7 時～24 時（日・祝日・年末年始は休室します）

（職員対応可能時間
図書の閲覧・貸出・複写

月～金

9 時～17 時 30 分）

図書室の入退出は必ず学生証を使用してください。
24 時～7 時の間は利用できません。
日・祝日に利用の場合は図書室・情報処理演習室使用願を前日までに
願い出てください。
他学部の学生が利用の場合は、1 週間前までにりんくうキャンパス事
務所に図書室・情報処理演習室使用願を提出してください。
事務所で空き状況を確認し、
「講義室

使用届」を提出してください。

【利用時間】
講義室

月～土 9 時～21 時

日・祝日 9 時～17 時

土日・祝日利用の場合は前日までに届け出てください。
長期休業期間は講義室 1 を利用してください。
事務所で空き状況を確認し、「クラブ室・学生会室
学生会室
クラブ室

使用届」を提出

してください。
【利用時間】
月～土 9 時～21 時

日・祝日 9 時～17 時

土日・祝日利用の場合は前日までに届け出てください。
本学ホームページから抜粋(2013 年 11 月 29 日時点)

ラーニングコモンズは学生会室と併用なため、利用には学生会室の使用届
が必要となっている。また、食堂などでは、夏場でもエアコンを利用できな
い場合がある。
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