
オンライン授業を希望する理由

一方通行でわざわざ対面でする必要性がないため。

わざわざリスクとってまで行きたくないから

時間に追われない生活を送りたいため

オンラインと対面をどうにかして両立して欲しい。交通費を浮かすため電車を避けたいので別キャン

パスの授業はオンラインで受けたい。

上記にあげたメリットのため。また、対面でやるとしても制約が多く、逆に授業の質が下がってしま

うことが考えられるため。

指定感染症2類である以上クラスターが発生すれば大学は閉鎖せざるを得ず大学が機能しなくなる。そ

うなると授業の進行に多大な影響があるためオンラインで代替出来るのであれば不要なリスクをとる

必然性がない。

また感染症対策としてどこま大学が学生の行動を制限できるのかという問題も存在する。たとえばア

ルバイトを禁止してしまうと35%もの学生が大学を続けられなくなる。(平成30年度学生生活調査:日本

学生支援機構より)

ただし研究に関してはオンラインでの代替が不可能なため再開すべきであるとも考えている
対面授業が始まったとして、万が一大学内でクラスターが発生した場合にまたオンラインに戻ったり

するのが面倒。

リスクは少ない方がいい。

東京に大学があり、東京に行くというだけで危険が生じるから

便利

便利だし特に対面授業をしたいと思わないので

このままだと、何のために大学生になったのかわからない

通学代がかからない。

教養系の一部のみ、オンラインで無駄を省けた。

コロナが増えるって言われている状況で満員電車で学校に通うのが怖い。

家が大学から遠いので。

コロナにかかりたくないから

通学しなくてすむ

勉強に支障は特にない

感染のリスクが高まる

オンライン授業を受けるために大学に入ったのではないので。

オンラインが辛いから。

英語の授業で外国人の先生のスピーチを聞くことができるものは繰り返し書き直すことができてとて

も良かったから。

正直慣れてしまった感はあります。しかし、今後はやっていけないなとも感じます。

余り質は下がってないのではないかと思う。どちらかといえば、対面よりも上がったのではないかと

思うほどであるから。

カンニングが可能

コロナウイルス感染症が収束していないから。

通学に時間がかかるので、その時間を有効に使えるから

通学するのが面倒になった

大講義(100以上程度)は密を避けるためや、オンラインでも質が変わりにくいということを理由にオン

ライン授業を継続して欲しい

精神が安定するから

通学に片道2時間以上かかるが、オンラインであればその無駄を省くことができる。興味のある科目に

は力を入れ、興味のない科目は力を抜くことができるから。



大学の友人を作りたい。生の授業を受けたい。

通勤時間の節約　オンラインサークルや大学以外のコミュニティのお陰で充実して過ごせている

対面授業よりもオンライン授業のほうが質が良かったという授業がいくつかあったから

もともと、対面でも質の低い授業ならオンラインで十分

通学する時間が無くなるので時間を有効に使える

登校する必要がないなど、メリットが多い

楽。

人と会いたい気持ちこそあれ、理解度は確実にオンラインの方が上。

対面にするメリットがあまり思いつかない。

元々1人でいることに抵抗が無く、自分の時間が適度に取れた。

ともだちがほしい

定期代高い

都内では密になりやすい状況が生まれやすく、感染源になりやすいから。

ウイルスへの感染が怖いため、通学が不要であるのは時間などの節約となるため

対面で行う必要が一切ないから。

通学時間する時間が省ける

メリットの方がデメリットより多いから

楽。

コロナにかかわらず混雑した電車に乗るのが嫌だ。あと家族と一緒に暮らしているからコロナにかか

りたくない

前期をオンラインでやった結果オンラインでも上手くやっていけ、さらに無駄な講義時間の短縮など

のメリットがあることがわかった。このタイミングで人の集まる対面授業を行う理由はない。また対

面とオンラインの併用は移動時間の短縮というオンラインのメリットを潰すため、完全オンラインが

望ましい。
サークル活動や文化祭等の行事も全て制限、中止となるなか、授業は対面授業で行う、という状態に

矛盾が生じると感じるため。

感染が怖いから。

教育学部なので就職したときのことを考えると、対面授業で教授たちの授業づくりなど教職員として

の在り方を見ることが大切であると感じるから。

メリットもある。上手く付き合えば時間の効率を最大化出来る

大学に行きたくないから

対面である必要のない授業も多少あるため

自分のペースでノートをとれるから。

感染したくない。自分のやり方次第では学科以外の勉強が捗る。

大学が都内にあるが、地方から通っているため、家族や家族の勤め先に自分のせいでコロナ感染が広

まったらと不安であるため。

まだ新型ウイルスは収まったとは言えないから

コロナが怖いから

民度の低い動物園に迷いこまないで済む。授業の質が低いと言われているが、それは元々である。

やる気のないゴミ講義をわざわざ大学まで行って受ける必要はないと思うから。楽だから。

感染が怖い、通学時間や交通費が無駄にならない

まだコロナが収束していないため

交通費がかからないから

交通時間が0になるため、また前期の授業の質が対面とほぼ変わらなかったため



通学で長時間電車に乗る必要がある。

完全に対面にするのはまだ少し怖いと思ったから

対面でグダグダした話を聞きたくないから（オンラインだと適宜飛ばせるし早送りできるので）

正直疑いながら学校に行きたくない

もう家から出る気力が無いので。
何より感染者が極端に減っている訳ではなく未だ終息はしていません。大学側も徹底した感染対策は

していないですし、マスクをしていない人もチラホラ見える状況です。そんな中、大学に通うのは感

染してしまうリスクが高める行為です。確かにオンラインになって課題は多いかもしれないけど、大

学に通わなくてもいいので、今まで通学にかけていた往復3時間分がすべて課題の時間に当てられるの

で、きちんとこなすことが出来ますし、通わないことでストレスが減少します。勉強面でも、分から

ない所があれば繰り返し動画を見ることができるし、それでもわからなければすぐにチャットで先生

に質問ができます。以上が私がオンラインを希望する理由です。

地方に行かなくて良い(地元に住む家族と住むことができ、家族的に皆安心する。生活経費が安く済

む。)、地元に戻ったことでアルバイトを変えたのに、対面開始となるとまた突然変えなくてはならな

くなる。

数え切れないメリットがあるから。その中で特に、コロナに感染しにくいから。

通学に時間がかかるので、オンラインの方が助かる。

好きな時間、好きな所で受けれるから

通わなくて済む

通学が面倒だから

下記自由記述欄の通り、趣味の時間が多く取れる。正直、コロナ対策になるから希望するわけではな

い。

私は大人数で授業を受けるとどうしても気が散ってしまいます。自分だけの部屋でイヤフォンをし、

外界の音を遮断して授業を受けることができるオンライン授業は私の性質に合っているため、今後も

オンライン授業を続けてほしいと思います。
行く事ができなかった時や、見直したいときのために対面授業の録画を学内配信してほしいから、オ

ンラインと組み合わせてほしい。

コロナによる後遺症が残った時のことを考えると、対面授業は非常にリスクが大きいため

人と会いたくない

他人に邪魔されず授業に集中出来るから。

友達いないから対面で十分。通学しなくて済む

通学定期券代が浮くから

一部だが、オンラインで十分な授業もあるため。

キャンパスで感染することはなく、安全性を確保できるから
自由な時間に受けられるため。

初めての一人暮らしで(オンライン授業であったことには関わらず)心を病んでしまったので、後期の間

に帰省しても勉強を続けられるため。

コロナがまだ完全におさまっておらず再流行も容易に考えられる状態では対面に対するメリットは感

じられないため。

実家暮らしのため、自分が大学に行って感染したら家族にも感染させてしまうから。大学生の全員が

感染防止のために不要不急の外出を控えているとは思えないため。

楽すぎる、単位取りやすい

コロナ感染というと社会からの目が気になる。また大学は多くの学生で溢れかえっており、学生一人

一人のコロナに対する関心もバラつくため、対面授業は現実味がないと思ったから。

単位取得が容易だから。お金がかからないから。

家が学校になることが最高すぎる。場所と時間に縛られないので自由時間が増えた。課題で理解度を

上げられた。私語をするうるさい人に授業を妨げられない。定期や日焼け止めなどのお金が浮いた。



新宿など人が多いい所を利用するため単純に怖い。対面より質は落ちるかもしれないが 、この時期に

わざわざ登校することをせずに授業が受けられるのはありがたい。後、日本全体がオンラインになれ

る必要があると思う。

通学に県をまたぐ移動を伴うため

授業録画がアップロードされる為授業を見返せる形式であり復習が容易であることや、例年なら試験

の連続で大変負担が大きいところコロナの影響でレポート課題に変わって現在かなり負担が軽減され

ていることから。

大人数の講義は感染リスクが高そうだから、オンライン継続でよいと思う。

オンラインで授業の質が落ちたとよくこぼす人がいますが、僕の場合はそのようなことは特になかっ

たように思われます。課題の量は確かに多いですが、大学での勉強とは本来この程度の学習量でなけ

ればならないとおっしゃる先生もいらっしゃるので、むしろ例年より学習の習慣が身についた人もな

かにはいるのではないかと考えています。

県を跨いで通学するため気付かないうちに自分が感染していて大学でクラスターが起こる可能性と対

面のために地方から大学付近に戻ってくる人と会うのが怖い。あと対面授業でも会話厳禁だとクラス

メイトとの意見交換や確認もできないため意味がないと感じた。前期でオンライン授業を受けて実技

科目以外はオンラインでもよく理解できたのでわざわざ対面に戻す必要がないと感じた
人に会いたい

放送大学に入ったわけではないのに、人との会話も自分の資本になる物なので

大人たちがやってきた青春を送りたい

感染が怖いから。

コロナになるのが怖いから

通学の問題で受講を諦めていた他キャンパスでの講義に参加できる。画面のスクリーンショットを撮

ることで板書を写すことだけに集中しなくて済む。

オンラインが良いです

コミュニケーションが苦手なため、オンライン授業の方がありがたいと思っています。

キャンパスライフを楽しめるエンジョイ勢だけじゃないんです。

分かってください

起立性調節障害で朝起きるのがとても辛く、1年生の時に1限の単位を全て落としました。

オンライン授業なら、家でも受講できるし、起き上がらずにベッドからでも受講できるので、助かっ

ています。

様々な事情を持つ人が、同じように学べる方法として、オンライン授業はとても良いと思っていま

す。

世の中には健康で元気な人ばかりではなく、目には見えないけど障害を抱えていたり、病気だった

り、生きづらさを感じてる人もいるわけで、そういった人もオンライン授業であれば大学への進学が

叶います。

いまや、院内学級の数も減っており、勉強したくても義務教育さえ受けられない入院中の子供もいま

す。

また、入院中だと、高校や大学への進学も叶いません。そんな問題をオンライン授業が解決してくれ

ようとしてます。

ということで、健康で元気な人ばかりではないことも知ってください!
起業するために、大学を休学しようと考えたが、オンライン授業によりその必要がなくなり助かって

います。

大学生起業家の方々は、オンライン授業により、休学することなく学業と経営を両立しやすい環境に

なったのではないでしょうか?

今までは休学しないと起業が難しかったのが、オンラインにより解決されてると思いますし、これに

より日本の未来も明るくなっていると思いますよ。

対面授業を希望してる人は、暇で仕方ないんでしょうね。

現在起業中の私は、毎日のように誰かに会って話を聞いて、毎日忙しいです。　

対面授業してる余裕のある、暇な人々が羨ましいです。



デメリットを感じない

クラスターに苦しみたくない

交通費がかからないため。

感染症流行が落ち着くまでは少なくともオンラインを選択肢として残してもらわないと、自分のよう

に、持病がある人間は授業を受けられなくなる。先生も同じだろう。

楽だから

往復1時間半の通学時間を他のことに時間を割くことが出来るため。

実家に帰省しているため

対面授業が望ましいが、予定を入れたりしていることもあるため急に変えられてしまうと困るため。

ここまで来たら学校に行くのが面倒。中途半端に行ってもいいとなると、電車代も少し高く感じる。

通学不要

コロナにかかりたくないから

前期を完全オンライン形式で受講してみて精神的な負担や疲労が大きく、後期も同様の形式では精神

的にもモチベーションも保つことができないと思ったため。

自宅でなら学習を継続できるため。

便利なので

親が医療従事者なため念には念をいれたい。

通学時に感染する不安がなくなるため

大学まで行かずに済むため、その分の時間でより多くのことを学べるから。

残された少ない学生生活を仲間と共に過ごしたいため。

1年生で入学式も出来ずにオンラインでここまで来たので、いまさら大学でやっていける自信が無い。

人に会わなくて済む

これまでは一人暮らしで大学に通ってたものの、オンライン授業により実家の手伝いを行いつつ講義

が受けられる事になったため、例年通りの学費を徴収するのならばせめて学生の感染リスクを考慮し

てオンライン授業で行って欲しいから。

通学時間の無駄さに気づいた24の春うううう

通学時間がかからない

対面より単位を取りやすく感じます

楽

コロナがまだまだ流行している中で無理に通学するのはおかしいと思うため。

オンラインの方が気軽に質問できるから

対面授業にするメリットが感じられないから

時間の使い方が自由だから。

内容が薄くてもコロナが広まるよりはマシなのかなーと

友人と会えない事や授業のやる気が起きないなどオンライン授業のデメリットもあるが、通学時間が

省けるメリットの方が大きい

地元でのアルバイトを辞めたくないから。

対面に行くメリットがないから。

対面授業にしたところでどうせ感染対策は何かしらしなきゃいけないわけだし、それを考えるとオン

ライン授業のほうが自由度が高いと思う。ソーシャルディスタンスをたもったり、集まることが規制

されるだろうから友達はできないと思う。もしこういった対策が一切なされないんだとしたらそれは

それで感染のリスクがこわい。



授業で学校に通学するのは時間の無駄だと以前から感じていた。ただ、実験等で通学するのは意義の

あることなので部分的オンライン授業が適切だと考えているため、

友人と交流したいため

動画だと公開期間中は何度でも見返せたり、家で集中して授業が受けられたりする利点があるため。

学科上実験などがないということもあり、対面にするリスクやデメリットに対して、得られるリター

ンが乏しい。オンライン授業の内容を対面授業でやると想像すると、冗長さがある。今までの授業で

もたくさんあった。というよりオンラインでの授業のほうが授業としての質は高いといえる。

また、通常の授業だと分からない部分があっても、理解する前に次の内容に進んでしまいその後も理

解できなくなるということがあるが、オンラインだと分からなかった部分で逐一一時停止して時間を

取り納得してから進められるので、理解がしやすい。しかもこういうところは対面の場合復習する際

授業内容をまた一からなぞる必要が多いので、対面での授業だと大変である。

通学するとだいぶ金と時間がかかるから

学内クラスターが怖い

仮面浪人しやすい

同じ授業が繰り返し映像で見れるのはとても良いことだと思います。特に、教養で言い回しが難しい

おころ、専門科目で分からないところは1度止めたり、分かるところは飛ばしたり基本的に自分のペー

スで理解を深めることができます。

通学時間が無くなり、勉強や趣味の時間に多く使える。動画を繰り返し見て勉強できる。

自宅で授業を受けられるので、通学時間やお金の手間が省ける

自宅で受講できるため。

小中高校生がよくて大学だけ規制れているのが納得いかない。大学生として大学で対面の授業を友人

と受けたい。家にいると心が辛く目も肩腰も悪くなる一方である。

コロナの感染が嫌だから

大規模な講義に関しては部屋の大きさや人数を考えると密になるので危険性が高いから

90分も授業時間を必要としない講義(情報処理等)はオンラインで済ませて時間を有効に使いたいため。

感染リスクを下げられる。公共交通機関での通学やどこに行っているか分からない学生と接触するこ

とは間隔をとって対策をした上でも不安であるから。

コロナウイルスが収まってないため

通学時間が削られることで時間に余裕が生まれ、大学の講義以外に自習できる時間が作れるため

楽だし いつでも受けれるから

オンライン授業は通学する必要がないため、通学等にかかる時間を他のことに活用できるから

通学の手間が省ける

全くない

受けてみた感じ思つたよりもよかったので

オンラインの形態に慣れたから

通学が不要だから、疲労が減ったから、自由な時間が増えたから

コロナに感染する可能性があるため

まだコロナが流行している中でわざわざ電車に乗りたくないから

通学にお金と時間ががかるから

感染リスクが低いわけでもなく、春よりも感染者が増えているため。(東京)

その方が楽だったから｡

感染がこわいから

新型コロナ流行がまだ続くため（収束時の速やかな対面授業復帰を希望）



通学が楽

大学に通いたいと思わなくなったから。疲れてしまった。

今のところ問題ないので、むしろオンライン授業をやめたほうが問題起こりそうだから

楽だから

大学側が責任を持って感染症対策をするとは思えない。

・オンラインで十分な授業もあるから

・現状では感染リスクが十分低いとは思えないから

楽

対面授業よりも明らかに楽に単位を取れるから

どこでも受けることができるから

コロナが収まっていないから

楽だから

コロナがまだ収まっていないため、対面授業が始まることに少し抵抗があるから。

今更急に対面にされてもオンラインに慣れてしまったので逆に不安な部分もあるから。

通学時間もなく、いつでも授業動画を見直せる点は圧倒的に優れているから。

通学しなくてよい。オンデマンドだと好きな時間に見られる点が特によい。

どこでも受けられる自由度は大きい

オンライン授業の為に大学に入った訳ではない

感染拡大への不安

感染がこわい。特に冬になるとコロナだけじゃなくインフルエンザの危険もある。

学校までの通学時間が無駄であり、今以上に人と関わる必要性があまり無いと感じているから

対面授業ならではの緊張感や同級生との切磋琢磨、新たな友人関係の構築

実家から授業を受けたいから

精神的に楽です。課題は多いし親フラのストレスはあります。

出席しやすいから。

オンラインの方が単位がとりやすいから。

体調の面でもしもの事があれば困るから

時間に縛られないためストレスが減ったから

中途半端に対面を取り入れられると、1限をどこかで受け、2限に学校に来るというような無駄な時間

が増えてしまうから。また、理系の人たちが優先的に対面授業を取り入れるべきだから。

通学しなくて良いので感染リスクもない

効率がいいから

コロナの現状もある中で通常通り通学することには抵抗を感じるからです。構内の感染症対策をどの

ようにするのかの正式発表がない限り講義系の授業に関してはオンライン授業を考えるしかないのか

なとも思います。

年度の中ではやり方を統一してもらいたいから。また、オンラインと対面がどちらもある場合、大学

でオンライン授業を受けるという状況が発生しかねず、それには同意できないから。

コロナが今よりもっと収束しない限り、大学を通常時に再開するのは厳しいということと、この状況

になり長年先延ばしにしてきたインターネット環境の改善がなされて、新しい授業形態を模索する

チャンスが来たと考えているため。
勉強は家でできる

他大の友達も多いので、学内の友人に優先して会いたいわけでもない

自分の時間が増え、大学の勉強以外の資格などに対して興味を持ち、勉強することが出来た。

就活により大学の授業を休むなどをしなくて済んだ



通学時間が90分かかるのだが、通勤ラッシュの中90分もかけて通学したくない。往復3時間を使わずに

授業を受けられるのは素晴らしいと感じた。オンライン授業に反対する・あるいは対面を希望する人

がいるのも事実だと思うが、私のように「全面オンライン希望」の学生がいることも考慮いただきた

い。

時間の有効活用が可能であるから, 未だコロナ禍にあり接触を控えるべきだと考えるから
大学生が広範囲から集まってくる以上は全生徒が集まって対面授業を受けることは不可能であると考

えたから。

前期の講義を受けてみて、講義の内容にもよるものの、実習以外の座学を中心とした講義では、大学

図書館を自由に利用できる仕組みをきちんと整えてさえ貰えば、オンラインだからといって著しく学

習の質が低下するということはないのではないかと感じたため。

復習や課題作成に便利

メリットの部分で答えた理由

やはり通学しなくていいことのメリットは大きいと感じるから。

座学の授業に関してはオンラインでもいいかなと思う。

感染拡大が終わった訳ではなく、むしろこれからの季節拡大が懸念される状態で対面を再開する必要

があるのか疑問であるため。また、ハロウィンやクリスマスなど若者を中心として盛り上がるイベン

トも控えており、ろくに感染対策を行っていない同級生と共に90分から180分間密室で授業を受けるこ

とが不安だから。

大学に友達がおらず大学に行く必要がないから

本来なら半年前からおくれてたはずのキャンパスライフ送りたい

オンラインに慣れたから

感染リスクが高まるから

私は4年生であり、今更大学で学ぶことは多くない。大学の授業より他に優先したい事項がある。

理由は大きく二つある。一言で要約すると、オンライン授業のみというのが一番現実的だと思うから

だ。

私の通っている大学の規模が大きいというのもあるかもしれないが、去年のことを考えると、どう頑

張っても昼休みには人の密集が発生すると思うから。完全対面は無理だと思うので、一部のみになる

とも思うが、だとしても登校の必要はある。対面授業がある日は、オンライン授業があってもずっと

大学にいなければいけないだろうということだ。そうなると昼休みの時間にキャンパス内で密が発生

して、しかも食事をするので、感染リスクが高い。こわい。去年の様子を考えると、もし仮に数が半

分になっても相当な混雑が起こる。しかも食堂も平時は並んでから食べ終わって戻るまで一時間かか

るくらいの混雑がよくあるので、昼食を食べるのが大変になりそう。多分弁当を食べるとしても食べ

る場所がほとんどないと思うし、なら家で食べたい。

もう一つは、wifiの環境が家のほうがいいというのがある。私の通っている大学はwifiが貧弱である。

もし増強したとしても、多くの学生が大学で映像授業を受けると思うのでよほど増強しなければ無理

だと思う。さすがにそんなにwifiの増強はできないと思うし、絶対どこかにしわ寄せがくる。現状の授

業でもそこまで不満はないので、オンラインが無難だと思う。

強いて言えばテストが楽。とはいえ将来的な面で言えばむしろデメリットかと

オンとオフの切り替えが家ではしにくいため

最後の期末テストなどが簡単で単位が取りやすいから

今のうちにバイトを入れてお金を稼ぎたい

対面授業を希望したいが、感染が怖く、同居してる家族にも感染する可能性があるため。

復習がしやすく、単位も取りやすいため。

対面授業と遜色がないから。聞き直しも容易なので講義形式ではむしろ便利な点が多い。

再履修科目がある場合はオンラインの方が講義を受けやすいから。

都内に通学するのはコロナにかかるリスクが高いから

1人で授業を黙々と受けることが辛い、大学生になってから大学に行けたことも無く、友達もいないか

ら



楽だから

まだコロナが怖い。クラスターが発生したら元も子もない。

授業の質が明らかに劣っているからです。

感染状況が予想出来ないため。

外に出る必要がないから

オンラインの方が負担の軽い授業も存在していた。

実家を離れて一人暮らしするのが嫌だから

満員電車に乗らずに済むため

　ありません

祖母と同居しており、感染が怖いからです

通学するのがめんどくさい。大講義室での講義形式の授業が多いので感染リスクが高いし対面にする

必要性もない。

自分のやりたいように勉強できる

デュアルディスプレイで授業を受けやすいから

中途半端に対面になるくらいなら全てオンラインの方がまし。

通学の必要性がよくわからなくなった

週に1回ぐらいしか対面がないならオンデマンドでいい、めんどくさいから

自宅でクラウドソーシングの仕事や家事を合間にしたり、受けたい授業を好きな時に受けられる。そ

の上感染リスクもないため。

１限と５限が対面授業の場合とても面倒だから

大学に行かなくても授業が受けられる以上、わざわざ大学に行く必要性が感じられないため。

好きな時間に受けられる恩恵と何回も見られる恩恵がでかい

高校も中学も小学校も社会人も再開しているのに大学だけ偏見でオンラインにさせられるのは理不尽

である！

学校に行くまでがだるい

課題が少なくなるなら、

とにかく学校へ行きたい
・通学しなくていい

・寝ながら授業できる

・人と合わなくて済む

・家から出たくない

・テストが簡単

・理解しやすい

授業日数が少ないので、1〜2コマのために通学したくない。

自身が喘息という基礎疾患を持っていることもあり、なるべく他人との接触機会を減らしていきた

い。

また、気を楽にして受講可能な点や、冷房などの受講環境を自分視点で変更出来る、通学時間が要ら

ない、身だしなみなどを気をつける必要が無いと言った理由もある。

対面講義でなくても授業が進むようなものであればわざわざ通学しなくても良い方法が良いため

時間割に囚われない生活ができる

通学時間がなくなるお陰で学問に使える時間が増える。

手元に用意できる資料に量的な制限がない。

自分が学習するのに最適な環境を維持出来る。

感染対策に不安があるから

語学なのにオンラインでコミュニケーションをうまく取りずらい。特に発音が大切な中国語はライブ

型でも対面と比べると質が悪すぎる。課題提出型ばかりで雑



通学時間がない。1年目は一限が多いのでこれで良い。一部だけ対面授業の方が面倒。感染が怖いの

で、全員がオンラインの方が安心。

オンラインでよい授業はそれでもいいと思うし、それを希望する人には対応する多様性を持つべきだ

と思う

やり方がよくない

オンラインのメリットを活かしつつ、デメリットを補うハイブリッド型をそろそろ実行してほしい

先生側に健康不安がある場合は別室でオンライン授業するなど工夫すれば、生徒は教室でpcをつなげ

て授業することによってグループディスカッションや質疑応答も簡単にできると思う

生活ペースが出来上がってるため

対面だと電車に乗り、人の多い駅も通るため、自分が病気にかかったり、それを気づかない内に身近

な人にうつしてしまう可能性があるのが怖い。

オンライン授業は、対面とはまた違い、先生が作成した資料を自分で読み解き、調べて課題へ繋げる

ことが出来面白かった。また、動画で有れば何度でも再生でき、同時に分からない所を検索しながら

進められるため良かった。

通学不要の利点があるから。

いつでも受けられる

コロナが怖いから

遊び歩いてウイルスを持ってる可能性のある人たちと同じ教室で授業受けることに抵抗感がある。

通学が不要だから。

当然の権利。

通学に往復4時間かかる

大学が東京で通学時間もかかる上に、自分が感染した時に家族の仕事にかなり影響が出るので感染リ

スクを極力避けたいから

通学が面倒、楽
交通費ない。

家で出来る。

朝が早くない。

人目を気にしない。

自分の時間をもてる。

早起きして満員の公共交通機関に揺られて大学に着く頃にはゲッソリなんてもうこりごりです。

学校に行くのがめんどくさいから。オンライン授業の方が、自分のやりたいことを優先できる。ある

意味、本当の人生の夏休みと思って過ごしている。

人に会いたい

せめて課題ではなくオンライン授業を受けたいため

感染のリスクがある中、人が多い大学に行きたくない。

大学まで遠いため、電車に乗っている時間が多く感染のリスクが高くなる。

自由に使える時間が増える

通学時間が無いのが良い

通学の必要もなくあまり質も変わらないから

1年生は友人を作る機会が無いため

例えば、広いホールに多くの学生が入る授業はコロナ感染のリスクがあるため、オンライン授業のほ

うがいいかなと思います。

ただ、週替わりで学籍番号が奇数の人は対面、偶数の人はオンラインで受講する、などやり方はいく

らでもあると思うので、少しでも多くの学生がキャンパスに通えるように考えてほしいです。

通学時間が浮く

定期代が浮く

時間を作りやすく資格の勉強などがしやすい

コロナに罹って社会的に死にたくない

通学しなくて楽だから



友達に会いたい(作りたい)、生活にメリハリがほしい

いつでも受けられて楽だしひとり暮らしの寂しい家に戻らなくていいから！

簡単に単位取れるのはオンラインで良いと思う

オンライン授業の方が自分のペースで受けられて、聞き流すことがないから。(オンデマンド)

通学・対面授業が精神的に負担であり、オンライン授業によってその負担が軽減されるため。

コロナが心配

どこにいても受けられるから。

コロナウイルスの感染拡大のリスクは未だゼロになった訳ではなく、可能な限り危険性を減らす工夫

をしていくことは必要だと考えます。また、オンライン授業にはデメリットも勿論ありますが、メ

リットも様々あることが前期で実感されました。特に通学の必要がないことから、身体的疲労・時間

の浪費を避けることができる点で、オンライン授業の継続を希望します。

楽だから。通学がいらないから。

通学に往復4時間程かかるが、オンラインだとその4時間を有効活用できるから。

大人数での授業は対面の必要を感じない。

卒業研究のための実験をしたいから。

自分のしたいことに十分な時間をとることができる。授業と授業外の時間の使い方をうまくすればオ

ンラインを活用できる

授業内容の復習が楽。

1.教育の質が現在のオンライン授業では劣る

2. 学生生活が不毛

3. 社会からの疎外感を無くしたい

まだ都内に通学するのはなんとなく怖いように思う。

どこにいても授業を受けられるから。また、私は通学に往復2時間かかるので、それが無いのは楽だか

ら。

通学不要で楽だから

通学をしないメリットは大きいため、一部授業ではオンデマンド授業の方が楽であるため

大学でクラスターが発生した時に一番に被害を受けるのは教授の方々であると考えられる上に、コロ

ナウイルスに一度感染した場合長期的にどのような影響があるのか未知の部分も大きい為。また、

我々は児童や生徒ではなく学生であり、自身の力で学びを深めていく事が可能である為。

感染拡大がこわいから

通わなくても済む

感染者数が未だに多いため、通学距離が長い傾向にある大学はまだ様子を見るべきだと考えるから。

また、大学生として学生生活を家で過ごすことは辛いが、社会のことを考慮すると大学に行く必要性

と緊急性を感じない。ただしずっとオンラインとなると精神的に辛い学生が増えてくるため、対面授

業を選択できるように対処していただきたい。

文系は座学中心なので対面じゃなくても事足りるから

オンラインで支障なく授業ができることがわかり、それを無理やり対面にする必要はないと感じたか

ら。対面授業での無駄な時間があることがわかったから。

対面の必要性があまりない授業は、オンライン授業でも十分だと思うから。

通学時間が無くて済む。

高齢者である祖母と2人暮らしのため(自分がウイルスを持ち込み祖母に感染させたくない)

全ての対面授業を再開してしまうと、自粛期間中も外出していた学生が感染していた場合、感染拡大

してしまう危険性がある。

楽だから。

楽だから

通学時間の短縮ができるから



通学が大変なので

ホームシックになるから

通学が無駄だから

(課題が少なければ)自由度が増えるから

対面の授業ではなくても理解力は変わらないと判断した為。実験などの実習のみ対面希望

登校するための授業ごとの配慮がだるい(午前オンライン→午後対面のようなパターン)

教授が一方的に話すだけの授業は、教室で受けるよりも楽だから

家で受けられる方が楽。感染者が多数いる地域なので集団で何時間も拘束されるのは怖い。

満員電車に乗りたくないから

過敏性腸症候群のため、遅刻してしまうことが多かった。しかし、オンラインではその心配がない。

一部科目に関しては、オンラインの方が有意義だと感じたから

満員の電車に乗って週に４回も都会に行くのは、家でオンラインを受けることよりずっと嫌なので。

上で回答したように、私にとってはオンライン授業による恩恵の方が多い為

通学に時間をかけないで済む(私は家の事情で一人暮らしができないため実家から片道2時間かけて通

学します)

他人の目を気にしないで済む

大学に行くための余計な準備がいらない(メイク等)

余計な人間関係を築く必要が無い(授業後に遊びに行くなど。断れば良いと言われるかもしれないが、

今後のことやその場の雰囲気などで実際断ることは難しいです。無駄なその時間分勉強やバイトに時

間を充てることができます。)
もとから対人コミュニケーションが好きでは無いし苦手ので、人数が多い科目をオンラインでやるの

であれば助かるから。

通学に時間や体力を消費せずに済み、対面授業時より大学の勉強以外の活動にも精力的に取り組め

る。授業時に周囲の人の存在がなく、他の生徒との意見交換・会話の場もないため心理的に楽であ

る。家という最も落ち着ける環境で授業が受けられるため集中できる。

オンデマンドでも充分に理解のできる授業はそのままでも大丈夫だとおもったから。
楽すぎた。もう対面には戻れない。

オンラインで卒業まで行きたいです。

なんでもっと早く1年生からやってくれなかったのか。

私の鬱病が対面授業でひどく(吐き気、めまい、失神、パニック発作等)なりオンライン授業が始まった

ら治りました。

学校の環境が大嫌いだけど学びたい人間には最高です。

あと同級生に会いたくないので。

大学に行けるようになったところで気軽に遊ぶことも飲み会に行くこともできずただ堅苦しい授業を

受けるだけなのは正直辛く、またコロナウイルスの感染リスクも大幅に増加するためゼミ以外はオン

ラインで希望したい。
通学に公共交通機関を用いて片道1時間半を要します。高齢の持病持ちの祖父母と同居しており通学時

の感染リスクが怖いです。

人と接さなくて済むから

・通学が不要であり、通学時間合計2時間ちょっとを有効に使える。

・オンラインでも充分に理解できる内容であり、質問もしやすく、理解度もオフラインよりも上がっ

ている。

・教師の声が聞き取りづらいなどの問題も少なくてよい

1限の授業とアルバイトの兼ね合い等がしやすい。予定が立てやすい。

負担が少なくメリットが大きいと感じたため

都内の大学であり、通学に1~2時間かかる学生も多くいるので、対面授業になると感染リスクが高まる

と考えるため。



通学時間がかからない。いろいろやる気が出ない。別に友達との連絡もSNSと個人で会うので事足

り、課題の相談もSNSで十分。

登校時間の縮小

家で授業受けるだけで単位貰えるから

なかまが欲しい

昨年夏から心因性頻尿らしきもの(病院へ行く時間がなかった為断言はできない)を患っており、90分間

座って授業を受け続ける事が困難だと判断するから

感染する、させる、また通っている大学でクラスターが発生することによる批判が怖いという意見も

分かるから。

先生によってはZoomで丁寧に説明し、課題添削まで行う授業もあるから、そのくらいの質を保てる授

業であればオンラインでも構わないと感じるから。

対面よりメリットが多いから。

通学が面倒くさい

通学が不要。授業の聞き漏れがない。自由なスタイルで受けられる

コロナウイルスの感染が怖いため

交通費,通学時間がかからないから。授業を効率よく受けることができ、空きの時間で自分の研究を進

めたり、アルバイトができるから。

授業が少ないので、オンラインでもやっていける。

持病持ちのため、体調が悪いときには学校を休むことが多かったが、オンライン授業になってからは

休むことがなくなり成績も上昇したため。

対面で受けるよりも移動にかけていた時間など有意義に使える。

7限(21時終了)のある次の日に1限(8:45始業)の授業が入っていると移動時間も考慮すると今まで体力的

に厳しい面もあり、取ることができなかったが、オンラインであれば気にせず取ることができる。

わざわざ大学に行かなくても良いので、自由な時間に授業が受けられる。

大学に行かなくても良いので、通学費がかからない。

大学内で友達がいないことや、通学時間もなくなり睡眠時間を確保することができるから。

コロナが心配だから

通学に使う電車は通勤時間にはかなり混雑するし、都内のかなり中心にある大学のため人が多く通学

中の感染が心配だから。

対面授業だとしても、無言厳守、席は間隔を空けるなど、本来の活発な授業を行うことは難しいか

ら。それよりは、ライブ授業で交流する方が良い。大学は様々な地方から人が集まる場所で、感染リ

スクが高そうだから。

外出しなくていいので家にいて家族との時間が持て、家事が手伝えるから。
ただ座ってダラダラ話す授業よりも文字で情報を手に入れる方が身につくから。

通学しなくて済むから

通学時間が1時間以上かかる上、満員電車に揺られるのが1年生の時点でしんどいと感じた。講義中に

眠くなっても途中で寝て聞き直せるのがオンデマンドだと可能なので良い。分かるまで聞き直せる。

教授への質問をするのに大学構内を駆け回って教授を探す手間が省ける。授業中自由に飲み食いでき

る。

現状私の大学は完全オンラインではなくキャンパスに行きたい人は行って教室でzoomを開くハイブ

リッドというかたちなのですが、大学に行くのが億劫な時はオンラインで受けたりできるので、学生

が選択できるこのフレキシブルな形態がわりとベストかなと思いました。
電車での通学が怖い

特集通勤ラッシュの時間にかぶって通学したくない

近くの私立でクラスターが出て散々叩かれていた為。

自身の所属する大学は様々な地域の出身者がおり、現段階で帰省している人が多い。この状態で対面

授業の為に切り替えると、クラスターが発生する可能性の方が高い。クラスターが発生して大学の名

前が悪い意味で広まっては就活等に響く可能性がある。それのせいで人生棒に振るくらいならオンラ

イン授業の方がいい。

対面授業を希望する人は小中高と違って対面授業が行われていない理由をしっかりと考えて欲しいと

思う。



通学に時間をかけたくない。

授業を見返すことができるから。

オフラインでないと出来ないのは人間関係くらいなもので、本文である学びにはなんの影響も無い

オンライン授業は対面授業に比べてメリットが格段に多く、対面授業をした場合コロナに感染してし

まう恐れがあるのが怖いから。

この生活に慣れてしまった

家に居て単位が取れるなんてメリットしかない

オンライン授業で不便を感じたことはなかったから。通学時間などを別の時間にあてて1日を有意義に

過ごすことができるため。

往復四時間かけて通学しなくてよいから。

オンライン授業がメリットしかないため。また冬場は雪も降り交通機関も麻痺する日も少なくないた

め対面授業は希望しない。

怪我の都合でオンライン授業のほうが助かるから。

うるさい人もいないため、集中出来る。

通学時間を有意義に過ごすことができるから。

感染症が正直怖いので。色々なところから来る学生の集まりなのでリスクももちろんありますし、怖

がりながら大学に行くのは嫌だなと思います。

・どう考えてもオンラインの方が授業に集中できる

・課題をこなせば単位が出る

・人に会いたくない

・持病を抱えている身としては体調が悪くても病院に行く日でも欠席しないで済む

・わざわざ満員電車に乗って通学する意味がわからない

・これから寒くなって新型コロナウイルスがさらに猛威を振るうと言われているから外に出たくない

通学時間に授業やバイトを入れられて有意義だから。

講義の5分前に準備すれば良いので無駄な通学時間がなく、とても効率が良いから。

大学4年で内定が決まらない中、他の内定取った学生と合わなくてとても気が楽だった。

通学費が浮いた。通学時間が無駄にならない。満員電車に乗る必要が無い。朝弱いのでよかった。大

教室だと座れないことや、退屈な授業の時にストレスがひたすら溜まることもあるので、自分の時間

を有意義に利用し、リラックスして授業を受ける事が出来る。

親もいるし罹ったら大変

学校から遠いため併用にされると困るから。

また自宅から通学なので自分が無症状であれば家族に感染させてしまう可能性があるので、その危険

性を避けるため。

実家から授業を受けることができる。

初めて合う人と話すことが怖くなってきた

授業を見直すことが可能だから

医系ですが、通学の時間も記録記入に充てられて例年より楽なのではないかと思います

化粧をする必要がない、通学時間の削減

コロナの影響で思うように上京できないという理由と、まだコロナが収まっていないのにさまざまな

ところから学生が来るキャンパスで対面授業をするのはリスクがあるから。

オンラインで授業の質はより上がったと思っているから。訳の順番が回ってこないように関係のない

ことを話して授業時間を潰していたような学生もオンラインではそういったこともしづらいようで、

非常に快適。

満員電車やバスを利用してキャンパスまで向かうことが不安。外で遊び回っている学生と教室で会う

ことが不安。

オンライン授業にもメリットはあると感じたから。

通学の必要が無い。



前期を通してオンラインでも質の高い講義を提供してくれる先生は沢山いるのにも関わらず、コロナ

の変わらない状況のなか行動範囲の広い大学生がわざわざ集まって授業をうける必要があるのかと思

うから。

現在の状況に不満がないため

自分でわからないところを理解出来るから

未だ都内では一日の感染者数が百人を超え続けている現状で全国の大学が対面授業を再開すれば、よ

り感染拡大することは目に見えているから。対面授業を受けたことがないので授業の質などの比較は

できないが、個人的には今の授業形態が自分に合っていると感じるから。大学で新しい友達を作る気

が一切無いとは言わないが、オンライン交流で十分だと思うから。

授業によってはオンラインの方が質が上がるものがあるから

オンライン授業であればどこでも気軽に受講できるし、特にオンデマンド型は勉強スケジュールが組

みやすく、授業外の私生活が楽になったと感じたから。

交通費が不要であること。感染リスクが低くなること。看護学部で演習が必要であるため、その際は

学校に行く必要があるがそれ以外の講義を前期で受けてわざわざ対面で受ける必要がないと感じたか

ら。
様々な理由から通えない人や通いたくない人もいるので、家にいても受けられるよう対面とオンライ

ンを同時開講してほしい

大学の授業がきっかけで自分が感染した場合、社会的な風評で家族の仕事などにまで影響を及ぼす可

能性があるため

感染リスクを考えるとやはりオンライン授業のままが安心できるから。

大学は経済活動に直接関与せず、学校と学生双方が努力をすれば授業を行うことができ、対面時は座

席の間隔は無かった。感染拡大等のリスクを踏まえオンライン授業を希望する。

感染拡大地域で不特定多数と接触したくない。オンラインの方が時間・空間的に自由で便利。実家の

ため家事が少ないので勉強に集中できる。外見や体勢を制限されなくて安心する。

下宿に移りたくないから

コロナウイルス感染症対策として現時点ではまだ外出自粛が必要だと思うから。

メリットがかなり多いから

人と会うのが怖くて大学を休んでしまった影響で留年が確定しているので。オンラインだと講義の質

は落ちるが、確実に受けることができる。

効率がいい。何度も聞き直せていつでも授業をやり直せることで成績がかなり上がった、

通学時間を勉強に使える。通学による疲労が無い。自宅の方が集中できる。オンラインでも対面でも

質は変わらない。好きな時に授業を受けられる。授業を見返せる。

通学に時間がかからない、欠席連絡もオンラインで済む、課題や試験の難易度が低い、教科書を持ち

運ぶ必要が無い、最高。

女性は学校に行くためだけにも関わらず必要な準備に1時間かかるところがなんの準備もしなくていい

ことで、その分自分の好きなこともできるし、さらに好きなことをしながら勉強することもでき、生

活がこれまでより充実しているから。

オンラインでは録画で授業を聞き直せるので、授業内容について深い理解が得られる

勉学だけに集中したい。一学期の最初から対面授業なら(今まで通り通常の授業体制なら)友人もできて

いたのだろうが、中途半端な授業体制になってしまったせいで友人もできず、対人関係での不安が大

きい。真面目に勉強して大学に合格した私より、スポーツ推薦で入学した学生の方が友人を作る機会

が多く、そんな彼らを見ているのが虚しい。また、レポートを提出するだけの授業には問題がある

が、YouTubeなどを活用した授業は、一時停止で考えを整理出来たり、倍速設定ができたりして良

い。



拒食気味で人と顔合わせて食事取るのしんどかったから家で身体が楽な体制であればどんなに具合悪

くても講義受けられて嬉しかったし、何より通学や人と話してる時間が省けるから学べる時間が増え

た。教授とは学校のシステムを使って連絡を取り合えるからいつでも質問ができるようになって、講

義終わりの話かけ合戦に参加しなくても直接話す機会が出来た。講義も聞けて課題もデータで出せ

る。友人との意見交換はLINEや通話で事足りている。今の状況で無理矢理対面にしたところで、友人

や教授と会っても会話はできないし、板に挟まれた圧迫空間で、距離に気をつけて、小中では保護者

にやらせている部屋の消毒がこっちでもやらされるかもしれない。まだ手の消毒での安全性しか確認

されてない次亜塩素酸を撒いているところもあって、うちの学校がしないとは限らない。不利益が多

すぎる。コロナが治まって何も気にすることなく講義ができるなら対面のメリットはあるかもしれな

い。でも、今はそのメリットが潰されている。

クラスター発生を防ぎつつ、教育の機会を確保する必要があるため

体力の衰えを感じるので全部対面はきつい

通学が楽
通学時間がないので時間が有用

オンラインの方が集中できる

対人関係のストレスがない

授業を見返せるので復習しやすい

授業資料が見やすい

板書の手間がない

質問がしやすい

(私の所属する大学では)オンライン授業と対面授業で質の差はあまり無いように感じられる。その上、

睡眠時間が長くなって授業が受けやすくなったため。

クラスター対策

楽な為

家族に医療従事者がいる。対面になっても感染状況を鑑みると他者との交流が例年通りに進むとは考

えにくく、オンラインでもある程度の交友関係は築けていると感じているから。
どうせ全てを対面授業には出来ないだろうから。また、オンラインでもメリットはあるので、ハイブ

リッド形式が良いと思う。

通学の費用がもったいない為

大学の人に会いたくないから。通学がめんどくさいから。

講義の質は大して変化しないのでそれならば感染リスクの低く比較的時間のやりくりが可能な非対面

授業の方が自由度が高いため。

ここから新しく友達を作るという環境の変化すらも怖いから。今のところ週に1コマしか対面がないた

め(オンラインでも受講可能)、交通費の無駄と感じてしまうから。
オンラインにできる環境が整っている授業と生徒はオンラインにしたほうが良いと思う。大学がどん

なに対策をしても通学で通勤ラッシュと被る電車を使うなら対策の効果は下がってしまうし、研究室

などではどうしても密接してしまい高齢の方が多い先生方が特に心配。また私は実家暮らしなので親

に感染させてしまう可能性も高く、 SNSで同期生が遊んでいる様子をアップしていることを考えると

同じ教室にいることはリスクが高いと感じる。感染確率が高い食事中の会話も、食堂の利用者が多い

ため大学側は管理しきれないと思う。

ぶっちゃけ楽

適当にレポート書いてればそれそうの成績は貰えているので良い

便利なので

　現在、自分は九州の実家で暮らしており、対面授業が再開された場合は東京の大学近くのマンショ

ンに改めて引っ越す必要があり、第三波の到来が予測される中で、上京し一人暮らしすることに不安

を感じる。

　入学以来、一度もキャンパスには入れておらず、キャンパスで学生として過ごすことは魅力的だ

が、対面授業が再開するとしても、これまでのようなキャンパスライフは新型コロナウイルスが収束

するまでは恐らく戻らないので新型コロナウイルスが収束するまではオンライン授業で良いと思う。

4回生なので授業が少なく、通学の手間が省けるのはメリット。

通学での感染のリスクがない　時間を有効に使える　定期代が浮く



感染したくない。遊んでる奴らに今までの努力無駄にされたくない。授業中喋って怒られるやつがい

なくてとても快適。

通学しなくて良いので感染リスクの回避にはなる

座学はオンラインの方が楽だから

オンデマンド型の授業はかなり助かったから。聞き直せるというのが1番良いし、期間中であれば何度

でも視聴出来るので、理解度は高まっだと感じているから。

また、教授陣もオンライン授業用の前期より慣れてきていることを期待しているから。対面授業に代

替する授業のクオリティであれば、講義人数によってはオンラインで良いと思う。

オンラインで十分すぎるので

大きな駅を経由して電車で来る人が多いうえに授業後に飲み会する人がいるだろうし何よりも人と接

してまで感染するリスクを負いたくないし、ウイルスを持ち込みたくないから

コロナ感染拡大の予防になるため。

生活習慣の乱れが著しい、週に数回大学行った方が整う

コロナウイルスへの感染防止のため

私の大学のキャンパスは広くないので、対面授業が再開すれば密を避けることは不可能だと思うから

です。

授業の理解度が高いから。

わからないところを見返すことができるので対面授業のときよりも理解が深まりました

大学生だから、きっとみんなバイトとか飲み会とかで濃厚接触してる。通学の電車も混む。そんな中

で対面は感染リスク高すぎるので絶対に嫌

COVID-19感染の可能性が低いから

家族に医療従事者がいるため、自分のせいで家族や家族の勤め先に迷惑をかけたくないため。








