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Q2．1 の質問［授業の受講に支障があった］で②～④と答えたかは、どのような支障があるか教

えてください＜複数回答可＞ 

小数意見 

CD1 年 

 課題をGoogleclassroomで提出したりGmailで送ったりしたのに提出されてないと言われた。 

 インターネットでの情報提供のため、いろんな情報が交錯して課題の見落としなどがある 

 通信授業の場合、バッテリーの消費が激しい 

 画面がフリーズし、声が聞こえなくなってしまう。 

 1 部の授業で回線不良が起き先生の声が全く聞こえなくなった時が時々あった。 

 Wi-Fi やパソコンが不調をきたすことが多く、授業に参加できなかったり、課題提出が難し

くなってしまったりした。 

 パソコンが壊れかかっているため Word での提出が難しい、課題が普通の連絡と同じ場所に

送られるため、課題を見逃すか忘れてしまう時がある 

 

CD2 年 

 モチベーションが上がらない 

 Wi-Fi が不安定なためたまに授業に遅れたり途中で抜けたりすることがあった 

 Wi-Fi の調子悪い時があるため 

 通信環境が悪くなって先生の言っていることが聞き取れないことがあった。 

 

CC1 年 

 自分用の PC を持っていないため Word などを使って何か制作する事が厳しい。 

   

Q6．遠隔授業について感想・意見などがあれば記入してください＜自由記述＞   

CD1 年  

1. 聞き逃したりした時に聞いたりすることができず、先生はスライドなのでやっているのでス

ピードが早く、それをノートに書き写したりするのが大変です。 

2. 授業時間が短く、理解が乏しくなるので 90 分授業にしてほしい 

3. パソコンや Wi-Fi 環境が故障して授業が受けられそうにない時があったが無事に直ったので

何とか乗り越えられた。 

4. 授業を多くとっている私にも責任はありましたが、授業と課題に追われ、家から出られませ

んでした。そのため気分は落ち込み、ため息しか出ませんでした。授業別にみると、民法な

んかはポータルサイトを通じての解説ではありましたが、難しかったため、複数の外部サイ

トを参考にするなど、大変な面がありました。その他、レジュメやら資料やらでインク代と

紙代、まとめるためのファイルを買ってたら 3 万円はなくなっていました。通学にかかる費

用の削減されたこと、自主的に学べる時間が増えたことについてはよかったです。施設は大

学から制限をされて利用できない状況にあったので、コロナだから仕方ないとはいえ、施設

使用料については返還を求めたい所存ではあります。 
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5. 気軽に学生や教員と相談し合える場を作ってほしい。 

6. ペースが早く理解しづらい点があった。 

7. 先生方も大変な中授業をして下さりありがとうこざいます。 

8. 学んでいる感覚がなかった。やはり、主体的に学ぶ姿勢が足りなかったと思う。 

9. とてもやりづらい 

10. 課題の提出方法、zoom,meet などは統一してほしい 

11. 慣れないことだったがしっかりと取り組むことができた。 

12. 課題提出は出来ればすべて Google classroom や G メールの方が手間もお金もかからないの

で助かります。 

13. 遠隔授業というなれない状況の中にもかかわらず春学期の授業をしてくださってありがとう

ございました。生徒という立場から遠隔授業の感想を言わせていただきます。ポータルサイ

トを初めとした授業の案内や通知についてです。私がとっていた授業では gmail,ポータルサ

イト,google classroom を用いて課題の提出や確認をしていました。特に中間や期末課題にな

ると複数の課題がそれぞれ違うアプリから確認しなければならず混乱してしまうことが多々

ありました。出来ればポータルサイトには課題等の全ての通知を行って欲しいと感じました。

加えてお知らせ欄の見にくさも感じました。例えば既に期限を過ぎたものや終わった授業の

通知がずっと残ったままで自分のみたいお知らせを見つけることに時間がかかってしまうこ

とがありました。月ごとにお知らせ欄を整理する等をお願いしたいです" 

14. コピーするのにも、インク代コピー紙代などが結構かかるなと思いました。 

15. 履修している授業によって授業の提示や課題の提出先が違います。クラスルームを使う場合

もあれば、ポータルサイトを使う場合もありますし、gmail を使う先生もいます。zoom や meet

を使うといった場合もあります。春学期を通じて、生徒側として思ったことは、基本的には

クラスルームといったソフトを使っていただけると課題の提出日や授業の提示が分かりやす

いと感じました。 

16. それと、基本的に普通だったら 90 分の授業を基本的にネット回線等の事情から 30 分ほどし

かやらず、残りは自己で勉強ですが、もし実際に学校で授業を受けるとなったときに時間に

ギャップがありすぎて環境慣れしないと思ったので、ネットの環境も各自ですが、秋学期も

オンラインになるのであれば、授業時間を増やしてほしいと感じました。 

17. zoom での遠隔授業は原則 30 分とのことだったにも関わらず、毎回その時間を超過する教授

がいて、機材が不調をきたしやすくなり、とても困りました。 

18. 早く登校したいです 

19. 先生方が一人一人工夫をしてくださっていることは承知の上ですが、授業によって課題提出

の方法も使うアプリも異なり、メールでの連絡とポータルでの連絡が入り混じっていて混乱

してしまう事が何度もありました。課題提出が上手くいかず、提出をしても先生のパソコン

に反映されるまで時間がかかるようで、きちんと提出出来ているのか不安でした。WiFi 環境

のない人に合わせる必要があるため、授業をいかに短くおさめるかということが重視され、

「あとは各自で」というのが辛かったです。理解が不十分なまま、『各自で調べてレポートを

書く』という課題などは特に難しかったです。 
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20. 30 分という限られた時間でしか授業が受けられなかったので、内容の理解が大変でした。 

21. 今は実家に帰省しており、遠隔授業で大きな問題無く受講できました。ですが、秋学期にア

パートに戻った時にプリンターが無いので自宅で印刷できません。可能であればプリントを

あまり使用しない授業形態にしてもらいたいです。 

22. ようやくこの遠隔授業のリズムに乗ってきたところで終わってしまうので少し虚しさがある。 

23. 目が疲れる 

24. 授業の空いた時間にバイトを入れることが出来たため、バイトをする時間が増えてすごくあ

りがたかった。ただ、課題が色々な情報と混ざって見逃したり提出し忘れたりがあったので、

classroom に課題を出してもらったらとても助かると思う。 

 

CD2 年  

1. 課題が分かりにくいことがあった 

2. 最初は全然慣れなくて大変でしたが、徐々に慣れていき、最終的には上手く使いこなせるよ

うになりました。改めてインターネットの使い方を理解できたし、自分で資料などを読んで

学習することで、とても勉強になりました。 

3. 通常の授業日にバイトを入れてしまっていることが悪いのは重々承知ですが、シフトなどの

予定もあるので、一週間前などに急に、何日に zoom での授業をやりますと言われても参加

ができないので、前々に予定を言って欲しいです。 

4. レポート等の課題に取り組む時、学校の設備利用の制限や外出自粛によって、図書館の本を

参考にする機会が減ってしまったことが大変だった。インターネットで情報を得ていたが、

正しい情報かどうか判断するのが難しく、時間もかかった。気軽に先生や友人に質問するこ

ともできなかったため、遠隔授業は自分に合わないと感じた。 

5. 遠隔授業自体は自分のペースに合った勉強ができ、意外に捗りました。しかし、家族がいる

状況で集中できないこともありました。また、Wi-Fi 環境はありますが通信の精度が悪いた

め、オンライン授業中に通信が切れてしまったこともありました。 

6. 文字化けなどでポータルから配信される資料が見えないことがよくある 

7. 課題提出の形式が授業ごとに異なるのは、しょうがないと思います。でも、課題提出しても、

本当に自分が提出できているのかわかるリプライが欲しいです。中には、課題提出しても何

も返信がない授業もあったので、不安でした。受講人数が多く、課題チェックが大変だと思

いますが、シンプルに「課題はちゃんとチェックしました」という連絡が欲しかったです。 

8. プリンターの用紙やインク、通信費や電気代など、対面授業に比べて出費が多いためできれ

ばもう少し給付金をもらいたい 

9. 授業に必要な資料が遠隔授業の場合授業の前日や当日に送られるので自宅に印刷機がない場

合毎日資料を印刷するためコンビニに行かなければならないのが大変です。また、印刷のた

めに資料をスマートフォンのアプリに落とさないとコンビニで印刷できないため資料の送り

方次第でアプリに対応していない場合があり、印刷できない科目もある。 

10. 授業課題や資料配布をポータルで配信する授業と、グーグルクラスルームで配信する授業が

あり、どこにどの授業の資料があるのかわかりづらく、ポータルの場合は他の学校からの連
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絡に埋もれてしまうことが多々あったので、可能であれば、グーグルクラスルームで授業の

資料やお知らせを配信する形に統一をして欲しいです。 

11. 家で授業を受けられるので良かったと思う。しかし、ポータルだけでの授業で内容がよく理

解できなかった授業があったのでその面では不便だった。 

12. 秋学期は元に戻ると信じています。 

13. 出席のために学校へ車で向かう必要が無いので、授業がとても受けやすかった。 

14. 通信の障害で Zoom での授業に入れないこともあったので、自分の出席日数が今どうなって

いるのか少し不安です。 

15. このような状況になってしまったため生徒の健康を考え、遠隔で授業を受けるのは仕方がな

いと理解しています。そして通信量の制限などにより zoom の授業時間もかなり短い授業も

ありました。それも仕方の無いことですが課題を行うにあたり資料のみ・授業時間の短さで

いうとあまりに理解が不十分なため解くのが困難な問題も中にはありました。先生の中には

課題を提出しても何も返信が来ず、自分は送ったつもりだが提出が果たして出来ているのか、

これで提出出来ていなくて単位が貰えなかったらと不安になりました。もちろんほとんどの

先生方はきちんと丁寧に返信して下さいます。資料だけで説明もなく聞いた事のないような

単語もどうにかして理解して下さい・課題を解いてくださいという授業もあったのでそのよ

うな点ではちょっと無理があるんじゃないかと思ってしまいました。 

16. 秋学期では対面授業も始まるので楽しみにしています。 

17. 質の良いものではなかった。 

18. 好きではない 

19. つまらない 

20. 遠隔でも授業を受けることができてよかったと思う。 

21. 授業時間が短縮され、内容を飛ばすことが多く授業をする意味はあるのかと感じた。 

22. 自分の家だと勉強が捗らず、対面のように勉強が出来なかった。 

23. 1 人で勉強でき、周りの目を気にする必要がないため、遠隔授業の方が集中して勉強するこ

とができました。 

24. 課題を提出した際、ちゃんと届いているか分からなかったので、返信が欲しいです。 

25. 授業始まりと終わりが時間ぴったりではない先生がいたため、Zoom に入っても授業が始ま

っていなかったりして迷惑でした。また、課題ファイルを提出するように指示があったのに、

クラスルームに提出できる設定にしていない先生もいて、わざわざ Gmail で送らなくてはな

らなかったので大変でした。先生によってやり方が違うのは不便だと感じたので統一して欲

しいです。 

26. 家にプリンターがないため、プリントを使う授業の前日にわざわざコンビニに行き、プリン

トをしていました。1 枚 10 円と言っても、1 回の授業で使うプリントの量は毎回 5 枚以上だ

ったのでトータルでとんでもない金額をプリント代として使うことになりとても大変でした。 

 

 

CC1 年 
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1. 携帯は熱くなり大変だった。充電の減りの速さがはやくなった。スマホでの課題提出が大変

だった。 

2. 自分用の PC を持っていないので Word や PowerPoint などを使って文章を作成したりする

ことが厳しい。PC を持っていないので自分のスマートフォンに Word や PowerPoint のアプ

リを入れて作成しているが PC と違い思うように作成できない。遠隔授業になったことでい

くつかアプリをスマートフォンに入れたためスマートフォンの容量に空きがなく困っている。

" 

3. 便利な部分を利用すれば使用するのもスムーズなことがある。 

 

CC2 年 

1. 遠隔授業は、出来れば動画配信（いつでも見られる）を基本として欲しい。レジュメや教科

書を読むだけでは理解がしきれない。先生の言葉による分かりやすい解説が欲しい。 

 

 

 

Q12．生活で心配なこと・不安なことがあれば記入してください＜自由記述＞ 

CD1 年 

1. 秋学期、学校に行くことになると通学に電車を使うのですごく心配です。電車の中はどうし

ても 3 密になってしまうのでコロナに感染しそうで怖いです。 

2. 生活費が前よりかかるようになった。 

3. 体力の低下。 

4. 進路についての説明など 

5. パソコンを使う授業ができないのが大変 

6. 秋学期からしっかりと学校に通えるか心配である。 

7. 秋学期から新幹線通学を考えているですが、緊急事態宣言が出された時よりもさらに多い感

染者の数を見ると通学することがとても不安です。 

8. 授業が秋から始まりますが、勉強が追いつくのかどうか不安です。 

9. 秋学期がどうなるかによって定期購入の問題がある 

10. ここに書くようなことではありませんが、自由に使えるお金が欲しいです。一つ上の質問に

書いた通り、家庭的に母親の収入が減ったので、負担を掛けたくありません。そのため、い

ままでためてきた貯金を崩したり、インターネットで稼いだりした額をインク代やコピー用

紙代、通学するための費用（1 往復 2000 円）に充てています。コロナが流行らなければ自由

に使えた分のお金が、短大の授業を受けるために使われています。 

11. もう一度 一律 3 万円の支給と電車通学をする人へ補助金等を考えていただけたら幸いです。 

12. 遠隔授業から普段の授業に変わるときが少し心配です。 

13. 個人的な問題だが、電車の本数が少なく乗り換えもあるので通うのに時間がかかるので秋学

期から急にたくさん登校し、忙しくなって身体がついていくか心配。 

14. 授業についていけるか心配 
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15. 通学費 

16. 就職活動が不安です。 

17. 編入試験 

18. 秋学期の授業の選択が心配。 

19. また流行ってきているので普通に学校に通えるのか心配。 

20. 秋学期、リモート授業と、次の時間に学内で行う授業を取りたい場合に通学が難しいので心

配です。 

21. 登校時の感染、急激な家庭の収入変化 

22. バイトが決まらない。この先どうなるのかが全く分からなかったため、バイトの面接の際に

も相手方から嫌な顔をされた。 

23. バイトが見つからないので、生活が出来ないかもしれない。 

24. 通信機器の使用に慣れていないので今後も使うとなると詳しい説明が欲しい。 

25. 対面授業を一ヶ月に一回にするのはいいと思うが、電車代が高い w 

26. zoom 授業であるため、前年までと同様の授業内容が受けられているかがわからないこと。 

27. 毎日教科ごとに課題や予習が出され、深夜 2~3 時位まで寝られず、メンタルと体調を崩し気

味です。対面での授業が出来ないために仕方の無いことですが、秋学期から生活リズムを戻

していけるか本当に不安です。 

28. 通常の学校生活に慣れるために必要なこと。 

29. アパートに戻った時にアルバイトが見つかるか不安です。 

30. リモート授業による室内生活から今度は通学になると、ペースを合わせられるか心配。 

31. 編入のことがわからず心配です。 

32. 学校にいつ行けるか 

33. パソコンが苦手です 

34. 秋学期にオンラインではなく通う形に戻ったら、バイトが減らされる可能性が高い(コロナの

影響でバイト先の営業時間が短くなった)ため、オンラインの方が有難い 

35. 自営なので自分を含め家族がコロナにかかったら親の仕事がなくなるのではという不安。 

 

 

CD2 年 

1. 対面授業になると交通費が 5 万円前後かかるのに加え、30 分以上バスに乗らなければいけな

いため少し不安である。 

2. 編入できるのかがとても心配です。また、もし仮に受かったとしても、遠方に行けるのかが

不安です。 

3. アルバイトの収入がなくなってしまい、今後どうするか心配 

4. 自宅の部屋がエアコンないので暑いことくらいです。学校生活は秋学期は対面授業なので、

不安はありません 

5. 編入試験期間中に登校することによるコロナ感染への不安がある。 

6. 感染者がまた増えてきたため、登学するのが不安です。 
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7. コロナに感染しないか心配 

8. コロナの症状はないが風邪(軽い鼻水や鼻ずまり程度)をひいていて、少し怖い。 

9. 対面授業についていけるか心配です。 

10. 課題を 1 回提出忘れても単位は貰えるのか。 

11. 成績が心配です。(卒業できるか心配です) 

12. 風邪気味であったり、体調の悪い日があるので、登校しても良いものか不安な時がある 

13. アルバイト 

14. 学費 

15. 昼夜逆転の生活を戻せるか心配 

16. 就活活動 

17. 電車通学をしており、混雑したり通学時間が長かったりするため、感染予防が難しく不安に

なる。 

18. 再び感染が拡大していく中で対面授業が危険ではないか不安 

19. 今のコロナの状況から内定取り消しがなきにしもあらずだと思うと不安ではある。 

20. コロナの影響もあり、思うように動けない。 

21. 問題ありません。 

22. 単位はとれるか。襄祭の開催の是非 

23. 電車に乗るのが不安。 

24. 私自身だけでなく、就活や編入試験を控えた友達を感染させてしまう可能性がゼロではない

のが怖い。" 

25. 電車での通学に不安があるため、車での通学予定ですが長距離を毎日のように通うのも負担

がかかりそうで迷っている。 

26. 学校での授業を少しずつでも始めてもらいたい 

27. 授業料が負担 

28. 春学期の評価がどうなるのか心配。遠隔の方が勉強時間が増えるという考えの先生が多いが、

寧ろ学習時間の確保が難しくなった。この状態で評価が今まで通りだったり、逆に厳しくな

るかもしれないと考えただけで不安。" 

29. 成績発表より前に履修登録の締め切りがあるため、春学期の履修結果を秋学期の履修科目選

択に反映できないのが心配です。 

30. 前と同じように授業ができるようになるか心配です。 

31. 生活において不安なことは今のところありません。 

32. 編入試験が心配です。 

33. 母の仕事が減ったため収入も減ってしまいました。また、父も病気を患い病院の費用も必要

になったため家計が苦しく今後が不安です。 

34. 秋学期から学校が再開して、電車で通う人も出てくると思います。そんな中でまだコロナが

完全に収束したわけではないのに公共機関を使っての登下校は少し怖いと感じました。わた

しは車登校をしようと考えていますが、電車を使って登校してる人と関わるのも少し不安を

感じています。 



2020 年 8 月 5 日 
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CC1 年 

1. コロナもまた多くなっている時期なので無理に対面授業にせず、遠隔授業をもっと増やして

欲しい。電車通学でとても人が多いし実習もあるのでとても怖い 

2. 後期も面接授業でコロナが心配 

3. 秋学期からまた遠隔授業になってしまうのではないかと心配。課題の提出期限が一週間と短

く取り組むのに大変。 

4. コロナウイルスにより、授業が減ったり、実習が短くなったのでこのまま就職していくのは

不安。 

5. 授業は通年と同じなのか、卒業した時これまでの卒業生と同じような技術は身につくのか不

安。 

6. class room からの提出物について。 

 

CC2 年 

1. 連絡を早くしてほしい 

2. 家族や自分が感染した場合の生活が心配。 

3. 学業を無事に修めることができるかが不安（卒業できるかということ） 


