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1.あなたの学生番号を教えてください(下３桁不要）。

学部 学科 回答数

神 神 38

哲 42

史 68

国文 62

英文 118

ドイツ文 51

フランス文 59

新聞 76

教育 46

心理 62

社会 55

社会 福祉 55

法律 143

国際関係 法 86

地球環境 法 91

経営 165

経済 141

英語 144

ドイツ語 69

フランス語 56

イスパニア語 58

ロシア語 59

ポルトガル語 51

総グ 総合 グローバル 210

機能創 造理工 116

物質生命 理工 112

情報 理工 120

不明 46

総計 2,399

理

文

総人

経

法

外
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2.あなたは現在何 語を履修 していますか（英語・所属する学科の専攻語を除く）。（複数回答可 ）。

選択肢 回答数 回答率

ドイツ語 280 11.7%

フランス語 264 11.0%

イスパニア語 307 12.8%

ロシア語 24 1.0%

ポルトガル語 13 0.5%

中国語 314 13.1%

コリア語 81 3.4%

インドネシア語 13 0.5%

フィリピン語 4 0.2%

アラビア語 24 1.0%

日本語 23 1.0%

イタリア語 65 2.7%

タイ語 4 0.2%

ペルシア語 2 0.1%

ラテン語 7 0.3%

カンボジア語 10 0.4%

ビルマ語 0 0.0%

トルコ語 4 0.2%

ベトナム語 3 0.1%

ヒンディー語 0 0.0%

スワヒリ語 2 0.1%

なし 905 37.7%

無回答 99 4.1%

合 計 2,399 - 0% 10% 20% 30% 40%

ドイツ語

フランス語

イスパニア語

ロシア語

ポルトガル語

中国語

コリア語

インドネシア語

フィリピン語

アラビア語

日本語

イタリア語

タイ語

ペルシア語

ラテン語

カンボジア語

ビルマ語

トルコ語

ベトナム語

ヒンディー語

スワヒリ語

なし

無回答
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3.履修 登録の際に、希望する言語は履修 できましたか？

選択肢 回答数 回答率

履修 できた 1,677 69.9%

一部のみ履修 できた 67 2.8%

履修 できなかった 286 11.9%

無効 ・無回答 369 15.4%

合 計 2,399 -

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

履修 できた

一部のみ履修 できた

履修 できなかった

無効 ・無回答
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4.【設問3.で2または3と回答した方のみお答えください。】

「一部のみできた」「できなかった」と答えた人 はその理由を教えてください。

選択肢 回答数 回答率

他 の科目と時間割 が
重複して取 れなかった

147 41.6%

抽選で外 れてしまった 37 10.5%

その他 121 34.3%

無効 ・無回答 48 13.6%

合 計 353 -

0% 10% 20% 30% 40% 50%

他 の科目と時間割 が

重複して取 れなかった

抽選で外 れてしまった

その他

無効 ・無回答
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4.【設問3.で2または3と回答した方のみお答えください。】

「一部のみできた」「できなかった」と答えた人 はその理由を教えてください。

学部 学科 学年 コメント

神 神 1しなかった

神 神 1登録してない

神 神 1来年度履修 予 定 の為。

文 哲 1学科によってとれるものととれないものがあるから。

文 哲 1所属する学科では、希望する言語が第二 外 国語の選択必修 の中に入 っていなかった。

文 史 1前 期落単

文 国文 1学科の方針により

文 国文 1先 着順でしか履修 登録できないため、希望する科目が抽選期間で満員 になってしまい、登録できなかった。

文 国文 1選択必修 でもなかったため、先 着順で希望するコースが残っていなかった。

文 国文 1第２外 国語が必修 でなく、第３次くらいの先 着からしか登録できないらしいのでどうせ取 れないと思った。

文 国文 1第二 外 国語の制 度がないので抽選後にしか履修 できなかったから。

文 国文 1履修 する必要がなかったから。

文 ドイツ文 1ドイツ文学科でドイツ語必修 のため、他 の言語をやりたくても、ドイツ語だけでいっぱいいっぱいだった。

文 ドイツ文 1何 も希望していません。

文 ドイツ文 1学科がドイツ文学科であるため、第２外 国語が既に英語と決められていたから。

文 ドイツ文 1希望なしのため

文 ドイツ文 1秋は履修 しなかった

文 ドイツ文 1専攻語だけで手一杯になると思い、専攻語と英語以 外 の言語の履修 はやめた。

文 ドイツ文 1特に希望していない

文 フランス文 1フランス語が必修 だったためできなかった。

文 フランス文 1フランス文学科だから第２外 国語履修 のシステムがあまり充 実してなかった。

文 フランス文 1学科のカリキュラム上できなかった。

文 フランス文 1学科の専攻言語があるため。

文 フランス文 1所属する学科の専攻が仏 語だから

文 フランス文 1専攻語がフランス語だから

文 フランス文 1必修 で学習する言語でない言語を一年生の時に履修 しない方が良いと言われたため

文 フランス文 1必修 科目の負担が大 きすぎた。

総人 教育 1“総合 ”で取 りたかったが、必修 とかぶったため、Ａ・Ｂという履修 になった。

総人 教育 1２外 が必修 じゃなかった

総人 教育 1教職をとっているから

総人 教育 1教職科目が優 先 だったから

総人 教育 1言語をしようと思わなかった

総人 教育 2二 外 せんたくなしだった
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4.【設問3.で2または3と回答した方のみお答えください。】

「一部のみできた」「できなかった」と答えた人 はその理由を教えてください。

学部 学科 学年 コメント

総人 教育 1入 力 ミス

総人 教育 1必修 （英語）以 外 の言語を取 ろうと思わなかった

総人 心理 1レベルアップの面接を受 けられなかったから

総人 社会 1教職＋言語だと限度単 位 をこえるから

総人 社会 1今 年度は履修 しませんでした。

総人 社会 1取 る気が無かった。

総人 社会 1取 る必要がなかった

総人 社会 1登録の仕 方が分からなかった

総人 社会 1特に受 講しようと思わなかった

総人 社会 1必修 ではなかったので履修 しなかった

総人 社会 福祉 1したくないから

総人 社会 福祉 1希望がなかった

総人 社会 福祉 1私の所属している学科は第二 外 国語が必修 ではないため、そもそも抽選に残っていなかった。

総人 社会 福祉 1抽選の後の先 着順だった。

総人 社会 福祉 1必修 でなかったから

総人 社会 福祉 1履習する気がなかった

法 国際関係 法 1父親の反 対を受 けた。

法 地球環境 法 1前 学期で単 位 取 得できなかったため。

法 地球環境 法 1前 期に単 位 を落とした。

法 地球環境 法 2単 位 が取 れなかった

法 地球環境 法 1落単 した

経 経済 2単 位 が少なかった。

経 経営 1必修 のせい

外 ドイツ語 1単 位 が履修 上限を起えてしまうため。

外 フランス語 1１年のうちは専攻語の様子を見るため。

外 フランス語 1フランス語学科だから

外 フランス語 1言語を履修 できる時間のよゆうがないと思ったからです。

外 フランス語 1自学科の学習のため、外 国語専攻を希望しなかった。

外 フランス語 1専攻言語で十 分だと思ったから。

外 イスパニア語 1しなかった

外 イスパニア語 1希望しなかった。

外 イスパニア語 1取 る必要性がなかった

外 イスパニア語 1専攻語があるので
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4.【設問3.で2または3と回答した方のみお答えください。】

「一部のみできた」「できなかった」と答えた人 はその理由を教えてください。

学部 学科 学年 コメント

外 イスパニア語 1履修 する気が無かった。

外 イスパニア語 1履習できる余 裕が無いと聞いていたから

外 ロシア語 1外 国語学部だから

外 ロシア語 1希望する、言語がなかった。

外 ロシア語 1専攻がロシア語なので他 を履修 しようと思わなかった。

外 ロシア語 1専攻語があるため

外 ロシア語 1専攻語が大 変 そうだったため。

外 ロシア語 1専攻語で精一杯だと思った

外 ロシア語 1履習する予 定 はなかった。

外 ポルトガル語 1ポルトガル語を専攻しているためとらなかった。

外 ポルトガル語 1英語とったから。

外 ポルトガル語 1学科の勉 強だけでも忙しいから。

外 ポルトガル語 1希望していないので

総グ 総合 G 1意図的に取 らなかった。

総グ 総合 G 1希望の時間が取 れなかった

総グ 総合 G 1最終抽選しか参 加 できないため、既にとりたいクラスが埋まってしまっていた。

総グ 総合 G 1取 る計画がなかった。

総グ 総合 G 1先 着で間に合 わなかった。

総グ 総合 G 1先 着で入 れなかった

総グ 総合 G 1先 着抽選の枠にされているため、定 員 まで埋まってしまっていた

総グ 総合 G 1早いもの勝ちだったので通信 が混みあってログインさえもできなかった。

総グ 総合 G 1総合 グローバルだけ抽選期間が遅くて、中国語が定 員 オーバーでした。

総グ 総合 G 1登録期間 Ｌｏｙｏｌａの混雑。

総グ 総合 G 1二 外 が必修 ではなく、先 着順だったということもある。

理 物質生命 理工 1いらないから

理 物質生命 理工 1とってない

理 物質生命 理工 1英語以 外 とれないから

理 物質生命 理工 1英語以 外 必修 でなかった。

理 物質生命 理工 1学科として、履修 する必要がなかった。

理 物質生命 理工 1希望してないため

理 物質生命 理工 1講義をとる予 定 はなかった

理 物質生命 理工 1時間のよゆうがなかった

理 物質生命 理工 1取 らなかった
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4.【設問3.で2または3と回答した方のみお答えください。】

「一部のみできた」「できなかった」と答えた人 はその理由を教えてください。

学部 学科 学年 コメント

理 物質生命 理工 1履修 する必要がないから

理 物質生命 理工 1理工学部は２外 を履修 希望しても、抽選はまず文系学部を優 先 しなければいけない。

理 機能創 造理工 1もともととれない、必修 がある

理 機能創 造理工 1英語以 外 の言語を履習していない

理 機能創 造理工 1希望する言語がなかったから。

理 機能創 造理工 1取 らなくても良かったので、取 らなかった。

理 機能創 造理工 1取 ろうと思わなかった

理 機能創 造理工 1選択必修 ではなかったため希望しなかった。

理 機能創 造理工 1必修 ではないため

理 機能創 造理工 1必修 の授業とかぶってしまった。ロシア語のコマ数が少ないのでは。

理 機能創 造理工 1履修 したくなかったから。

理 機能創 造理工 1履修 してない

理 機能創 造理工 1履修 しなかった

理 機能創 造理工 1履習していない。

理 機能創 造理工 1理工だから。

理 機能創 造理工 1理工学部では単 位 に換算されないと聞いたから

理 機能創 造理工 1理工学部で第２外 国語がとれず、よくわからないまま履習期間が終わってしまった。

理 機能創 造理工 1理工学部なので取 らなかった

理 機能創 造理工 1理工学部のため

理 機能創 造理工 1理工学部は卒 業単 位 に含 まれないのでただ負担が大 きくなるだけだから

理 情報 理工 1したいと思わなかったから

理 情報 理工 1とるつもりではなかった。

理 情報 理工 1言語を取 らなかったから。

理 情報 理工 1今 年度とる予 定 がなかった。

理 情報 理工 1時間割 の必修 とかぶる。

理 情報 理工 1取 りたかったものが抽選で定 員 に達した

理 情報 理工 1取 るつもりがなかった

理 情報 理工 1取 る気がない。

理 情報 理工 1卒 業単 位 に含 まれないと書いてあり、他 の授業とかぶっていた。（必修 多 かったため）

理 情報 理工 1第２言語は履修 しなくてよい。

理 情報 理工 1知らなかった

理 情報 理工 1抽選期間が終わった後の先 着順の期間にならないと第２外 国語をとれなくて、自分の時間割 にあっているのがほとんどなかった

理 情報 理工 1必修 じゃないから。
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4.【設問3.で2または3と回答した方のみお答えください。】

「一部のみできた」「できなかった」と答えた人 はその理由を教えてください。

学部 学科 学年 コメント

理 情報 理工 1履修 していない

理 情報 理工 1履修 するつもりはなかった。

理 情報 理工 1履修 する必要がないから

理 情報 理工 1履修 のしかたが良くわからない

理 情報 理工 1理工学部なので

不明 不明 1希望する言語の難易度が高く、他 との両立が難しかった。

不明 不明 1別 に履修 したくなかった

不明 不明 1履修 していないから。

9



5.【設問3.で2または3と回答した方のみお答えください。】

「一部のみできた」「できなかった」と答えた人 は、今 年の履修 状況を教えてください。

選択肢 回答数 回答率

別 の語学を選んで履修 している 40 11.3%

一部のみ履修 し、残りの単 位 は
次年度以 降に履修 する予 定

40 11.3%

今 年度は履修 していない 234 66.3%

無効 ・無回答 39 11.0%

合 計 353 -

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

別 の語学を選んで履修 している

一部のみ履修 し、残りの単 位 は…

今 年度は履修 していない

無効 ・無回答
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6.【設問3.で2または3と回答した方のみお答えください。】
「できなかった」「一部のみできた」と答えた人 は、履修 したかった言語は何 語ですか？(複数回答可 ）。

選択肢 回答数 回答率
ドイツ語 36 10.2%
フランス語 35 9.9%
イスパニア語 55 15.6%
ロシア語 18 5.1%
ポルトガル語 6 1.7%
中国語 51 14.4%
コリア語 20 5.7%
インドネシア語 5 1.4%
フィリピン語 3 0.8%
アラビア語 10 2.8%
日本語 4 1.1%
イタリア語 26 7.4%
タイ語 6 1.7%
ペルシア語 1 0.3%
ラテン語 13 3.7%
カンボジア語 2 0.6%
ビルマ語 1 0.3%
トルコ語 5 1.4%
ベトナム語 3 0.8%
ヒンディー語 4 1.1%
スワヒリ語 6 1.7%
なし 94 26.6%
無回答 28 7.9%

合 計 353 -
0% 10% 20% 30%

ドイツ語
フランス語

イスパニア語
ロシア語

ポルトガル語

中国語
コリア語

インドネシア語
フィリピン語

アラビア語
日本語

イタリア語
タイ語

ペルシア語

ラテン語
カンボジア語

ビルマ語
トルコ語

ベトナム語

ヒンディー語
スワヒリ語

なし
無回答
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7.【設問3.で1と回答した方のみお答えください。】

来年度以 降、履修 したい言語がありますか？(複数回答可 ）。

選択肢 回答数 回答率

ドイツ語 277 16.5%

フランス語 253 15.1%

イスパニア語 273 16.3%

ロシア語 57 3.4%

ポルトガル語 23 1.4%

中国語 274 16.3%

コリア語 163 9.7%

インドネシア語 27 1.6%

フィリピン語 10 0.6%

アラビア語 54 3.2%

日本語 20 1.2%

イタリア語 134 8.0%

タイ語 32 1.9%

ペルシア語 12 0.7%

ラテン語 56 3.3%

カンボジア語 19 1.1%

ビルマ語 4 0.2%

トルコ語 23 1.4%

ベトナム語 10 0.6%

ヒンディー語 13 0.8%

スワヒリ語 27 1.6%

なし 537 32.0%

無回答 41 2.4%

合 計 1,677 0% 10% 20% 30% 40%

ドイツ語

フランス語

イスパニア語

ロシア語

ポルトガル語

中国語

コリア語

インドネシア語

フィリピン語

アラビア語

日本語

イタリア語

タイ語

ペルシア語

ラテン語

カンボジア語

ビルマ語

トルコ語

ベトナム語

ヒンディー語

スワヒリ語

なし

無回答
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8.英語の必修 科目終了 後に、2年次生から履修 できる英語の選択科目があることを知っていますか？

選択肢 回答数 回答率

知っている 1,947 81.2%

知らない 426 17.8%

無効 ・無回答 26 1.1%

合 計 2,399 -

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

知っている

知らない

無効 ・無回答
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9.英語の選択科目を履修 したいと思いますか？

選択肢 回答数 回答率

興味 ･関心と合 致すれば履修 したい 1,637 68.2%

卒 業単 位 となるなら履修 したい 412 17.2%

履修 したくない 271 11.3%

現在履修 している 25 1.0%

無効 ・無回答 54 2.3%

合 計 2,399 -

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

興味 ･関心と合 致すれば履修 したい

卒 業単 位 となるなら履修 したい

履修 したくない

現在履修 している

無効 ・無回答
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10.【設問9.で「履修 したくない」と回答した方のみお答えください。】その理由を教えてください。

選択肢 回答数 回答率

必修 以 上に語学を履修 するつもりがない 108 39.9%

興味 ･関心のある科目がない 45 16.6%

専門科目が忙しく、語学まで履修 する余 裕がない 82 30.3%

その他 19 7.0%

無効 ・無回答 17 6.3%

合 計 271 -

0% 10% 20% 30% 40% 50%

必修 以 上に語学を履修 するつもりがない

興味 ･関心のある科目がない

専門科目が忙しく、語学まで履修 する余 裕がない

その他

無効 ・無回答
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10.【設問9.で「履修 したくない」と回答した方のみお答えください。】その理由を教えてください。

選択肢

その他

↓ その他 の場 合 は具 体 的な内 容を記入 してください

・英語は勉 強したいが、授業内 容に不安があるし、それを２単 位 分としているのも不安。教職（これが大 きい）もあるから。

・苦手だからついていけない気がする。

・英語がきらいだから。

・英語が得意じゃないからむりだと思う

・必修 が８単 位 ある

・英語よりも今 伸 ばしたい言語があるので、それを優 先 したいからです。

・英語が得意でない

・自分で勉 強した方が効 率がいいと思う

・英語が嫌 いだから。

・英語よりドイツ語、イタリア語を勉 強したい

・英語を勉 強したい気持ちはあるが、１コマ１単 位 はつらい。

・英語＜ドイツ語

・英語はすきじゃない

・１コマ１単 位 だとやる気がでない

・単 位 をとれる自信 がない

・社会 で求められているものは得られないと考える。

・自分のペースで勉 強したいから。

・英語がきらいだからやりたくない

・英語はプロセスとして学習したい

・科学技術英語を履修 するから

・自分で勉 強したい。

・英語以 外 の言語を学習したいため。

・ついていける自信 がない

・単 位 が１単 位 しかもらえない

・単 位 数が少ない。

・自分で学習します。

・英語が苦手。

・英語に自信 がない

・専攻で十 分とっているから。

・むずかしい
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10.【設問9.で「履修 したくない」と回答した方のみお答えください。】その理由を教えてください。

【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

神 神 1英語がきらいだから。

文 哲 1英語が嫌 いだから。

文 史 1必修 が８単 位 ある

文 英文 1英語に自信 がない

文 ドイツ文 1英語を勉 強したい気持ちはあるが、１コマ１単 位 はつらい。

文 フランス文 1単 位 をとれる自信 がない

文 フランス文 1英語が苦手。

総合 人 間科 教育 1英語は勉 強したいが、授業内 容に不安があるし、それを２単 位 分としているのも不安。教職（これが大 きい）もあるから。

総合 人 間科 教育 1１コマ１単 位 だとやる気がでない

総合 人 間科 社会 福祉 1苦手だからついていけない気がする。

総合 人 間科 社会 福祉 1自分で学習します。

経済 経営 1社会 で求められているものは得られないと考える。

経済 経済 1英語よりドイツ語、イタリア語を勉 強したい

経済 経済 1自分で勉 強したい。

経済 経済 1単 位 数が少ない。

法 法律 1英語が得意じゃないからむりだと思う

法 法律 1英語＜ドイツ語

法 国際関係 法 1英語が得意でない

法 国際関係 法 1自分のペースで勉 強したいから。

法 国際関係 法 1英語がきらいだからやりたくない

法 国際関係 法 1英語はプロセスとして学習したい

法 国際関係 法 1ついていける自信 がない

法 地球環境 法 1自分で勉 強した方が効 率がいいと思う

法 地球環境 法 1英語はすきじゃない

外 国語 英語 1専攻で十 分とっているから。

外 国語 英語 1むずかしい

外 国語 ドイツ語 1単 位 が１単 位 しかもらえない

外 国語 ポルトガル語 1英語以 外 の言語を学習したいため。

総合 グローバル総合 グローバル 1英語よりも今 伸 ばしたい言語があるので、それを優 先 したいからです。

理工 物質生命 理工 1科学技術英語を履修 するから
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11.LLC（LanguageLearningCenter)を利 用したことがありますか？(複数回答可 ）

選択肢 回答数 回答率

チューター制 度を利 用したことがある 105 4.4%

学習アドバイザー制 度を利 用したことがある 52 2.2%

ライティングチューター制 度を利 用したことがある 3 0.1%

ランチタイム交 流会 に参 加 したことがある 80 3.3%

DVDや本を借 りたことがある 64 2.7%

LLCの存在は知っているが利 用したことはない 1,647 68.7%

LLCの存在を知らなかった 408 17.0%

無回答 83 3.5%

合 計 2,399 -

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

チューター制 度を利 用したことがある

学習アドバイザー制 度を利 用したことがある

ライティングチューター制 度を利 用したことがある

ランチタイム交 流会 に参 加 したことがある

DVDや本を借 りたことがある

LLCの存在は知っているが利 用したことはない

LLCの存在を知らなかった

無回答
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12.語学科目全 般に関する意見･要望があれば、自由にお書きください。

【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

神 神 1１年生が履修 すべき英語科目の内 容の教育水準があまりにも低 いと感じています。英語の必修 科目数を増 やすか、密度の濃い授業を希望します。

神 神 1チューター制 度をもっと増 やしてほしい。

文 哲 1１１の問題で、ランチタイム交 流会 は申し込んだが、まだ一度も参 加 していない。

文 哲 1ハンガリー語をやりたい

文 哲 1もっとマイナー言語をふやしてほしい

文 哲 1語学科目の単 位 数が増 えればもっととる人 が増 えると思う。

文 哲 1初 習言語に対しての差が、教師によって大 きいと思う。もう少し、レベルを見直ししてもよいのでは

文 哲 1哲 科でも中国語がとりたい。

文 史 1１コマ２単 位 にしてほしい。（授業はきついのに単 位 が少ない）

文 史 1参 考書をもっと借 りやすくして欲しい しきいが高い

文 史 1東欧系の言語をやりたい。

文 史 1必修 と被った時、（抽選で落ちて）にちゃんと対応してほしいと思う。

文 史 2旅行等で要するに会 話主体 の授業を受 けたい

文 国文 1語学だけ１単 位 というのは世知辛い 教科書が異様に高すぎる

文 英文 1０限永久撤廃！

文 英文 1２外 の１こ目（Ｃｈｉｎｅｓｅ）は単 位 になるけど２こ目（Ｆｒｅｎｃｈ）も単 位 にしてほしい。（般教枠として）

文 英文 1ＬＬＣについて知ってはいるけどどうやって利 用するのかわからないので初 回授業などで軽く説明をしてもらえると助かると思います。

文 英文 1アイヌ語が学べるようにしてほしい。卒 業単 位 として認められる単 位 数を増 やしてほしい。

文 英文 1レベル分けをしっかりして欲しい。（とりたい授業があったが、レベル３００台だったのであきらめたことがあるから）

文 英文 1英文学科の学生も英語のチューター制 度を利 用できるようにしてほしいです。

文 英文 1
自分は英文科に所属していますが、ＬＬＣの英語の授業を受 講したかったのに断わられました。日本生まれ、日本育ちなのでｓｐｅａｋｉｎｇ、ｌｉｓｔｅｎｉｎｇの改善をするべくＬＬＣの扉をたたいたのですが
残念でした。

文 英文 1授業が面白くない。

文 英文 1進む事 に集中しすぎているような感じです。より一つ一つきちんと学んでいけたら良いなと思っています。

文 英文 1第２外 国語の人 数は必修 であれば、定 数に余 裕をもって用意してほしい。特に人 気であろうと思われる言語はそうしてもらいたい。

文 英文 1第２外 国語を学ぶ目的と理由がわからない。私は英文科なので、イスパニア語は学びたくない。

文 英文 1第３言語などももう少し取 りやすくして欲しいです。（先 着順は厳 しい）

文 ドイツ文 1１コマ２単 位 にしてください。１コマ１単 位 の授業が週６で必修 で泣きそうです。（ドイツ語）

文 ドイツ文 1ＬＬＣの使 い方がよく分からない。

文 ドイツ文 1まんぞく

文 ドイツ文 1
現在アカデミックコミュニケーションを履修 しているが、エッセイやサマリー、プレゼンテーションなどを通して、英語で自分の考えをまとめる力 は養えていると思う。だから、もっとコミュニケーション
をとる授業をもうけてほしい。

文 ドイツ文 1授業はとても充 実していて楽しかったです！

文 フランス文 1ＬＬＣをもっと利 用しやすくしてほしい。

文 フランス文 1ＴＯＥＩＣの対策講座を受 けようと思ったが卒 業単 位 に入 らないためやめてしまった。入 れてほしい

文 フランス文 1チューター制 度（ＬＬＣ）は、外 人 のネイティブが先 生につくべきだと思う。

文 フランス文 1単 位 数を増 やしてほしいです。

19



12.語学科目全 般に関する意見･要望があれば、自由にお書きください。

【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

文 フランス文 1仏 文・独文の人 も希望すればＬＬＣの仏 語・独語のチューター制 度を利 用できるようにしたい。

文 フランス文 1文学部や外 国語学部の人 でも他 の言語を履習しやすい環境 を作 ってほしい。

文 フランス文 1留学相談を豊富に

文 新聞 1ＬＬＣを利 用して単 位 がもらえるようにはならないのですか？そうなったらいいなと思います

文 新聞 1ＴＯＥＩＣを必須受 験にしてほしい

文 新聞 1
オーラルが強くなったと思う。街で外 人 に話しかけられて、答えられるようになったのでかなり力 がついていると思う。イスパニア語は、初 めてだったのですさまじい不安があったが、簡単 な受 けこ
たえならできるようになったのでこれからも頑張っていこうと思っている。

文 新聞 1もっと英語が話せるようになりたい。

文 新聞 1英語の必修 は２年生までにしてほしい。

文 新聞 1外 国人 留学生向 けの通訳授業があってほしい 例 ：日中通訳コース 日韓通訳コース

文 新聞 1自分の知識不足であれば申し訳ないのですが、英語テスト用の授業（ＩＥＬＴＳ等の）の敷居が高いです。日本語でこれらの対策をする時間があればいいと思います。

文 新聞 1第２外 国語を２単 位 とるにあたって進度に違いがありすぎるため、先 生によって生徒のレベルにも差がある気がする。統一させてほしい。

文 新聞 1長期休 暇中のＴＯＥＦＬなどに向 けた講座を増 やしてほしい。

総人 教育 1文法の先 生は日本人 がいい。学科によって言語を履修 できる単 位 数が決まっているが、もっと増 やしてほしい。

総人 教育 1１コマ１単 位 じゃなければ履修 も考える。

総人 教育 1１年次からでも、英語の選択科目を履修 したかった。（ＴＯＥＦＬ Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎなど、テスト対策の授業を履修 したかった。）

総人 教育 1
もっとたくさんとっても卒 業単 位 として認められるようにしてほしい。１つの語学だけじゃなくて、１つの授業で複数の言語の初 歩程度の習得＆比較ができるコースがあったら、ぜひ学んでみたい。
おもしろそう。

総人 教育 1検定 の勉 強などのやり方で講座があれば、その語学の時間にＣＭしてほしいです。

総人 教育 1私は教育学科に所属していますが、英語は学び続けなければ忘れてしまうので、２年次以 降も必修 にしてほしい。

総人 教育 1長期休 暇のときなどに、集中講座があったらおもしろい。複数の外 国語を学んでみたいが同 時にり習するのは大 変 なので。

総人 教育 1東南 アジア言語に力 を入 れているように思いますが、他 のマイナー言語（例 えば、広東語、オランダ語、フィンランド語など）もあったらすごく嬉しいです。

総人 心理 1２年次の英語の単 位 が１学期で１単 位 しかないので取 りたくても取 れない。

総人 心理 1どんな言語なのか（単 語や文法やつづりなど）を体 験授業する機会 があればと思う。（履修 以 外 の語学で）

総人 心理 1英語なくなればいいのに・・・日本語は＋神＋

総人 心理 1語学以 外 にも、少しその国の文化や食べ物などを学ぶ時間が欲しい。

総人 心理 1必修 科目に第二 外 国語を含 めるのはやめてください。

総人 社会 1１単 位 なのが悲しい。

総人 社会 1ＬＬＣを来年からやりたいと思っていて、英会 話のコースをとりたいです。抽選なので当たってほしいです。

総人 社会 2***先 生が大 好 きです。

総人 社会 1もうちょいＬＬＣを知る機会 がほしい

総人 社会 1現在中国語上級を履習しているが、これからも中国語を学習したい。

総人 社会 1語学科目の履修 説明会 をもっとやって欲しい。

総人 社会 1全 員 が第２外 国語を履修 できるよう全 学科で語学を必修 にしてみたら、どうでしょう。

総人 社会 1第二 外 国語が必修 でない人 は、余 った枠から授業を選ばなくてはならないのをどうにかしてほしいです。先 生や時間割 が選べないのは不公 平だと思います。

総人 社会 福祉 1２年生になったら英語を履修 したい

総人 社会 福祉 1語学のクラスをもっと増 やしてほしい。
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12.語学科目全 般に関する意見･要望があれば、自由にお書きください。

【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

総人 社会 福祉 1語学科目があるからこそ、自分の趣味 を合 わせて履修 できると思います。

総人 社会 福祉 1卒 業単 位 になる語学科目の単 位 数が少なすぎると思います。学科ごとに差はあると思いますが、言語に興味 を持ち履修 したいと思う意欲を下げてしまっていると思います。

総人 社会 福祉 1必修 ではない人 でももっと自由に第２外 国語をとれるようにしてほしい。

総人 社会 福祉 1来年は第２外 国語をやりたいです。

法 法律 1１単 位 ではなく２単 位 にしてほしい

法 法律 1Ａｃａｄｅｍｉｃな英語も大 切 ですが、もっと柔軟に会 話などに力 を入 れてもいいのではないでしょうか。

法 法律 1ＬＬＣが利 用しにくい。もう少し開く時間の幅を増 やしてほしい。

法 法律 1ＬＬＣの使 い方が分からない

法 法律 1このレパートリーを維持してほしい

法 法律 1英語（必修 ）の成績のつけ方があまりにも他 クラスより厳 しいので、改善してほしい。他 の中級２クラスはＡＢがほとんどだったが、Ａは誰もいなかった。

法 法律 1英語学習や留学に関してもっと情報 を発信 していただけたら嬉

法 法律 1学科科目と重なることもあるので、開講数を増 やして頂けると幸いです。加 えて、二 年次、三年次まで英語を必修 にして頂き度く存じます。

法 法律 1言語学科（英語選択科目）をＣ群やＢ群に組み込みたい

法 法律 1広東語をやりたい

法 法律 2
今 回は語学教科を優 先 しましたが、全 ての授業（中級Ａだったと思います）が春か秋の必修 （学科の）とかぶっていました。もう少し春・秋の履習に変 更があれば問題なくとれました。もう少し融通
をきかせるか、それができないのであれば全 ての学部にちゃんと必修 が被っていないか確認すべきだと思います。

法 法律 1自分の学科の制 限を超えて語学を履修 しても、何 らかの形で卒 業単 位 に換算してほしい。

法 法律 1第二 外 国語を二 年生になったら違う言語でもありにしてほしい。

法 法律 1単 位 が少ないので１授業２単 位 にして欲しい

法 法律 1必修 の英語と二 外 を、４単 位 にしてもらいたい。週２回出ているのに２単 位 しかもらえないのはおかしい。

法 法律 1法学部の二 外 を一年だけにして欲しい

法 法律 1法学部法律学科の語学履習の卒 業換算可 能単 位 をもっと増 やして下さい お願いします。もっと語学やりたいです。

法 法律 1北欧系の言語も開講して欲しいです。

法 国際関係 法 1フィンランド語してほしい

法 国際関係 法 1ポルトガル語を学びたかったが、学科の必修 と被っていたため何 とかしてほしい。

法 国際関係 法 1もう少しコマ数を増 やしてもらいたい。週２回だと少し不足感がある。

法 国際関係 法 1英語授業内 容の均一化（筆記中心やプレゼン中心のように傾 りがあるのをやめてほしい）

法 国際関係 法 1楽しく学べています。

法 国際関係 法 1第２外 国語の授業時に少し日本語が話せる人 が良い 文法などが理解しにくい

法 国際関係 法 1
法学部の必須と重複したので希望の語学が学べなかったこと、またロシア語の開設クラス数が少なく調整できなかったことに今 でも大 変 な不満を感じている。上智を選んだ理由の１つであったの
に履修 できず落胆した。来年度の履習を検討中です。どうにかしてほしいです。

法 国際関係 法 1
履修 の仕 方がよくわからない。具 体 的には、４単 位 必修 と記述されていたがそれは例 えば独語初 級＋中級だけでなく独語初 級＋仏 語初 級でも良いのか独語初 級＋独語初 級（別 の科目）でも良
いのかが判 然としない。

法 地球環境 法 1２年二 外 とるのがつかれる。

法 地球環境 法 1フィンランド語をやってみたいです！チューター制 度助かっています。

法 地球環境 法 1英語をもっと実用的に使 えるような授業をうけたい。

法 地球環境 法 1学部によって２年次の言語選択に違いがあるのは納得がいかない。
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12.語学科目全 般に関する意見･要望があれば、自由にお書きください。

【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

法 地球環境 法 1
私の学科の言語選択科目のレパートリーが少ないです。タイ語が習いたいのに学べません。又、法学部は外 国語学部に比べたら必修 が少ないですが、経済学部がもっと必修 が少ないのに２外
が少ないのは不公 平だと思います。

法 地球環境 法 1授業に時々外 国の方をお呼 びしてその習ってる言語を話す機会 が欲しい

法 地球環境 法 1第二 外 国語が１年で終わるのと２年次まであるのが不公 平です。自分は法学部ですが２年まであるのはありえないです。

法 地球環境 法 1第二 外 国語の必修 年次が一年次だけの学科と一、二 年次の学科があるのか疑問です。全 学科一年次のみで良いと思います。

法 地球環境 法 1第二 外 国語は取 りたい人 以 外 にはいらないと思うし、英語はもっとＴＯＥＩＣ向 けのものにしてほしい。

法 地球環境 法 1同 じ言語でも、先 生によって全 然違うのですごく慎重になります。

法 地球環境 法 1二 外 落単 の場 合 の救済措置を用意していただけないでしょうか。

法 地球環境 法 1日常会 話をもっと勉 強したい。留学に役立つ授業内 容の充 実を図ってほしい。

経 経営 1ＬＬＣについての情報 がもっと欲しい。どうしても行きづらいと感じてしまう。

経 経営 1ＬＬＣに興味 はあるが、どのような雰囲気でどんなことをやっているのかよく分からず放置している。英語や第二 外 国語の基 礎から学びたいと思っている。

経 経営 1ＬＬＣの活用の仕 方をもっと公 開してほしい

経 経営 1Ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎをへらしてほしい。Ｆｒｅｓｈｍａｎからとれるようにしてほしい。

経 経営 1
あまり体 が強い方ではないので１週間に２回授業があるのに対して必修 の授業は４回以 上欠席で単 位 にならないのは苦しいです。週１回授業の場 合 でも同 条件 なので、もう少し増 やせないで
しょうか。

経 経営 1テキストの値 下げ

経 経営 1もう少し身につきやすいテキストを使 ってほしい。テキストがわかりづらい。

経 経営 1もっとスペイン語を話せる機会 が授業にあったらよいと思う。

経 経営 1一年時からもっと英語にふれる機会 を半 ば強制 的でもいいので増 やして欲しかった。（授業を増 やすなど）

経 経営 1英語上級Ⅱのレベルが低 くすぎると思う。

経 経営 1私は履修 できたのですが、第二 外 国語の登録が分からないという話を５、６人 から聞きました。分かりやすくなることを望みます。

経 経営 1先 生ごとにある程度授業の内 容、レベルを統一すべき

経 経営 2卒 業単 位 となる語学科目をもっと増 やしたほうがいい

経 経営 1第２外 国語の単 位 下さい・・・。

経 経営 1遅延みとめてほしい。

経 経営 2難易度を下のクラスに変 更できるような制 度も用意しておいてほしい。（もしもの時のため）

経 経済 1２週間位 の留学があるのかなと思います。

経 経済 1２年次から履習できる英語のコースについて詳しく知りたい。

経 経済 1マイナーな言語もＬＬＣしてほしい。

経 経済 1もっと時間を増 やしてほしい。週２じゃいみないきがする。

経 経済 1英語必修 の出席・遅刻 が先 生によってまちまちでつらい。

経 経済 1教師による授業格差をなくして欲しい。ある程度一程の基 準を設けるべきだと思う。

経 経済 1出席の条件 が厳 しいので、ゆるくして下さい。

経 経済 1先 生以 外 で、その国の人 たちと交 流できればうれしい。

経 経済 1第二 外 国語は必修 としては必要ない。

経 経済 1第二 外 国語を少しかじるよりは英語を完全 に話せるレベルにしたい。第二 外 国語の教師に当たり外 れがある。

経 経済 1授業が長びきすぎて、次の授業が遅刻 扱いになることが多 々あります。どうにかしてほしいです。
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12.語学科目全 般に関する意見･要望があれば、自由にお書きください。

【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

外 英語 1単 位 数が少ないのが辛いです。上級を履修 しているのですが、１０人 前 後しかいないのでこちら側 が必修 などと被らないような配慮をしていただきたい。（イスパニア）

外 英語 1１コマ２単 位 にしてほしい。

外 英語 1２単 位 にしなよ、今 更いいけどさ

外 英語 1Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎが難しい 単 位 取 得を簡単 にしてほしい

外 英語 1Ｉｔ’ｓｆｉｎｅ．

外 英語 1ＬＣＣに関してなのですが、利 用したくてもなかなか行けない子もいると思うので、気軽に利 用できるようにきっかけを作 っていただけたらなと思います。

外 英語 1LLCでぜひイスパの授業を受 けたいです。

外 英語 1ＬＬＣにイタリア語を入 れて下さい。

外 英語 1ＬＬＣについて知りたい。

外 英語 1ＬＬＣのチューター制 度を外 英でも利 用できるようにしてほしい。

外 英語 1ＬＬＣの英語のチューター制 度を英語学科生も利 用可 能にしてほしい。（ＬＬＣを訪れたところ、英語学科生は英語のチューターサポートを受 けられないと言われた。）

外 英語 1ＬＬＣの存在は知っていましたが利 用したことはなかったので、機会 があれば利 用してみたいと思います。

外 英語 1いつも楽しませてもらってまーす。

外 英語 1ギリシャ語を勉 強したいです！

外 英語 1スウェーデン語が学びたいので設置してほしい！！！

外 英語 1たくさん語学の選択肢があってうれしいです。

外 英語 1チューター制 度がとても良いです。

外 英語 1フラ語むずい

外 英語 1もっと、語学の勉 強にオススメのテキストなどがあれば、必修 の授業に取 り入 れてほしい。

外 英語 1より韓国人 留学生と交 換できる機会 を増 やしてほしい。

外 英語 1英語学科に所属してるからといって、英語でＬＬＣを利 用できないのはおかしいと思う。

外 英語 1外 英だけＬＬＣが利 用できないことは少々残念です。留学経験のない外 英の学生も中にはいるので、ぜひ利 用させていただきたいです。

外 英語 1言語の基 礎入 門系が欲しいです。

外 英語 1語学を中級から始 めるためのレベルアップ面接について詳細を知りたい。

外 英語 1質を上げて欲しい。イスパニアの授業

外 英語 1春と秋で変 更（先 生）可 能なコースがあれば嬉しい。（総合 ではなくＡ・Ｂで選択するコースは変 更可 能がよい）

外 英語 1先 生によってクラスの質が異なる。

外 英語 1第二 外 国語は全 てのクラスで進度が合 うようになったら良いと思う。

外 英語 1二 外 は必修 なので、しっかりと好 きなものをとれるようにしてほしい

外 英語 1来年度インドネシア語の授業と必修 が被ったときがこわいので、もっと先 生をふやしてほしい。

外 ドイツ語 1１年のうちから留学選考資格であるＴＯＥＦＬの対策講座が受 けられるようにしてほしい

外 ドイツ語 1チューター制 度が抽選であることを改善してほしい。

外 ドイツ語 1一コマ２単 位 にして下さい！あきらかに他 の授業よりも負担が大 きいと思います

外 ドイツ語 1外 国語学部が抽選の余 り物しか選べない理由がよくわかりません。

外 ドイツ語 1語学科目一単 位 のみという点を改善して下さい。他 の講義より大 変 なので２単 位 以 上にして下さい。

外 ドイツ語 1週に１コマで２単 位 分ください。

外 フランス語 1コマ数を増 やしてほしい。

23



12.語学科目全 般に関する意見･要望があれば、自由にお書きください。

【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

外 フランス語 1英語を２年からも必修 にして欲しい。

外 フランス語 1外 国語学部でも他 言語を履習しやすくするために一次抽選に参 加 できるようにしてほしい。また語学の授業の絶対数を増 やしてほしい。

外 フランス語 1語学の授業は重く敬遠しがちなので、軽めのもの、気軽に受 講できるものがあればよいと思う。

外 フランス語 1語学科目は１単 位 であるが、必修 の単 位 はもう少し増 やしてほしい。他 に履修 する科目が多 すぎて、必修 の言語に使 える時間が限られてしまう。

外 イスパニア語 1ＬＬＣの告 知をもっと大 きくしてほしい。日本人 のＴＡ人 数枠を増 やしてほしい。

外 イスパニア語 1２年次からも初 級から外 国語をとれて、それが４年で卒 業できるようにしてほしい。また英語科目でもっとグローバルや経済と関係 のない“ｈｉｓｔｏｒｙｏｆｍｕｓｉｃ”などの科目を開講してほしい。

外 イスパニア語 1一年次からエッセーの書き方などの授業をとれる様にして欲しい。

外 イスパニア語 1英語能力 の向 上は感じているが、世界基 準で英語ができるようになるようなカリキュラムにしてほしい。

外 ロシア語 1１コマ２単 位 にしてほしい

外 ロシア語 1１コマ２単 位 にしてほしい

外 ロシア語 1アイヌ語を学びたいです。

外 ロシア語 1チェコ語やポーランド語、ブルガリア語など、スラブ語系の言語も履修 できるようになってほしい。

外 ロシア語 1フィンランド語を開設して頂きたい。外 国語学部生が第三外 国語を学ぶハードルが高い。

外 ロシア語 1ポーランド語の授業がほしい カトリック国なのになぜないのか

外 ロシア語 1もっとその国の人 とその国の言語で交 流するｃｈａｎｃｅがほしい

外 ロシア語 1外 国人 と関わるイベントをもっと増 やしてほしいです。ランチタイム交 流会 などはすごく良いイベントだと思います。

外 ロシア語 1語学に力 を入 れるのならば、語学活用の落ち着いた部屋をもっと欲しいです。

外 ロシア語 1専攻語がたいへんで第２、第３外 国語ができない。

外 ロシア語 1東欧・北欧の言語に関心があります

外 ポルトガル語 1ＬＬＣにポルトガル語の教材（書籍・ＤＶＤ）を置いてほしいです。

外 ポルトガル語 1個 別 に（母語として対象言語を使 う）人 と触れ合 う場 が欲しい。

外 ポルトガル語 1語学科目を２単 位 にしてほしい

外 ポルトガル語 1語学科目を２単 位 にしてほしい。

外 ポルトガル語 1語学科目履修 についてわかりやすい説明がほしい。１単 位 なのは納得できない。

総グ 総グ 1ＡｃａｄｅｍｉｃＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎの必要性がわからない。時間の無駄だと思う。

総グ 総グ 1ＦＧＳでも第２外 国語を他 の学部と同 じタイミングで抽選可 能にしてほしい

総グ 総グ 1ＦＧＳの生徒は希望する第二 外 国語のクラスがとりづらいから改善して欲しい。

総グ 総グ 1ＦＧＳの生徒も、第２外 国語科目の抽選に参 加 できるようにしてほしいです。

総グ 総グ 1ＦＧＳは第２外 国語を推奨 しているのに先 着なのは改善してほしい。文法・コミュニケーションで各 １単 位 しかもらえないのはコスパが悪いと思う。

総グ 総グ 1ＦＧＳは抽選科目とりずらいです。抽選ではないものに行きたくなります。

総グ 総グ 1ＦＧＳも語学を先 着ではなく抽選にしてほしい

総グ 総グ 1ＦＧＳも語言を抽選に入 れて下さい。

総グ 総グ 1ＦＧＳ語言選択抽選にしてください

総グ 総グ 1ＩＥＬＴＳ ＴＯＥＦＬ対策講座は１年生の初 めから履修 できるようにしてほしい。

総グ 総グ 1ＬＬＣで借 りられる本をもっと充 実させてほしい。英語以 外 の問題集少ない

総グ 総グ 1Ｎｏｔｈｉｎｇｉｎ ｐarticular

総グ 総グ 1ＴＥＡＰでクラス分けするのではなく、希望クラスを選べるようにしてほしい。
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【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

総グ 総グ 1ＴＯＥＦＬの集中春期講座をとりたいが、レベルがどれくらいなのかが心配で、ついていけるかが不安。それが評価 対象になる点も心配。

総グ 総グ 1インテンシブコースがほしい。トルコ語など上級まで開講してほしい。

総グ 総グ 1タイ語を週２回で２単 位 にしてほしいです。

総グ 総グ 1チューター制 度の教員 数と教室の確保 を充 実させて空きコマに入 れられるようにしてほしいです。希望の時間に利 用できる環境 にしてほしいです。

総グ 総グ 1どうしても他 の科目と被ってしまうことがあるので、そこでの救済方法があるのかが知りたい。

総グ 総グ 1ベトナム語の中級・上級を開設してほしい。少人 数を理由に語学講座を廃止しないでほしい。

総グ 総グ 1ヘブライ語がやりたかった。今 でもできることならやりたい。

総グ 総グ 1もっと英語の授業を増 やしてほしい。

総グ 総グ 1もっと第一希望の言語がとれるようにしてほしい

総グ 総グ 1もっと必修 の英語の時間を増 やしてほしい。

総グ 総グ 1やはり主要外 国語をしっかり履習できず、中々次のステップに進めない人 を多 く、見かけます。また自分自身も大 学４年間のうちでしっかり最上レベルまでは完了 させたいと考えています。

総グ 総グ 1レベルを下げることができない制 度はもう少し改善してほしいです。

総グ 総グ 1英：ＬＬＣの情報 をどこで得れば良いのか良くわからない 仏 ：なぜ、そもそも仏 語が分からない生徒の教科書にフランス語しかかいてない教科書を使 用するのか、使 いにくい

総グ 総グ 1英語の必修 をもっとつくってほしいです。（足りない）

総グ 総グ 1言語プログラムを増 やしてほしいです。

総グ 総グ 1語学科目の単 位 が１でなくて１．５とかだと少しだけでもいいので嬉しいです。

総グ 総グ 1語学科目を１単 位 ではなく２単 位 にしてほしい。

総グ 総グ 1自分の学びたい言語が学べるようにしてほしい。

総グ 総グ 1初 心者向 けの授業に高度なレベルを求める先 生がいるので、その理解と把握をお願いしたい。

総グ 総グ 1生徒主体 のディスカッションをしたい。ＴＯＥＩＣやＴＯＥＦＵＬ対策をしてほしい。二 外 に関しては留学生と話す機会 がほしい。

総グ 総グ 1宣伝 が足りなすぎる気がします。説明会 とかも知らずに過ぎていることが多 い。

総グ 総グ 1総グロは２外 が必修 じゃないため希望の時間に履修 することができなかった（先 着まで待たなきゃいけないから）

総グ 総グ 1総合 グローバルなのに英語が週２回しかなくて非常に驚いた。もっと増 やした方がいいと思う。

総グ 総グ 1総合 グローバル学部が他 学科と同 じように外 国語を履修 できないのは疑問である。

総グ 総グ 1総合 グローバル学部の語学が必修 じゃないからといって、残った枠を早い者勝ちで狙わなくてはならないのはおかしいと思います。

総グ 総グ 1総合 グローバル学部の抽選の優 先 順位 を上げて欲しい。

総グ 総グ 1総合 グローバル学部一次抽選できるようにしてほしい。

総グ 総グ 1
総合 コミュニケーションと、文法＋コミュニケーションの授業の進み方について教えられず、知ってたら文法を一年で終わらせてしまう授業が無い総合 を選んでいたと思う。文法だけのは身につか
ずこまっている。進むのも早いし

総グ 総グ 1
第２外 国語などで２つとらないと次年度に次の級に上がれないというのは、１つしか取 れない場 合 にリスクが高くなるので制 度の見直しや、外 部の試験などのスコアで変 更できるなどにしてほし
い。

総グ 総グ 1第二 外 国語が１単 位 なのは厳 しい。履習し辛いと感じる

総グ 総グ 1第二 外 国語の単 位 が１つずつなのはつらい。

総グ 総グ 1抽選ではずれて履修 できないのは生徒の機会 をのがしていると思いました。

総グ 総グ 1抽選でもなく、先 着で語学の履修 が決定 するのはおかしいと思った。

総グ 総グ 1***先 生最高！

総グ 総グ 1二 外 は週二 であるのに単 位 換算が少なくてつらいです。一講義につき他 と同 じように二 単 位 ほしいです。
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【クロス集計】

学部 学科 学年 コメント

総グ 総グ 1入 学時のＴＥＡＰだけでなく、受 験の時に受 けたＴＥＡＰも入 れた全 ＴＥＡＰの中での最良スコアで１年次のクラス分けを決めてほしい。

総グ 総グ 1履修 登録の際先 着のシステムをやめてほしい。

理工 機能創 造理工 1ＡｃａｄｅｍｉｃＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎの各 授業の成績評価 の格差をどうにかしてほしかった。

理工 機能創 造理工 1ＬＬＣの申し込みをもっとやりやすくしてほしい。

理工 機能創 造理工 2ＴＯＥＩＣ対策・・・

理工 機能創 造理工 1もっとしゃべれない人 に対して成長できる授業をしてほしい。

理工 機能創 造理工 1授業（必修 ）でもっと外 国出身の生徒と話せたらいいと思う。

理工 機能創 造理工 1授業期間は英語を勉 強する時間がとれないので長期休 みに（できれば単 位 がとれる）英語の科目を開いてほしい。

理工 機能創 造理工 1春、秋と同 じ時間帯でしか履修 できないのが不便 だと思いました。同 じ先 生なら他 の時間でもいいのでは？

理工 機能創 造理工 1全 学共通として数えられる語学の単 位 数が８までなのは少なく、多 言語を学びたいのに損な感じがする。

理工 機能創 造理工 1理工学部も第２外 国語を卒 業単 位 としてほしい。

理工 物質生命 理工 2
そもそも語学科目を登録する為のページへのリンクが存在しなかったりするのですが、（別 のページのリンクの数字を■に変 えるとページに飛べますが）何 か問題が起きてませんか？自分だけで
すか？

理工 物質生命 理工 1成績に反 映されないのならば色々な語学を学びたいと思った。

理工 情報 理工 1Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎを主体 の授業がうけたいです。

理工 情報 理工 1ＬＬＣこわいおｗｗｗ

理工 情報 理工 1ＴＥＡＤ試験必要ない 無駄

理工 情報 理工 1ＴＥＡＰヤダ

理工 情報 理工 1ＴＥＡＰよく分からん

理工 情報 理工 1スピーキングからは

理工 情報 理工 1もっと英語と触れ合 う機会 が欲しい

理工 情報 理工 1英語がしゃべれるようになりたい。

理工 情報 理工 2記 語学は楽しそう。

理工 情報 理工 1通年にしないでください。

理工 情報 理工 1理工学部など、第二 外 国語が必修 じゃない学部でも、抽選期間にとれるようにしてほしい

不明 不明 1ＬＬＣとは何 ですか？

不明 不明 1もっとシステム的に教えてほしいです。二 外 の授業と学科の授業くらべられないけど、二 外 の方が先 生もちがうし、教科書も全 然初 心者向 けではない

不明 不明 1別 々の教授のクラスを２つとらなければいけないのは面倒。一つにまとめれば時間割 の自由も広がると思う。
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