
オンライン授業を希望しない理由

限界です

もう自宅軟禁は嫌だ！！

知り合いが出来ず、分からないところがあっても相談もできないままになってしまっている。ネット回線に

よって授業が中断したりして、スムーズに授業が進行しない。毎日パソコンの前に座りっぱなしで、体調が悪

くなる。

オンラインの場合、課題がとても多く出されるため。（その分PCの画面を見る時間が増えてしまう、要領よ

く行えないため自由な時間が減る。）

オンオフが切り替えられない

精神的にとても辛いから

大学は人間関係を学ぶ場所でもあるのにそれが出来ないのはおかしい。

通学前提で受験勉強を頑張ったので、教室で友達と一緒に授業を受けたい。

キャンパスでの全ての事柄を経験したい

大学としてのプライドを持ったアイデンティティを感じないから

大学に通って友達と話したいから

モノによる

課題ばかり出してやる気をなくす。

課題提出をもって出席としている授業がほとんどなので自分のプライベートに割ける時間がほとんど無い。

人との交流が無いのが辛い 

大学で友達と呼べる友達が1人もいない

これ以上 モチベーション低下したくないから

コロナばかり思いたくないから

授業になっていないと感じるものがあるから

孤独でのオンラインは拷問。授業に集中出来ず無気力になりうつ状態になる。

早く普通の大学生活を送りたいから。

授業の質が悪いから。消毒すれば十分にコロナと共存しながら進められると思うから。

現状だと、対面に比べ明らかに質が劣り、課題量等の制御ができてない。

目が痛い

人との交流やキャンパスを利用しながら勉強する大学生活を送りたい。大学大学のInstagramでは今日も実際

とかけ離れたキャンパスライフが掲載されていて、悲しくなる

孤独なオンライン授業が嫌いだから。

友達や教授とリアルで質問しあったりしたいし何気ない会話がしたい。切磋琢磨、学問を学びたい。

あと、あまりにオンラインが続くと対面への適応力がなくなる気がして怖い。

精神的にきついし、パソコンの見すぎによって体調不良(もともと視力が悪いがさらに落ちてるように思う、

眼精疲労による頭痛など)もあり、また1年生でキャンパスに1度もふみいれてないので、友達もいないから。

資料配布や自習のみの授業が多く、先生の顔や性別すらわからない。学んだという実感がなく、ひたすら課題

をこなしただけ。

意味を見いだせない

とにかくパソコンに向かう時間が長すぎて疲れる。質問もしづらい。

友達が欲しい

理解しづらいし、面白くない。画面を見ているのがしんどい。資料を読ませて仮題を出すだけなら授業という

価値がない。

国家資格過程がpdfが送られるだけの授業になっている。これで身に付くわけがない。

精神が崩壊するから。



オンラインに便乗して大学側が手を抜くから

色々な人との関係を築けないから。

メリットがあまりに少なく、講義を履修しても身にならない

大学に直接行き、教師や生徒の生の声を聞きたい

つまらない、どこでも受けられること以外メリットがない。友達と会えない

先生方が学生の理解度や疑問点を把握できておらず先生の自己満足動画であり、質が悪い。動画を見てノート

メイクをするという事などにかけた時間と講義動画から私が得ることが出来た内容の価値が見合っていない。

講義動画、講義を受けたことを確認する毎回の小課題、そして普通に与えられる課題、すべてに全力で取り組

もうとすると量が重すぎる。

友人と会話ができないから。

視力の低下

人と話したい

自習と変わらない為

通学に時間がかからない等の利点はあるが、やはり大学での学びはキャンパスという空間で、友人や知らない

人と偶然の出会いや関わりの中で起こるものだと思う。

ゼミは対面でないとやりにくいから

課題研究ばかりでは、その講義の内容をしっかりと理解することができないと思うから。

スケジュール管理が得意ではないので授業や課題が溜まる一方だから

友達、教授に会いたい。多様な人と接したい。実験や語学の授業はオンラインでは不可能。

オンラインだと友達に会えないから

理由は明白なはずです。キャンパスで大学生活を行うことを前提に学費をお支払いしているはずなのに。

周囲と意見交換がしづらいから。オンラインで済ませては対面式の大学に入った意味がない。また、高校や会

社の現状からしても対面にしてそれほどの感染爆発は起きないはずだが、頑なにオンラインにする意味が感じ

られないから。

前期よりもオンラインにこだわる必要性が感じられなくなってきた

質が低いものも多い。作業をこなすだけとなり定着しない。他の学生や教員の方との対話が無く、得られる学

びが少ない。実験ができず、今後の卒業研究が何もわからないまま進み、納得いく結果を得られないまま大学

生活が終了する恐れがある。

対面の授業の方がやる気も出るし、理解力も上がると感じるから。

対面でしか学べないことがあるから。

やっぱり、今現在の皆々大学生は通常の全日制の普通の大学を選んだわけで通信制を選んだ訳では無い。なら

ばここまで世間は戻ってんだからみんな全て通常に戻せと。また実験実習はみな全て通常に行なえと。

精神的に持たない

生活習慣がおかしくなる

オンラインにする理由がないから。

学習意欲の低下、学生生活が送れない

課外活動がてきないため。また、心身に負担が大きいため。

わかりにくいから

金の無駄にしかならん。所詮勉強なんて自分でできるから人と会う場を大学に求めたのにそれを奪うようでは

価値がないから。

授業の内容が一切理解できないため。音声トラブルで聞きたいところが聞こえないから。

友達がほしい

学費に見合っていないし、このままだと本当にいつ死んでしまうか分からないから。前期の時点で相当酷で、

かなり精神的にもキツかったから。

授業によっては、対面に比べて大幅に質が落ちるものがあるため。

県外移動が怖い



ない

大学生だけ、時が止まっていると感じるから。

キャンパスに行った方が楽しそうだから。

通学してまで受けたいとは思わないから。

前期だけで満足。

通常よりも授業や課題に時間がかかってしまうため。

これ以上無意味なことをしたくないから。オンライン授業はもう嫌です。学生を疲弊させるだけです。

パソコンだけを眺める生活は本当に厳しい、すこしは対面授業があってほしい

目が悪くなってきた。授業料払っている意味がないと感じたため。

人と話すことができない状態では、わざわざ大学という場所で学問を追究していく理由がないから。

当たり前の大学生活を送りたいから

元々大学というものは対面授業があってのものであるから。

講義の質が下がるのと資格試験のための講座などを受講できないため。

実習は対面で、やりたいから。

感染が怖い。

自分が無症状であっても周りの家族に感染させてしまったらと考えるとまだ対面は控えるべきなのかもしれな

いと考える。

感染した場合の周りからの目も怖い。

友達を作りたいから

鬱になったため。そして対面授業やキャンパスを求めて大学に進学したため

流石に実験は対面じゃないとやってられない

大学の友達に会いたくないから

対面の良さが恋しい。、

大学の設備を使いたいから

理系の学校に入って、実験、観察を楽しみにしてたから

分からないところを質問しても、それを違う形で理解され、意図していたところと違うことについて説明さ

れ、時間の無駄かつ分からないところが分からないまま授業が終わるから。

切り替えが難しい。友人がいないためわからないところを教えてもらえない。質問がしにくい。何が起きてい

るのかわからない。

これ以上パソコンに向かって過ごす日々はうんざりです。

友達ができない。孤独になり、鬱になりそうだった。

精神的につらい。大学としての役割が全くなっていない。友達に会いたい。家で邪魔者扱いされる。授業の質

が明らかに低い。対面授業を受けている他の子たちは何も悪くないのに憎く感じてしまう。そんな自分が本当

に醜くてつらい。

上記の通り、家にずっといること、友達と会えないことがストレスを強く感じてしまう。
・対面授業前提の契約・授業料支払いを行っているため、大学側はしっかりと履行すべきだと思うから。

・コロナに感染しても、クラスターが出ても構わないと思うから。

・対面授業のほうが集中できて理解もできるから。

自分用のパソコンではないのでzoomで障害が起こったりするから。スポーツ科なのにスポーツ実習が出来な

いから。

通信環境が悪い。質問しても返事が来ない。しかも、授業時間中にも関わらず、反応が全く無し。明らかに大

学側の原因で課題が提出出来なかったにも関わらず、全て自己責任とかたづけられる。成績も真面目にやった

にも関わらず、低い評価をつけられ、理由を問い詰めても知らんぷりを突き通すことから、オンライン授業は

日本の大学の教育を低下させるものであるため、従来通り対面で行うべき。



心を通わせる友人がいないから。自分よりすごい人と会って、その人から刺激を受ける機会が全くないから。

授業の質が低く、学生の負担が顕著に多いため。

人と交流したい

体にも心にも悪いから　自粛に限界を感じている

芸術学部だから。

対面授業になりキャンパスに居られるようになることで憂鬱な気持ちが払拭できるのではないかと思うため。

まだ一度も大学に行ってないから

ないです。

オンラインでは誰にも会えない。知り合いも出来ない。授業もオンデマンドでは孤独で仕方ない。課題も多く

て何もできない。視力もどんどん悪くなる。

生活リズムが崩壊するため。

教員と実習科目の限界を感じるから。ただし、一部の科目を除いてオンラインでも対応できるし、事実オンラ

インにすることで効率を逆に上げた科目も存在した。家を出なくて良い、自分のペースで学習できるなど他に

もメリットはある。もちろん対面でなければ完結できない科目があることも理解している。

孤独感が強いから

身体を規則的に、動かす健康的且つ人間らしい日常が欲しい。

コロナの影響で金銭的に困窮して大学を辞めるかどうするか、みたいな話になってる人の場合は、オンライン

授業にした方が、バイト等に時間を使えるので助かると思うー。

実践型の学部なはずなのに全てオンラインではなかなか対面と同じ授業とはいえないから。また、学問だけで

なく人間関係の形成や他の学生との交流も大学での学びの一つであるのにそれがオンラインでは全くできない

から。

めんどくさい
前期の段階から真面目にやる学生が損になるのではないかと懸念していたが、成績発表を経てそれが明らかに

なった。昨年度成績が良かった生徒は下がった・納得がいかない・真面目に課題を出したのに理由もわからず

落としたなど悩んでいたのに対し、成績が悪かった(対面でもオンラインでもほとんど出席しなかった又は授

業を見ていない)生徒は1点以上成績が上がったと喜んでいたため、大学の本来あるべき姿からオンライン授業

によってより遠ざかっていると感じたため。

課題の多さ。授業の質の低下。キャンパスでの友人との交流、部活動やサークル活動での課外活動を行いた

い。

高い学費は、キャンパス内での経験価値が含まれていると思うから、学費に合った大学生活をちゃんと送りた

い。

また、大学の友達にも会いたいから。

・通学費がかからないため、家計が助かっている。

・通学時間がかからない、非同期の授業のため時間に融通が効き、家事を手伝えるようになった。

・生理痛が重いため、対面授業のときは座っているのがやっと、または休まなくてはいけなかったが、オンラ

インだと好きな時に見返せたり、授業が受けられる。毎月の悩みだったのでとても嬉しい。

授業の質が落ちる。

友人に会えない。

実習ができない。

大学の施設が使えない。

課題の量が教授の連携不足で考えられていないから

オンラインはもう十分。飽きた

原則はオンラインでいいですが、やはり実験は対面の方がいいですね。(さすがに実験は自分で行いたい)

友人と会い家に閉じこもることなく精神的に健康になり人間らしい生活を送るため。

1人くらい友達が欲しい

精神的に苦痛であるため。ただ、大学という場所の特性上、感染拡大のリスクも否めないと考えている。



学費が変わらないから

オンライン授業が辛いから

授業の質が落ちすぎ

これ以上は精神的に辛い。

やる気が出ない(対面だからといってやる気が出るかは別問題)

前期に1度だけ大学で対面授業を受ける機会があったが理解度が違った(対面の方が良い)

実験やらせてくれ

オンラインのタイムスケジュールに体が慣れているため。そんなに不自由ないから。

やはり、対面がいいに決まってる

人との交流を楽しみたいから

オンライン大学に入ったのではないので、

オンライン授業を希望するかどうかを考える必要性を感じません。

大学に行きたいから。中学校、高校は通常授業だから。

ホントに早稲田の知り合いが０人だから

目が疲れてしまうので

陰キャラだから陽キャがオンラインつらいとか言ってるの見ると頃したくなるゾ

緊張感がないために内容が身につきにくい

周囲と意見交換がしづらいから。オンラインで済ませては対面式の大学に入った意味がない。また、高校や会

社の現状からしても対面にしてそれほどの感染爆発は起きないはずだが、頑なにオンラインにする意味が感じ

られないから。

zoomなどの対話は対面との対話と全く違います。顔しか見えないのでその人のジェスチャーや仕草などが全

くわかりません。また、顔が見えるといっても目が合う訳ではないので対話と言うよりは1人ごとをしている

と言う気持ちになり、本来あるべきコミュニーケーションには程遠いと感じます。また、紙類などは使えない

ため意見の交換の場としては不十分だと感じます。

大学に通いたいから。

オンライン授業は一時的なものであって、4年間ずっとオンラインではないと考えているから。授業料が変わ

らないのに、ずっとオンラインは間違っていると思う。

オンライン希望する人は放送大学に通ってくれ

友達もできずずっと家にいて辛すぎるから。

課題の量に配慮があれば希望するが、全く配慮がなく大学側が改善する兆しが見られないので希望しない

自分の身になっている気がしない。

授業料は変わらないのに。友達と会って一緒に学びたいのに。

試験勉強がないことは近視眼的に考えれば嬉しいが、将来国家試験を受けること等を加味すればしっかりとし

た勉強の機会を先送りにしているにすぎない。自分の勉強のモチベーションアップの為には対面が始まってく

れた方がいい。

大学に通いたいから。

質の低下、減らされない学費、友人と会えないなど、オンラインで感じられるメリットを上回る、上記の問い

のようなデメリットが大きすぎる。

授業の質が低下するため、また、同学科の人と会えないため

ゼミや語学など、その場でのコミュニケーションが重視される科目は対面で行ってほしい。

全ての科目の先生方の顔を知らないまま前期が終わったことや、質問を返さない先生が多かったことで、一方

的な講義で何のための大学なのか分からない。

一番は人間関係です。逆に言えば、それなりの人間関係さえ構築できれば、僕はオンライン授業を継続しても

構わないと考えています。

授業料と割りに合わない

学校の施設が使えない

視力が下がる

辛いから



1年間丸々大学に行かないことになって無駄を感じるから

オンライン授業だけだと、精神的にきついから。

何も得た感覚がない。

授業資料が手抜きすぎてこちら側のやる気がなくなるから。低クオリティの授業に学費を払う理由が全く分か

らないから。

豊富な知識が得られず、学費の無駄だと思うから

学校に行って友達に会えないから

ない

・下宿での学習環境が悪いうえに大学構内を使わせて貰えない。学習環境に難あり。

・そもそも授業の質が低い。

・座学以外でたくさん学べる点にメリットを感じて入学したのに一切行われていないため。

精神的に限界がきているため。

つまらないから。

オンライン授業ではモチベーションを維持することができないため。

課題が膨大すぎて自分のやりたいこと、自分のためになることなどに時間を割くことが困難になる。

課題ばかり増え、課題をこなすことが目的になってしまっている。学びになったと感じる回数が対面に比べ

減った。

そろそろ人と会いたい

対面でしか得られない学びがあるから。

友達と、意見交換やたわいのない話が出来ないし、なにより人との交流機会が絶たれ、張り合いのない日々を

また半年無駄に過ごしていかなくてはいけないことに、それが大学生に限ってであることに、不条理を感じま

す。

学校に行きたい。友達を作りたい。教授や先輩と話してみたい。

やる気が出ないため

全ての授業を対面にしてほしいとは思わないが、大学生として生きたい。家でオンライン授業をしているだけ

ではとてもつまらないから。

生の授業を受けたい。動画を見るだけなら通信大学で十分。

精神衛生面によくない

一度も大学へ行っていない。教授に質問したり友達と相談したりしたい。

オンライン授業での良さも少なからずあるが、やはり通う大学は音楽を学ぶ学校のため、オンライン授業では

不可能な授業も多数あるから。

折角去年確立した、大学内での勉強法が使えなくなって残念である。教諭や学友との交流もなしに充実した大

学生活が送れるとは思えない。

当大学では履修範囲によって中間試験が設けられるが、オンラインでは行えないので、期末試験で一発勝負を

強いられる。しかも膨大な量で。

質が落ちる

通学時間がないなどのメリットもあるが、やはり学友と共に同じ空間で勉強できることはかけがえのないもの

だと感じるから。

より専門的なことを習うようになるので、みんなとの意見も交換しながら理解を深めたいから

春学期間、授業内容に見合わない量の課題に忙殺され、またあの日々を過ごすのかと思うと辛くて仕方がない

から。

払っている学費相応の授業内容が行われていると思わないから

効率的な学習、双方向の学習、相乗効果が得られる学習、多様性のある学習が出来ず、本来の知識が得られな

いため。学費に見合っていないため。家庭環境が学習に適した環境ではなく、集中できないため。心身共に影

響が大きすぎるため。学生間の負担の差、学習量の差が開く上にそれに全く比例しない成績評価が起きやすい

ため。講義以外の学習が全く出来ないため。



大学生！！っていう日々を送りたいから。

オンライン授業を求めて今の大学に入学したわけではないから。

友達に会えないただの通信授業に100万の価値がないから。

さみしい

直接友人とやり取りできない

プリントなどがないとわからない

大学に行けず、友達と会えないから。

内容が理解しにくい

友達ができずパソコンをひたすら監視する作業がつらい

大学での授業を楽しみにして入学したのにこれではあまりに非情です。オンライン授業で喜んでるのは怠惰な

大学生のみです。

友達がほしい

人間は人と人の繋がりで生きています。その繋がりが失われた前期のようなオンライン授業では、精神的にも

たない人が続出するでしょう。

対面授業有りきで入学した。オンライン大学に入学していない。

急に対面授業って言われても対応できない

友人に会えないのが辛すぎるため。

対面授業があたりまえで入学したから。

課題漬けにされるだけだから。

ずっと家に籠ってると友達が出来ないし暇だし気分わるい

友達をつくりにくい。人間関係がわかりにくい。逃げやすい環境のせいで単位が危うい。

大学の人と会うことができず、モチベーションに繋がらない。学費がもったいない。課題が多すぎ。

やはり大学に入学した意義は、大学に通うことによってようやく見出されるものだと思うから。

友達と受けたいから

普通に大学生を経験したい

ずっとパソコンの画面を見るのが辛い、友人に会いたい

自分にオンライン授業が合わないから。
・zoomを使っている授業において、wifiの関係で接続が一時的に途切れてしまうことがたまにあり、それによ

り授業内容を聞き逃してしまったり、(途中でzoomに入り直すため)遅刻扱いにされてしまいそうになることが

あるため。

また、授業内容を聞き逃しても、一年生は友人が少ないためなかなか質問をしたらすることができず、教授に

もメールでしか質問できないためタイムラグが生じてしまい、問題をすぐに解決できない。

・期末試験を受けた際に、その時たまたまパソコンの調子が悪く、テストの制限時間が短くなってしまった。

対面授業の際には紙面で行われるテストのため、このようなことにはならなかったはず。

・各教科の課題が多く、手が回らないため。

何のために勉強してるのか意義を見出せない

友達を作りたいです

大学が落ち着きの場でもあり癒しの空間な為、対面でもいいので大学に行きたい

学生の健康を守る為と大学は言うが、オンライン授業のおかげで明らかに不健康になっている。

どんどん心が磨耗していくのがわかる。

コロナに罹って死ぬより遥かにリスクが高い。

もう高齢者や持病持ちのために自分が犠牲になるのは嫌だ。

大学は授業だけではなく、人との関わりも大切。金額に全く見合ってない。

残る授業(単位)が卒業論文のみのため。

オンラインしんどい…



このままだと健康で文化的な人間らしい生活が送れないと感じる

せっかくお金払って大学に通ってるのだから、直接授業を受けたい

全てオンラインはやめて欲しいと思います。人とのコミュニケーションが減り、どの学年も辛い時期が長引く

だけだと私は思うからです。(実際に、会った友達も病んでいた、辛かったと言ってました)

自宅で1人きりで授業を受けるより、実際に大学に行っていろんな人の意見を聞きながら授業を受ける方が力

がつくと思うから。
オンライン授業は明らかに対面授業より質が低いと思うからです。ある授業で、30分講義がありその後は資料

に書いてあるから読んでおいて、と言われて終わりというのがありました。その先生の授業は去年も受けたの

ですが、明らかに去年より内容が薄っぺらかったです。他にも、生徒が一人ずつ発表し意見交換を行う授業の

予定だったのに、オンラインではそれが難しいとなって先生が話すだけになった授業もありました。こんな授

業ではやる気が出ないです。周りに同じ興味を持った学生がいるのと、一人部屋でパソコンの前で授業を受け

るのとでは集中力に差が出るのだと思いました。あと私の家の近くはよく車が通るので、車の走行音で授業の

内容を聞き逃してしまうことがよくありました。後期は一部対面ということでしたが本当に一部の授業だけで

私の受ける授業は全てオンラインでした。また半年この日常が続くのかと思うと憂鬱です。朝早く起きて駅ま

で行って二時間近くかけて大学通ってた時は大変だなと思ってたのですが今はそんな去年までの日常が恋しい

です。

友達、クラスメートに会えないから。また、生活習慣が乱れるから。

もしも後期もオンライン授業となった場合、前期のように授業とは言えない、資料と課題が大量に送られ一日

中PC画面と向かい、学んでいる気がしない毎日を送ることになるのかと思うと恐怖心に駆られる。

大学の学びの形態として主客転倒。学ぶための講義であり大学の機能のひとつでしかないのに、大学が講義を

し単位と学位を発行する場でしかなくなっている

大学の施設や実習に魅力を感じ受験したため。

また卒論を家で1人で進めて行くのは難しいと感じるため。

実技メインの学部で、オンラインでは伝わらないことが多すぎるから。

教職の授業等で、本当は対面で教える練習をしたいのにオンラインで教える練習をしても意味を感じられな

い。

出欠等で点数を付けづらいのは分かるが、意味をあまり感じられない分量だけは多い課題が増えた。

課題が多い

身にならないから

出会って話す授業の方が価値がある

大学に行って対面授業を受けたいから

大学に行きたい。

辛いです、、、

人と交流する機会が減るから

折角の大学生活なので、友人や仲間と同じ空間で授業を受けたりキャンパスライフを送りたいから。

授業における他学生との交流があってこそ学業に励むことができる

以前に比べて授業に対するモチベーションが下がってしまったから

そのなかでも、少しでも学生とかかわり合う時間がほしい。

切り替えができない

じっとしてて体に悪い

友人との交流が減って思考に幅が生まれない

家族の動きが気になる

対面の方がやる気が出る。友達が欲しい。

やる気に関して、周囲に依存することが多く、周囲に人間がいない状況は好ましくないから

機材やそれを使いこなすが必要であり、また通信環境などによって質が左右されてしまうから。

施設を通常通り使用できないのに授業料は基本的に満額支払わなければならず、加えて友人や教授との交流・

議論の場を絶たれてしまうので、金銭的にも精神的にも苦痛を感じる措置であり、キャンパスのある大学に通

う意義を見出せないから。



辛いから

小学校から高校まではぼぼ通常の授業が行われているほか、COVID-19の感染拡大がいつまで続くかの見通し

がつかないため、どこかで日常を取り戻す必要があると感じる。

大学の勉強は答えがない（掲載がないorそもそも答えが存在しない）ため、他のメンバーとの密な会話が不可

欠だから。

授業の量的・質的低下。しかし、授業料は変わらない。こんな理不尽は許されない。

授業が詰まらん

対面よりもはるかに授業の質が低い。

前期の授業が資料の配布と課題提出のみだったため。とても質の良い授業だとは思えなかった。

孤独に家で淡々と課題をこなす毎日にうんざりしている

効率が非常に悪い

対面で授業することを前提に入学しているので、オンラインやと大学として十分に仕事を果たしているとは思

えないので

パソコンと一日中向き合う生活が嫌。

大学生だけ緊急事態宣言の解除がされていない。人間関係を絶たれた状態が長期化すると、精神的に持たな

い。

友達と会えない

入試以来学校に行ったことがなく友達も誰一人いないから。

対面の割合が秋学期は少ないので、そうであるなら100%オンラインの方が勝手がわかっているのでやりやす

い。

自宅で1人で授業を受けることだけのために、大学へ進学したわけではないから(主に新しい人との交流を期待

していた)。

質が低すぎる

学費に釣り合わない

つまらない

大学の友人ができない

精神的および体力的にしんどいと感じるから。

友達を増やしたいから

課題が多いから

教授によっては授業内容が分からないのにフィードバックされないなどの不都合がある。

そもそも人とコミニュケーションを取れないので人間関係から生まれる成長、学びが一切発生しない。生活す

る場所と勉強する場所が同じなので切り替えが難しく生産性が著しく低下する。

もう限界

授業を聞くだけが大学生活ではないから。オンライン授業で大学が成り立つのなら日本の大学は放送大学ただ

一つで事足りるということになる。

友達が欲しい。

対面の方が圧倒的にわかりやすいです！

大学付近でクラスターの発生がある。嫌いな先生との接触を避けたい。

オンラインの良さも十分にあると思うし、オンラインでやると言われれば、その環境でできることをやろうと

思うが、先輩や先生方から多くのことを学べると感じた為、対面授業を希望する。よってオンライン授業はあ

まり希望しない。

つまらなすぎる。なんのために大学にきたのか。中高はやってるのに。

友人と共に学びたいから。

もう、うんざり。

もう疲れました

しんどい



朝起きて、大学に行く準備が面倒だから。

一方でディスカッション系授業の場合、オンラインであると話す内容が限られていたり、友達を作る機会が圧

倒的に少なかったかなと感じたからです。またインターネット環境が悪いと、授業の最中の教授が言う重要な

ことが聞き取れなくない時があるからです。
困ったことや聞きたいことがあっても気軽に話せる人がいなくて辛い。オンデマンドとZoom、資料、全てを

駆使してオンラインでもとても充実した授業を提供してくれた先生もいたが、それに比べて2.3週間に1度の課

題だけでフィードバックもない先生など、先生によって授業の質の差が凄く落胆した。

孤独感で、集中出来ない

内容が習得できているか不安

生の講義を聞き、友達と一緒に考える時間がほしい

友人と共に学びたいから。

制作したものを写真に撮って送るやり方が全く合わない。制作中にもアドバイスがほしいし、今まで周りの人

の作品から学ぶことも多くあったため。

面白くない

学費との割があっていない為、親に学費を出してもらうのが申し訳ない

授業がつまらなくなるため。
オンライン授業だと周りの状況が分からず、会って気軽に相談できる友達も少ないため、孤独に感じてしまい

ます。また、対面授業に比べて教授に質問できる回数も少なく、分からないところがあっても自分で解決しな

ければならないためとても苦労します。私の大学は９０分授業ですが、一部の授業は１５～２０分間授業を

やっただけで終了してしまいました。対面授業よりもはるかに授業の質が低下しているので残念でなりませ

ん。また、本来授業内で完結するはずの課題も宿題として出されるため、授業時間外でもパソコンに向き合う

時間が長くなってしまい、頭痛やめまいなど、身体的にも辛く感じることが多々ありました。そのため、趣味

や休憩に費やすはずだった時間を失い、ただ疲れがたまっていくだけでした。また、レポートなどの書き方を

詳しく教えてもらっていないのにもかかわらずすべて一から作成しなければならず、負担は増える一方だった

のでとても辛かったです。

実験や実習, 演習等は対面で行うことで得られるものが多いから

質問等はどうしても対面の方が行いやすいため、希望する生徒だけでも対面式の講義が受けられると良いと思

う。

今後も継続して欲しい

オンライン授業を受けているだけなら大学生になった意味がない。

大学で友達と会いたい

自分が堕落していくのがわかるがやる気が起きない

座学ならオンラインでもいいが、専門科目は座学でも対面の方が良い

楽しいことがないから。

パソコンが本当に辛い

入学式も行ってない学校も一度も行ってなくて行きたいに決まってる。花の一年生が終わる。コロナなんか嘘

だし。

オンライン授業を前提にこの大学に入学し、学費を払っているわけではないから。

人と接する機会がなさすぎてさすがに堪える。個人的にSNSはあまり使えない（見る専？ROM専？）人間な

ので、直接継続的に会わないと知り合っても仲良くなれない…



パソコンやWi-Fiの不具合によるストレスがなくなるから、対面でこそ得られる情報があるから、同じ授業を

受けている人に会いたいから、ディスカッションなどがやりづらいから、グループワークが非常にやりづらい

から、企業から招いた講師やゲストスピーカーの方と話をする機会が損なわれるから、一人で家に篭るのがつ

らいから、図書館などが使えないから、課題が多いから。オンラインの中でもzoomやwebex、Google meetな

ど先生によって使うものが異なり混乱するから。課題の提出期限もまちまちで混乱するから。オンデマンド、

オンライン、対面が混在し混乱するから。完全オンデマンド授業であれば学校がある時間をバイトやインター

ンなどに有効活用できるが、オンラインや対面授業が混在することでそれが難しくなり、結果的に一日中引き

籠ることになるから。課題の量が多くバイトやインターンをする時間がないから。同じ学費を払っているのに

対面が多い人とそうでない人で格差がでるから。そもそも、大学で行われる対面授業を前提に受験をし、授業

料を払っているのに、大学側の怠慢によってその契約が十分に果たされていないことに不満を覚える。
大学へ行って学びたいです。

直接、教授から講義を受け、仲間と論議する時間があって、多くの事を吸収して充実感を感じたいです。

オンライン授業は、数分の講義の後、課題の説明で数十分で終了する科目もあります。

これで満足な授業が受けられていると言えるでしょうか。

オンライン授業は希望しません。

時間割通りに受けるやる気が自然と消えてしまうので学校に行って時間割通りにしっかり勉強したいから。

授業についての相談を人にしたいし、課題の量が多すぎる。

実際に対面でないと苦しい授業がそこそこあるため。

本当に友達ができない。

質が低いから。

授業の質の低下、会話数の低下、課題の増加、休日しか大学を利用できない、学費とオンライン授業が見合わ

ない

課題の比重がおおすぎることや授業の質が悪いことなど、デメリットを感じるばかりで、メリットを感じな

かったから

大学に行きたい

できるだけ普通に近い生活を送りたいから。

小、中、高校生が毎日学校に行けていて部活もいつも通りやっているなかで、大学生は家の中で朝から夜まで

パソコンをみながら生産性のない授業をうけ、課題をやるだけの毎日。大学の友達もできず、1年がおわる、

こんなに地獄のような毎日を送っていてはなにもやる気がおきず、精神的におかしくなってしまいそうにな

る。

大学に行き授業を受けたいからです。

学費を払ってるとは思えない授業の質。課題の評価を出さない教授も多数いる。課題をこなしても良かったの

か悪かったのか分からない。そのため、訳もわからず課題をこなしているだけの状況。自分の学力が向上して

いるのか分からない。そのため、何のために授業を受けているのか分からなくなる。また、私は一年生のため

横も縦も交流がない。疑問に感じたことなど気軽に聞ける人がいない。よってオンライン授業は希望しない。

授業の質が低下するため。部活動や、留学生との交流を持つ機会が減るため。

実際に会わないと音がわからない。
他学科との友達と会えない

これ以上ひとりで不安を抱えながら授業を受けることに精神的にも身体的にも限界を感じるから。

入学してから大学に行ったことがなく、キャンパス内の図書館に入ることもできないため、レポート用の資料

集めや、家での勉強に限界を感じているからです。

友達ができない。

授業自体は妥協してもいいが、キャンパスライフとサークルがないと友達と話せない……2年生3年生が飲みに

行ったりしているのに上京して友達すらいない……上級生はもう友達いるからオンラインでもいいんだと思

う。1年生には地獄

対面の方がわからない問題があった場合、友人たちと考えがその場で共有しあえるしコミュニケーション能力

も必ず向上するから。

友達に会いたい



対面じゃないとやる気でない

状況を踏まえればオンラインが最善であるが対面であるからこその経験などもあるためやはり対面のが良い

なし。

部屋から出たい

人と会えない

オンライン授業の質が低すぎるから

週2だけ対面でやるなどして、大学に行きたい！

人との交わりがあってこその大学だと思うから。

大学で友人を作りたいから。

つまらないから

先輩や就職の話など人と話すことがあると思う

高校生以下の学生は学校に通い、社会人は通勤しているのにも関わらず大学生だけが学校に通えないのは根本

的におかしいから。また、通常通りの学費を納めていることに納得いかないから。

人と会えず辛い。やる気も出ない。

対面でない分課題が多く、わからなくても友達に聞けないから。また切り替えが難しくやる気が出にくいか

ら。

課題の多さが嫌だ。課題減らしてくれるならオンラインがいい。

オンラインで授業を受けること自体に不満はないが、ずっと家族のいる自宅で過ごすことが苦痛だから。

自己管理だと途端にやらなくなるから

バイトが以前より出来なくなるので収入が減る。

交流がないから、つまらない

こちらが何故オンラインなのか教えて頂きたい

友達に会って実際に授業を受けたいから

前期の授業期間で視力がかなり落ちたからです。大量も落ちました。

一人でもいいので、学内の友人が欲しい

人生で1番大切な時期を潰すことになるから

つらい

課題をこなすだけで何も身に付かずに卒業しそうで勿体ないから

友達に会いたいから

つまらないし身にならない。

授業を受けたかどうかわからないため、授業時間外で課題がでる。その課題が毎授業ある為、課題に追われ結

果的に課題をこなす為に授業を受けるようになり、理解度が低くなったから。

だるい 眠い やる気出ない キツい 課題多い 人に会えない パソコンで1日終わる 出かけられない

勉強に追い付ける気がしない。

ない

対面でないと、対人関係の構築や深い理解ができないからです。

実験等オンライン授業ではどうしても出来ないものがあるため

授業の質が著しく低く、テストでのカンニングも容易にできてしまい、勉強した人が損をしていると感じたか

ら。

講義の質が低すぎる

オンラインより断然に対面授業の方が質が高い。



友人と会えない。

施設は利用できていないし、授業の質が悪い（質問を受け付けない、資料を読むだけ、授業は時間の3分の１

で終わったりする）

辛い

質が悪すぎて自分で試験勉強などした方が為になる。課題も何の為の課題なのかわからない。

通信制大学に進学した覚えはないから。また、ひたすら家に引きこもり一人でPCとにらめっこを続けること

が苦痛だから。

とにかく切り替えが出来ずに無気力に一日を終えてしまう。友達がいれば共に励まし合い、助け合いながら課

題に取り組んだり授業をうけたり、たまには息抜きをしたりできるのに、全て1人で、黙々とパソコンに向

かってこなさなくてはいけないので、苦しい。これなら大学に行かず、参考書などを読んでおくのと同じだと

感じる。

前学期の授業で、対面と比較して授業の質が圧倒的に下がったから。
そろそろ人間やめそう。小中高は再開もしてるし部活動もやっているその状況で少人数のゼミですら対面にせ

ず学校に行くことも許されず去年と同じ額の学費を払うなんて頭おかしいとしか思えない。前期先生たちも準

備が大変なのは分かるけど授業の質があまりにもクソすぎて課題出すだけだったり説明されなきゃ分からない

問題を丸投げしてきたり苦痛でしか無かった。ちゃんと課題出しても都度評価してくれる先生と成績発表の時

だけ理不尽な評価してくる先生といて当たり外れが対面より激しい。就活のことが不安になる。対面でしか伝

えられない自分の気持ちを文章にして伝えるのが難しくてもどかしい。それっぽいこと言ったけど結局は大学

行かないと毎日つまらない。大学生行動範囲が広い感染拡大の可能性があるのは分かるけど遊びにみんな色ん

なとこ行ってるからそんな今と変わらないんじゃないかなーと思う。

質が低い、課題がやたら多い、ずっと家にいて鬱になる
　まず前提として私はオンラインの廃止を望んでいるわけではなく、対面を選ぶ権利、キャンパスに通う機会

を求めています。遠隔授業も感染リスクを犯せない人への配慮として継続すべきです。

　前期のオンライン授業では、メリットよりも遥かに大きいデメリットを感じました。まず学校へ行く機会が

奪われるという事です。学校へ行かないため友達との交流が出来ずに日常的に孤独感を感じ、精神的にも不安

的になりました。特に一年生は初めの１学期を遠隔のみで過ごしたため、大学で一度も人と関わってない人も

多いです。そしてもう一つが、十分な内容の授業が受けられていない事です。特に語学では双方のコミュニ

ケーションが重視になるので、かなり対面に比べて授業の質が低いです。一応zoomを用いて双方向の形式を

取ってはいるのですが、声が届くのに時間差があり、とても会話と呼べるものではありません。そして三人以

上で会話すると聞き取る事が困難になるため、内容の確認などは殆ど行えません。その結果英会話が目的の授

業であっても、単なる教科書の音読しか行われません。そしてこれは私の学校が特別なのかもしれませんが、

体育を遠隔で行うそうです。これはもう教科が変わっているような気もしますが、授業を延期や中止にする事

はせずあくまで体育として行うそうです。これで何故大学の授業はオンラインで行うのが可能と言えるのかが

理解できません。個人的にはオンラインでも可能なのは授業ではなく、大学の経営の間違いなのでは無いかと

思います。実際十分な授業は行えていませんが、授業料を始めとする費用は全額支払っています。そのため大

学には例年通りのお金が入ってきて，特に不自由は感じでないのだろうと思います。しかし学生達、少なくと

も私は遠隔では対面の代わりを出来ていないと思います。これ以上のオンライン授業の強要は辞めて、対面授

業の機会を与えて欲しいと思います。

大学の施設料を払っているのにキャンパスに行くことができず、家にいると電気代や通信代、印刷代などがか

かるため、授業料を減額しないのであればキャンパスに行くことが前提であると思うから。

対面授業の方が楽しいし、質問もしやすいから。

大学生活とはとても思えないから

人間関係を作るのも大学に行く意味の大きな一つであると思うので、今の状況だと交流するすべがないから。

アパートのワンルームでは生活と学問を両立させられないから

飽きる

人と会う。

大学側がオンライン授業を理由にして、設備の管理費を満額払っているのに、生徒を図書館に入れることを許

可しないことが腹立たしいから

時間の管理の難しさ、通常時よりも課題が多いこと、後に残るものになるため教授の話が一般的なもののみに

なること。



・試験勉強は図書館でしたい（前期はレポートだったのに後期はオンライン試験になった)

・通学することで授業と休みの切り替えができる

・語学やグループワークが対面の方がやりやすいし、わからないところはすぐ友達に聞ける

・友達とお話ししたい

・ブルーライト浴びすぎて目と頭が痛いし眠れない

大学生以外はそれなりの学生生活送れているのに、、、と日々感じてしまうから。

免疫系の難病を患っていたため

一部講義形式のものは授業自体は対面・遠隔どちらでもいい。授業の前後に学生同士でコミュニケーションを

取れたらいいな、とは思う。

大学に行かないと人との交流が無い（周りを見て判断できない）

オンデマンドは必ず課題が出るのだが、その課題量があまりに過多であるため。

なぜオンラインかがわからない。

遠隔授業が上手くいっていないのに、こんなに高い授業料を払いたくない。ちゃんと授業料に見合った施設、

設備、先生達と面と向かって授業を受けたい。

一人でいると辛いから。

授業の質が低いから。

学校に行かないことで友人と話す機会が減り、頑張る気力や日々の小さな幸せを感じることが出来ないから。

最低週1でもいいので学校に行きたい

心身共に疲弊し、特に精神的に病んでしまったので日常生活に支障が出ているからです。

また、友達との何気ないやりとりからも学ぶことが多いと感じていますが（コミュニケーション能力など）、

オンラインではそれを学べません。

対面授業をする大学に入学したから。
私は大学4年生で、講義形式の授業は現在受講していないため、以下は卒業研究に関わるゼミについての意見

です。

オンラインのゼミでは発表と質疑応答を行いますが、全員ビデオオフなので聴衆の反応なども確認できず、発

表は画面に向かって一人で発表練習をしているのと同じ環境です。

私は他大学の大学院に進学するため、来年以降対面での学会発表などが行われる可能性を考えると、後期も対

面でのゼミがないのは大変不安です。

また、研究室の先輩や同級生との雑談の場も一切設けられていないため、研究室に行ければできたはずの、研

究に関する気軽な質問・相談などもできません。

行き詰まったら、一人で悩むか、忙しい担当教員にメールで相談するしかありません。

前期期間中は、一人暮らしの孤独と、進路に関する先の見えなさ、研究が思うように進まない不安などから、

軽い鬱病のような症状が出始め、大学のカウンセリングを利用しました。

(現在は進路が決まり、友人と会う機会も少しずつ増えてきたので治っています)

前期は、先輩の発表も見られず、研究発表のやり方も指導されなかったため、学生は自分たちでやり方を調べ

て発表をしてきました。

後期は、卒業論文の執筆を行います。このままでは、おそらく、十分な指導を受けられないまま、研究室の設

備も使えないまま、ほとんど独学で卒業論文を書き、同級生にも会えず、卒業することになります。

上記の理由から、私は対面での授業を希望します。

前期はオンライン授業で様々なことが制限されたから。人に会いたい。

膨大な課題の量に睡眠時間を削られさらに、満額払わなくてはいけない学費等の減額、返金がないからです。

まだ1人も友達がいないので、友達を作りたいから。入試以来入ったことも無いキャンパスに行ってみたいか

ら。

大学の授業について分からないことが多すぎる。それでいてその不安を共有できる仲間も質問できる環境も

整っていない。自分に自信がなくなる。対面授業を受けたい。

課題が大量になって精神的に病んでしまうことが辛いからです。



対面授業を行う前提で入学したため、オンライン授業が続くと大学にいる意味がないから。

来年度の一年生と同じスタートには納得できません。

授業の質、やる気

大学に通いたい

秋学期は一部が対面講義になったが、質問もリアクションもはるかに楽で通学の苦労をはるかに上回る良さを

感じた。高校に通っていないので学びを共有する経験に乏しく、大学生活ではそれを期待していただけに、関

心の高い講義がフルオンラインなのは辛い。

対面と比べて質が落ちる

友達と会うのは精神安定剤だと思う。前期は一回も行かなかったけど、理由もわからずなんとなく辛かった。

学んでいるという実感がない。友達と分からないところの教え合いができず学びが深まらない。国家試験の時

期であるが、周りが勉強している姿が見えないため焦りを感じにくい。朝起きれなくなってきている。これら

がオンライン授業化してから生じているため、後期はオンライン授業を希望しない

実習を実際にやりたいから。体は元気でも心が元気じゃなくなるから。

精神的に不安になる

大学は沢山の人と会って自由に意見交換をしながら、自分の興味ある分野について学ぶ場だと思うから。

友達が1人もできない。本当だったら友達が出来てる予定だったしサークルにもはいってた。

対面には、対面だからこそ先生から学べることや、いつでも友達や先生に聞きたいことが聞けたりする環境が

整っているから。

小学校や中学校は学校を再開しているから、大学も再開しても良いのではないかと考えた。また、単純に最後

の学生生活がこのような形で終わるのは不本意なため。

授業の質が低すぎる 大学維持費を払っている意味がない、学費と授業のクオリティが合わなすぎる

友達も出来ないしメリハリも付かないしつらい

対面が良い

孤独で辛い(一人暮らしなので尚更)

大学生らしい生活を送れていないため。

対面ではないため授業に対するやる気が出にくかったり、新しく友達を作ることが難しいなどオンライン授業

のデメリットが辛いため。

前期で対面とオンラインをどちらも経験しました。入学式は中止、2回ほどしか学校へ行かずすぐにオンライ

ンへと切り替わりました。

オンラインでは、まず教科書を学校に置きっぱなしにしていたので先生方が添付ファイルとともに載せてくれ

ていました。が、使う資料が乗ってなかったり、違う資料が載っていたり、なんてことがありとても不便でし

た。また、クラスごとに授業の動画があがっていましたが、私のクラスだけ上がっていないなどの問題があ

り、いきなり｢課題が出てません。｣と担当の先生からメールが来てたりもしました。毎日毎日、たくさんの教

科の課題をやりこなし、睡眠時間までもを削り、課題をこなしていました。どれかと会う息抜きの時間もな

く、初めてで右も左も分からない授業を淡々とこなす毎日は本当に苦痛でした。

対面では、実技授業がやっとできたり、学校の中でみんなと顔を合わせて喋れることが出来、オンラインより

もわかりやすい授業を受けることが出来ていました。規則正しい生活も送ることができるようになりました。

後期も対面でやって欲しいと思いました。

授業の質が悪いし、友人と就活のことやゼミのこと、それぞれの考えなどを気軽に話せないのがきつい。わざ

わざLINEして話す悩みではないように思える、でも話したい、話せたらいい、そんなことが多い。

PDF資料送りつけてくるだけで授業をしたとは言わせない。

高い学費や施設費を払っているのにも関わらず、図書館等の施設を何も使えないことに加え、対面授業に比べ

て授業の質が低いから

全てにおいて意味がないとでもいうか、キャンパスの存在意義がないから

つらい死にたい

率直に、大学に行きたいからです。



学生同士の交流が出来ないのが1番嫌です。意見交流ができない。成長度合いが違うと思います。また、実技

授業もオンラインで先生が行っているところを見るだけの科目もあるので分かりにくい。実際にやらないとわ

からないことは沢山ある。

学校に通って普通の生活を送りたい

父親が9月に癌になったことが分かり治療が始まり、妹と母親は喘息の持病持ちであるため、コロナにかかっ

てしまうと迷惑をかけてしまう。

就活や資格勉強もあるなかで自分で時間を好きに使えるから。

実技の内容が勉強できないから。

友達や先生に会えない。対面のほうがわかりやすいし体の調子がいい。

東京のコロナはまだ治ってないから。

飽きた

友人との接点が少ない。目が疲れる、肩こりなどの体調不良があった。また、課題の量が対面授業と比べて多

い。

チャットだと、文章でしか自分の言いたいことが表現できず、正しく伝わらない時があるから。自分の周りに

人がいることで、勉強に対するやる気がでるから。

授業の質が悪い、環境が整ってない先生方が多い、授業に集中できないため

本来の大学生としての生活が送りたいから

友人に気軽に会えないのが限界

人と会えなくて孤独、不安であるため。

目が疲れる、やる気が出ない

実験などの実習が酷すぎる。

人と会って話す機会がバイト以外にほとんどなく、訳も分からず精神的に病むから。

卒論のゼミだから

オンライン授業だと勉強の効果を感じられづらいから

・ゼミなどの会話が必要な授業は、間の取り方が対面よりも難しく、円滑に進まないから。

・研究の特性上、図書館にない本や史料を扱うため、欲しい本をその都度ゼミの本棚から漁り読むことをして

いたが、現状ではそういったことができないから。

・下宿で独りはまじで病むから。

普通に勉強わからなくなったし留年しかねないから。

友達ができず不安なまま過ごしたくないから

直接教員から受けることで得られるものがあるから。無駄な課題に取り組まなくていいから。

オンライン授業はメリットもあるが、やはり対面での授業を行いたいから。

対面授業である方が圧倒的に授業に臨む姿勢が違う。オンライン授業だと大した説明せずに課題やレポートの

みを大量に出す先生がいて、授業内容が全くわからないし、自分の知識にもなっていないと思いました

親の仕事の関係で実家に帰ることが出来ず、そろそろ一人でいるのが飽きたから。

まだコロナ禍が完全に収束しきっていない状態で従来通り大学生まで公共交通機関や大学構内などを利用して

しまったら人が密集する機会や頻度が増えてしまい集団感染等のリスクが高くなるだけで社会にとって何も良

い事がないため。

授業の質、モチベーションの低下を防ぎたいから

私が通っている大学はグループワークや実践的な学びに重きを置いている大学です。大学の売りであるこの二

つがオンラインではうまくできてるとは思わないからです。

大学教師のパソコン音痴ぶりには疲れてしまう。ただ勉強するのは受験期の延長線上みたいなものでサークル

活動などで楽しい大学生活を送りたい。

分かりにくい授業がある、質問がすぐに返ってこない、学生間での情報交換がTwitterのみ、ネットの状態に

よっては授業が受けにくい時があるから。

無駄しかないから。



家賃無駄

友達ゼロでわかんないとこ聞けない

友達がほしい

質問できないのはきつい。

相談できる友達が欲しい。

部分的にオンライン授業ならまだ良いですが、完全なオンライン授業だとさすがに精神的に参ってしまう気が

します。また、オンライン授業だと、授業によっては課題のみで終わる授業があったりと、単位を取得できて

も将来のことを考えると不安に思います…。

施設を利用できない、同級生や先輩と意見を交わしたり相談することが出来ない

半端な通学がしんどいので対面とオンラインの併用が難しい

友達が出来ない

オンライン授業に慣れてない先生も多い中、対面授業と同じ学びが出来ないから。また、画面と向き合う時間

が多すぎてとても苦に感じた。それに、人と関わることを辞めたら人間はダメになる(自分のようにそういう

タイプの人間もいる)んだとこの機会に改めて感じたから。

大学いけんから

・人との関わり方を忘れ、コミュニケーション力を失う

・画面とだけ毎日向き合っていて、鬱になりそう。

入学して約半年経つが、まだ友達もいないし、先輩もいないから相談できる相手がいないから。そろそろ頼り

にできる人がほしい。

明らかに手抜きだと感じる授業がある。課題提出型でも、正解を提示しなかったり、どこが重要なのかを示さ

ない授業や、教科書を音読するだけで解説が何も無い授業は受けていてもやりがいを感じないから。先生自身

の言葉で直接教わりたい。

課題がとにかく辛い

対面で教授に忌憚なく意見を聞きたいため

画面上でのやり取りだけでは得られない人と人との繋がり、温かみを感じたいからです。

友人に会いたい、いろんな人と就活の情報交換をしたい

他の教育機関や公共の施設などは通常に戻っているが、なせ大学だけがまだ半年前と変わらないのかが理解出

来ない。学費を払っているのだからその分の価値のある授業や施設を利用したいから。

友人に会いたい

図書館を利用したい

平日家に篭りっきりであることに飽きた。

精神が持たない

課題が多くてめんどくさい

友達に会いたい

友達を作りずらいから

学費の無駄

いい加減学校に行って人に会いたい

コロナ禍の中周りの人間が遊びに行っている可能性を考えるととても迷惑

対面授業が始まってわかったが、大学側が提示したコロナ対策は何も機能していないことがよくわかる

通信制の大学とやっていることが変わらないから。

全くない

人脈が広げられない
通信障害で授業が進まなかったり、先生の言ったことが聞こえなかったりして授業をちゃんと受けられない。

同じ授業を取っている仲間が出来ないので、授業や課題についてのちょっとした話し合いも出来ず、1人で凄

く不安になることが多い。対面の時より授業の質は低下しているし、課題が多すぎる。テスト期間も全教科レ

ポート提出だったので辛かった。学校以外のバイトなどの生活は全て元通りになっているので、これだけ課

題・期末レポートが多いと両立が出来ない。



モチベーションを保つことが難しいから、

友達をいつまで経っても作れないから、

いつでもできるメリットを先生側が暇人だと解釈して膨大な量の課題を出してきて、授業を理解するより課題

を退治する方に重きを置いてしまうから

授業時間外の課題量の増加を懸念している。友人と相談しながらレポートを書くなど意見の交換をしたい。

あまり希望しないと回答したのは、感染状況を鑑みて対面と両立する必要があると思ったから。だが、現段階

のオンラインをそのまま踏襲することは絶対に反対。

上に同意

オンライン授業を受けに入学したのでは無い。

通信制の大学に通っているわけではないため。学費も通常通り払い、大学生活を行うために受験勉強もした。

オンライン授業ではそれらが無駄になる。

学習の質の低下、グループワークなどが円滑に進まない

正直、初めて学ぶ分野の授業などの場合は

資料を提示させられただけでは理解できない。 対面授業でしっかり教授の説明をわかりやすい言葉で聞きた

い。

通学の時間がかかっても大学で友人や教授と意見を交換することが大学の授業の醍醐味でもあると考えられる

から。

診療科によっては実際に患者に実施しないまま就職して臨床に出て行きかねないです

もう塞ぎ込むような生活をしたくない。

体調が悪くなったり、課題が物凄く増えたり、出席が厳しくなったりするため、大変不快且つ効率が悪いた

め。

友達に会って、実験を生でしたい。

オンライン授業の経験を通し、それだけ対面授業に価値があると感じたから

言語を勉強するにはコミュニケーションがとれることが大前提なので、画面越しだとやはり壁を感じてしま

う。入学したばかりの1年生ならなおさら。

対面に比べてやる気もでにくく、友人もできにくいから

大学の友達に会いたい、、一緒に受けることでモチベーションも上がる

生徒の顔を見ながら授業をしたいわけではない

対面のほうが活発な授業ができる

実技のある学科のため、対面でしかできないことが多いから。また、前期、先生と連絡が取れず質問ができな

い等の不便さがあったため。さらに、課題配信型のみの授業が多く、60分もかからずに終わってしまったため

何のために受けているのか分からないから。

人と合わない事や出身地を離れた地（特に田舎）での疎外感は精神的に良く無いから。また、会話がない事で

理解の深度が浅いと思うから。

生活リズムが崩れたから。

音楽系の大学なのでレッスンがオンラインなのは音質も悪くかなり不便

授業料に見合った物を受けたい

大学に通いたいという意見は真っ当だと思うので、私の都合にはやや反するが支持したい気持ちがある。

家で講義を受けていると、大学の講義の時間とプライベートの時間との区別をつけにくく、常に課題に追われ

ている感じがして辛いため。（特に私は課題を空きコマやその日の授業が終わった後に大学のカフェなどでで

することが多かったので…）

大学に行きたい



普通に行く意味がない。行ってもみんな授業中スマホずっと操作している。だったら家で課題やったほうが勉

強するのでは？

あとは普通に大学生はやっぱり感染源になり得ると思う。私は塾講をやっているのでほぼ毎日不特定多数の小

中高生と真横で接している為、私やバイト先の学生がコロナ無感染症状の場合、気付かぬ間にキャンパスにば

らまく可能性がある。私の場合キャンパスは東京都の都内なので、同じ大学の千葉神奈川埼玉東京などからく

る生徒にうつす可能性がある。その時にバイト先や交通機関を含めて膨大な数の不特定多数に感染させること

になる。

また大学生を見ていると意外と旅行などして遊んでいるので、クラスターが起こった場合普通に再開したらコ

ロナの特定は難しいと思う。今の高齢化社会で高齢者寄りの政治では普通に再開して大学でクラスターが起

こった場合、普通に京都産業大学のようにバッシングどころではない騒ぎになりかねないと思う。その時就活

に影響出ても嫌だしずっとオンラインがいい。

授業の質を維持するため。

全くない。

ありません。

家にいるだけでつまらない。友人と交流したい

不安定な状態で人に会いたくない

みんなに会いたいから

本来なら周囲にいるはずの人間との意見交換がしにくいから

授業効率の悪さ、完全なオンライン体制が作れていない

それ相応の対応を検討してくれないと、こちらの損失が増えるばかり

課題が多い、友達ができないから

・人に会いたい

・質の高い授業を受けたい(オンラインでは録音されてる可能性もあるため、対面のように話せないこともあ

ると教授が仰っていた。)

対面の方が質が上がるから

人と会えないのが辛い。

オンラインであろうとオフラインであろうと授業の質に大した変化はないため。

通えないのに、学費が減っていくのが理不尽である。

授業によっては対面授業を受けたあとにオンライン授業に参加しないといけない場合があり、その時は学校で

オンライン授業を受けないといけないため、それならば対面授業と何ら変わらないと思うため

研究など実技系はどうしても対面でしか使用できない器具があったり、直接教授が見ないと評価できないこと

もあると思う。授業の質が下がってしまうのは多少は仕方ないが、実技が最重要の学科や授業内容では対面を

せざるを得ない。
周りとのコミュニケーションが減るからです。オンライン授業では、通学時間や出かけるための準備の時間が

無くなるので、家で休んだり趣味の時間が増えたりする、というメリットがあります。しかし、友達と話せな

かったり、授業などでわからないところをすぐに聞くことができないので、不便に感じます。また、私は短期

大学部の2年生なので、後期から卒業研究が始まります。先生や他の学生と直接話したり相談したりできない

と、より不安に感じるので、対面授業の方を希望しています。

限界。

授業の理解をより深められる点や図書館やジムなど大学の施設を利用出来る点から対面授業を希望する。

鬱になりかけたから

直接人とコミュニケーションをとりたいから

やはり授業の質が下がっていると感じたから。資料をアップロードし、レポートさえ提出すればよいという授

業も複数あり、満足できなかった。また、ある程度は外に出ることの重要も感じたし、授業は交友関係のキッ

カケにもなるから（特に1年生）



私の専攻である心理学は、実験を行ったり、対面授業の中でのロールプレイや事例検討を行ったりすることが

重要である授業が多いため。しかしそれらの授業は完全にオンラインで行われ、本来得られる学びからはかな

り遠いように思われる。

オンラインも必要ですが、対面併用は、対策次第で可能であると考えているため。

なんとなく大学一年生が終わってしまう気がしてやるせない。

大学に入ったのが二回だけで二年生になるという現実を受け止めきれない。

今再開すべきではないと感じるから

普段なったことないが精神的に病むことが多くなり、ズーム課題オンデマンドに追われる日々に嫌気をさし

た。授業の質も明らかに下がっている。

資料提示型の授業が9割であり、講義の聴覚情報や板書による知識のインプットなど対面授業でしか得られな

い「学び」の実感が全くないため。






