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いい加減にしてください。

対面授業がしたいです。

何を言っても、何を発信しても、全く世間には伝わってなく、大学にも伝わらない… もうこのままキャン

パスに行く事は叶わないのではないかと塞ぎ込んでいる… 大学生を苦しめるのはもういい加減にして欲し

い、すべての人に寛容な社会を！！

オンライン授業継続を！

政府は旅行を推進するのに、大学は人口が多い都道府県には行くな、行くなら大学に連絡して帰ってきたら

2週間自宅待機しろ、と国の考えとは正反対の支離滅裂な発言をしていることに呆れています。大学生は行

動範囲が広いと言いますが、お金を持っている社会人の方がよっぽど広いです。それなのに、その社会人に

は旅行を勧め大学生には自粛、少しでも外に出れば大学生がたむろっていたと外部から報告され、大学生ら

しい行動をしろと大学から忠告される。大学生に人権はないのでしょうか。母校の高校はビニールシールド

を机に立てていながら隣の人とペアワーク、生物教室で近い距離で実験、食堂や教室で友達とお喋りしなが

ら昼食を取っているなど、なんか自分たちが外出自粛してオンライン講義を受けているのがバカらしくなっ

てきました。いい加減、真のキャンパスライフを私たちにください。
3月にできなかった新入生テストなどはしっかり大学でやらせるのに、前期完全オンライン授業にした。今

年の新入生は来年に入ってくる新入生と同じ扱いになるのか？なぜ一歩も足を踏み入れてないのに施設代は

払うのか？

生徒への対応を考えて欲しい。

みんながみんな対面授業を希望しているわけではない。学生の中でも対面を希望しない人は一定数いる。そ

れを勝手に全学生が対面を希望しているかのように代弁されるのは一学生として不愉快である。

在学契約

オンライン授業に関わるアンケートの結果を公表していただきたい。現状だとオンライン授業に不満がある

学生の割合が分からないため本当に再開すべきであるかという客観的な分析が困難である。

「オンラインはつらい」「こんなことなら辞めてしまいたい」と訴える人に、「甘えだ」とか「社会に出た

方がもっとつらい」というような心ない批判を向ける神経が全く理解できません。（ご本人は批判であると

いう認識もないのかもしれませんが）

他人が苦しんで必死の思いで訴えているところに、自分の持つ尺度でしかその苦しみを図れず、ましてや相

手に対して発言しているのには人となりを疑います。人間は相手のつらさや痛みを完全に理解することはで

きませんが、理解「しようとする」ことは、少し意識を変えるだけでできると思います。「あいてのきもち

をおもいやりましょう」と親や先生から学びませんでしたか。

大学生の訴えに対する反応をこの半年間見てきて、尽く世間の大人や大学には失望しました。今はもう何の

期待もしていません。

コロナの何が怖いの？

大学以外は工夫しつつ始まっているのに、どうしてだとだけ始まらないのか、大学からも納得のいく説明が

ない。

マスコミも大学で感染者が出ても騒がないようにしてほしい。

早くインフル並みにならないかと強く思っています。

大学生は遊びたくてしょうがないように思われるのでこのような活動はやめてください。勉強をするために

大学に行っている人もいるのです。

政府がきちんと感染拡大を食い止めるなり医療資源や教育資源にお金を使うなりしてほしい。

オンライン授業でオンタイム授業じゃない理由を知りたい。

オンラインでも対面でも選べるようにするべき。教授の健康面が心配なら教授は個室からオンラインでやれ

ばいい。私たちはキャンパスに入らせてほしい。通信大学に入学したわけではありません。大学も大変なの

はわかるが、施設費も満額請求するなら大学も犠牲を払うべき。それができないなら返金するなり対応して

ほしい。基本は通学希望。

西南学院大学は何もクリエイティブな開拓を行わないままこの一年を恥ずかしげもなく終わるのでしよう

か？

何で小学校、中学校、高校、社会人はいつも通りの生活をしているのに大学生だけオンラインをしないとい

けないのか



・施設や資料の維持が必要であるため、施設管理費などはしっかり徴収すべきである

・学生はもちろんであるが、教職員も負担が大きいため、途中で対面にせよ、という要求は望ましくない

・もちろん全てではないが、高度な授業を求めたとしても、対面になってもだいたい同じであることが多い

・対面授業を望まず、オンライン授業ばかりを求める学生は、ただの学習意欲の無い人間であるため、彼ら

の意見は一切参考にならない

大学はビビリすぎ。もっと開放的になるべき。

謝罪しろ 過激なコロナ怖い人

対面授業を再開しないのは詐欺。

通学有りきで入学し、学費全額徴収されているのに、軟禁生活を強いられている事は理不尽以外の何物でも

ない。

大学が感染源ではないのに大学生だけがこんな仕打ちを受ける筋合いはない。マスコミはクラスター発生学

校名報道をやめて下さい。オンライン容認報道もやめて下さい。

今の大学生の辛い状況を理解してほしい。学費に見合った大学生活を全く送れていない。賃金を得ることが

できるテレワークと一緒にしないでほしい。

大学生が辛い思いをしているのを無視しないで欲しい。学費も変わらず、キャンパスライフを遅れない理不

尽さを理解して欲しい。

政治家に献金して訴えなよ

GoToキャンペーンなど、目先の利益ばかりを見るのではなく、クラスターの出た大学を叩くのではなく、

実情を把握したうえで積極的に措置を講じるべきです！

授業をやってくれているのはありがたいが、学費のうち、施設利用費を免除してほしい。

オンラインのメリットもあるのだと思います。緊急事態宣言時、オンラインで授業をしてくださったことに

は心から感謝しています。しかしながら、娘はオープンキャンパスに行って大学のホームページやパンフ

レットをみて、対面授業、サークルなどのキャンパスライフを送りたいと考えて入学しました。今ほぼオン

ラインとなるのはあの宣伝は何だったのかと悲しく落ち込む毎日です。今日もInstagramに普通のキャンパ

スライフを投稿されていますが、来年の受験生に週一回程度しかキャンパスには入れない現状は伝えるべき

です。公開のホームページに載せるべきです。オンライン授業が正しいのならなお載せて頂きたいです。

アンケート作成ありがとうございます〜！！！　

9個目のブロックの質問は中高の友達が引き続き大学にいる人は状況が変わってくるのかなあと思います！

要点が詰まったアンケートに感動いたしました！！これからも活動をいつも見守ってます😌拡散や、今回

させて頂いたようなお手伝いなどできることは協力します！💪🔥

よろしくお願いします！！！

ファイト〜！！！！！！🌽🔥

一度もキャンパスに入っていないので、大学生の自覚は正直ないです。大学に期待しては裏切られ、失った

時間は戻ってこない。もう全てがどうでもいい。退学したい。

サラリーマンや小中高生が通えるのに大学生が通えない根拠はあるのか。

まだ一年生で、１日も大学に通ったことがなく友達がいません。

snsやzoom越しでは本当の友達はできません。

大学は友達を作るためだけのところではないことはもちろんわかっています。

でも、このままだと、自ら学ぶことが難しいです。

気力や前向きさが失われていくような感覚があります。

前期は、今だけだ、もう少しだ、となんとか乗り切れましたが、後期もまたこの繰り返しかと思うと絶望し

かありません。

大学は一部対面と公表していますが、私には１つも対面授業はありません。

後期が始まる前に、せめて一年生を集めてガイダンスをして欲しかった。

学部ごとに、人数をわければできたと思います。顔を合わせて連絡先交換して、一回でもそんな機会があれ

ば、後期からも頑張れたのに、大学は何もしてくれない。

友達ゼロで不安の塊でいっそ学校始まんない方がいいのかな、と友達できるか不安しかなくて怖い。



完全対面授業にしてほしい。コロナが発生しても、今後オンラインに切り替えず、対策をした上で対面授業

を続けてほしい。コロナが発生しても大学名を報道しないでほしい。後期対面授業の開始が発表されると、

Twitter上でうちの大学に対する中傷的発言が数多くされ、嫌気がさした。無関係の人から悪く言われる筋合

いはないので、やめてほしい。

過度な感染バッシングに教育機関が萎縮してしまっている。文科省は対面再開に向けて指針を出し、感染責

任の所在は教育機関に求められるものでないことを明確にしてほしい。そして対策に向けた資金面での支援

を教育機関に保障してほしい。

対面授業にはしなくてもいいと思いますが、何らかの形で同級生と会ったりできる機会は欲しいです

テレビで対面授業を希望する声だけが報道されているように感じますが、一方でオンライン授業を希望する

声もあるということも報道してほしいと思います。

前期オンラインで講義を受けましたが、正直精神的にキツく病んでいました。努力して入り待ち望んでいた

大学を今は信頼することが出来ていません。今年履修した中には興味のある分野もありましたが、残念なが

ら授業と呼べるモノではありませんでした。私はスポーツを専攻しており、将来は教員としてスポーツに関

わろうとしています。また、院進も検討しています。それらを考えたときに、今年の1年間はプラスにはな

らないと思ってますし、大学には裏切られた気持ちでいっぱいです。

長文失礼致しました。
対面にこだわりすぎでは？リスクがある中でわざわざ対面にしたがるのは理性的だとは思えない。大学だけ

オンラインの現状に不満なら大学を対面にするのではなくそのほかのセクターをオンライン化できるよう動

くべきだろう。

オンラインを楽だからではなく、感染のリスクを考慮した上で希望しているという事

私は４年生で学生生活最後です。授業は残りゼミだけですが、それも対面は叶わず、学校で過ごすことなく

卒業を迎えることになりました。学外で会えるとはいえ、学生として学校での生活は何物にも変えがたいも

のがあると思います。３年間サークル活動を頑張ってきました。先輩方と全国的なイベントにも参加させて

いただきました。今度は後輩達と最後の年、目標もありました。何もできません。練習すらできません。

サークルのために下宿もし、勉強と両立も頑張ってきました。学生生活の全てでした。何もなくなりまし

た。せめて卒業までに少しでも活動したい。なぜ大学生だけが活動できないのか、テレビを見ればみなさん

歌って踊って喋って笑ってますよね。高校生は部活、大会してますよね。なぜ大学生だけ駄目なんでしょう

か。もう後がないんです、卒業したら終わりなんです。悲しすぎます。

お金を払ってるんだから前と同じような教育を提供できないなら大幅な学費減額をすべきです。

すごく取り残されてしまってる感が強く不安です...。

インターネットの記事などから見ても、この現状に不安を持っている一年生も多く、胸が痛くなります。

学びの場としてだけでない大学を体験してみたかったです...。

大学生だけなぜ違うのか

現在大学に行かせろという声が大きくなりつつあるが、本当にそれが全ての声なのかを考えて欲しい。実際

に周りの友達でもオンラインで良いという人は多くいる

思考停止しないで欲しい。

昨今オンライン授業で代替できるのではないか、という主張がメディアで見られるが、私はそうだと思わな

い。学びというのは、教授から学生に一方的に講義することではなく、双方向でコミュニケーションをとっ

たり、周りの学生と講義の内容について話し合ったりすること、課外活動の中で起きるものである。今の状

況は学生から学びを奪っている状態だ。国は、大学に対して対面授業を再開できる環境を整えるための金銭

的支援を行い、学生に対しても学費について支援するべきだ。

コロナがこれほど感染拡大したことの責任の多くは国にあるし、現在もまともな対策がとられていない。こ

の不安定な社会をこれから支えていく学生を支援するべきだ。

オンラインなら学費返して

オンライン授業すごい楽。これからももっとやってほしい。実技は対面、それ以外は全部オンラインでも良

いくらい。

学業以外の事も大学で学べる事を期待して通信制ではない大学に入学し、その対価も支払っているのに、オ

ンライン授業では支払った対価に見合わない授業ばかりが展開されているという事をもっと多くの人に知っ

てほしい。

なぜ大学生だけ活動が制限されなければいけないのか納得できない

県外から来た人がいるとはいえ小中高との差が激しすぎると思う



大学の対面授業再開が難しいという理由は重々承知しています。しかし、他のイベントやライブ、取材等は

体面である程度の規模であれば行われています。それならば大学も対面授業をほとんど再開出来るのではな

いかと思います。

もう、後期全面オンラインや少数の対面授業の実施を決めた大学も多いですが、1ヶ月ほど前に通知すれば

途中からの対面授業の拡大も可能だと思います。できるだけ対面授業を再開するための努力をやめないでく

ださい。もう後期始まってしまったから来年度まではこの方針を変えられないよ！とは言われたくありませ

ん。

また、コロナウイルスが怖いから学校には行きたくないという人もいますので、対面授業をオンラインでも

受講できる状況は整えてください(zoom等でリアルタイムで繋ぐ、録画して後に公開する等)。やるべき事は

多いですが、不可能では無いと思います。出来ないのならば、なぜ出来ないのかという納得のいく説明が欲

しいです。

最後に、大学でクラスターが発生しても過剰にバッシングをしないで欲しいです。バッシングはどうすれば

防げるのか、は正直分かりません。ただ、コロナウイルスは誰でもかかりうる病気であり、バッシングを防

ぐために体調が悪くても隠すということがあっては本末転倒です。コロナの感染者がでても、対策の改善の

余地があるなら改善すれば良いという風潮を少しでも高めるような報道、発言をして頂きたいです。

私が言いたいことは

①少しでも対面授業を増やして

②対面、オンラインの両方の環境作りを

③過剰に叩かないで

の3点です。よろしくお願いします。

#大学生の日常も大事だ

特に学部1年生が不憫であることは十分理解できるので、1年生には対面授業を提供する一方で、オンライン

授業にも利点は数多く存在します。自分の大学で実施されたアンケートでも、学部2年生以上及び教員の8割

以上がオンライン授業に肯定的でした。一部の人間の意見に流されることなく、教育という観点から大学に

は適切な対応をとっていただきたいです。

特に大学の関係者の方々に、正直に私たち学生や保護者に対して対面授業を行わない理由を示してほしいで

す。今のままでは納得ができません。勿論、通常通りの生活が戻ってくることを1番に望んでいますが。次

に望んでいることは、学費の一部を返していただくことです。それもできないのなら、私たちの納得のいく

ような説明を求めます。

人と会えない期間が長くなればなるほど心を病む人も多くなると思います。感染拡大予防と言って自殺者が

出ては意味がないと思います。大学生は遊んでいるだけとも言われますが、全員遊んでいるわけではありま

せん。勉強をしたい人もたくさんいると思います。そして、授業の中身から得られること以外にも本来学ぶ

べきことがあると思います。



大学が完全に対面授業再開に至らないのは地域住民のせいと言っても過言ではない。天理大学がその例と言

える。ムダに電話して大学側の仕事を増やすな。これに関しては大学も学生も悪くない。しかし、京都産業

大学の件については学生が悪いと言える。当時は海外から帰ってきたばかりの人は在宅しておくほうが良い

とされていた。なのにも関わらず、出歩いて感染者が異常に増えた。ほぼ同時期にヨーロッパから帰国した

同地域の私たちは一切感染していない。この件があったために大学生は夜に出歩くから再開できないという

ことになるのではないのか。これに関しては学生が100%悪いと言える。

大学生でオンライン授業なのにも関わらず、単位を落としまくった学生がちらほらいる。そのほとんどが教

員に相談しなかったからである。「報･連･相」を知らないのか。「報･連･相」をするにしても事後では意味

がない。なぜ遠慮するのか。幼稚園児でも相談はするだろう。非常勤講師は無い場合もあるが、所属教授ら

はホームページやポータルサイトなどにメールアドレスが書かれているはずである。1回生については百

歩、いや、百万歩譲ってわかるが、2回生以上については意味がわからない。留年しても彼ら学生自身のせ

いである。

先日、飛行機でマスクを拒否して追い出されるというニュースがあった。おそらく反自粛派であろう。しか

し、そういう人たちが一向に通常の社会に戻らない原因なのではないのか。郷に入っては郷に従え。良い大

人がバカなことをするな。こういう人に限って「最近の若者は...」などと馬鹿なことを言うのだろう。情け

ない。日本の社会が良くならない原因のひとつである。

某市の新型コロナ感染者情報のTwitterに、「教育関係者の所属している学校名を明かせ。うちの子どもが心

配である。」とあった。気持ちはわからないでもないが落ち着け。教育関係者をいわゆる学校の先生だけで

あると思っているのが間違いである。教育は主に学校教育、社会教育、家庭教育が中心である。図書館の司

書や博物館の学芸員なども教育関係者である。なんなら子どもに勉強を教えている親も教育関係者と言えな

いこともない。もっと勉強して知識を増やせ。

授業料が高いという声が上がっている。しかしオンライン授業に移行し、そちらはそちらでお金がかかる。

そこまで考えは回っているのか。さまざまなお金を返せ、というものについてもおかしい部分がある。大学

教員はAIではない。人間である。雇われて仕事をしている。ボランティアではない。予算についても前年度

に組み終わっているため、返金もすぐに行えないのはこれが理由である。そこを理解してから言うべきであ

る。
大学が始まらない理由として述べられている「大学生は〜」というものについて、全て主語を「社会人は

〜」にしても成り立つのではないでしょうか。講義室→会社など多少の違いはありますが、「大学生だけ」

についての納得のいく理由に出会ったことがありません。

根拠なく大学だけを停止するのはもう終わりにしてください。大学の停止は今後に大きく影響するのではな

いでしょうか。

誤解されている方が多いようですが、私たちが求めているキャンパスライフは「遊び」や「交友関係」とい

うような意味合いだけではありません。本来の大学のキャンパスで提供される「学習環境」を得られていま

せん。そもそも、「遊び」や「交友関係」だけを求めて大学に来た方々は、今もそのような人たちどうしで

集まって楽しく過ごしていることでしょう。大学生に対してそのような偏見を持ち、キャンパスライフを狭

義的に捉え、学びたい学生さえも追い込んで、何が生まれるのでしょうか。

時が流れれば、後に私たちは「コミュニケーション能力が低い」「大学で何を学んだんだ」「あの世代は駄

目だ」などと言われることでしょうね。そしてそれは「自己責任」とされるのでしょうね。日本の研究や社

会の衰退があれば私たち世代のせいとされるのでしょうね。
オンライン授業になってしまったのはしょうがないが、学費に見合った授業を提供するのが大学側の義務だ

と考える。課題を与えるのみの授業も多く、学費を減額するなどの処置を検討していただきたい。

コロナウイルスは広義的には風邪ウイルスです。そしてこの新型コロナに限らず危険な病気・ウイルスは

RSだのアデノだのインフルエンザだの肺炎双球菌だの様々存在します。院内感染ならもっと様々です。

コロナを蔑ろにしろとは言いませんが、インフルエンザなどその他ウイルスと同じ5類対応にいち早くかえ

て、共存すべきではないかと思います。

5類にすればインフルエンザが流行ってもおどろおどろする必要がなくなります。

手洗いうがいと咳エチケット、その他よく食べよく寝て健康的な生活を送るのみです。この場合の健康的な

生活は精神的も含めます。

WHOの健康の定義にもありますが、健康はただ風邪を引いてないだけでなく、精神的にも良好でなければ

いけないのです。このコロナの世間、新たな生活様式ははっきり言ってこの精神的にも良好の部分を蔑ろに

しています。



友人や知り合いが大学に居ない大学1年生の苦労をわかって欲しい

異常な状況に気付いて欲しい

大学の授業料を見直して欲しい

なぜ大学に行けないのか。これはコロナのせいではない。大学の責任。大学に不信感しかない。

本当にこのまま1年間無駄にしてしまうのでしょうか。100万円以上の学費も、睡眠を削ってまで取り組ん

だ身にならない課題も、このままなのでしょうか。報われ無さすぎて、この先の未来に、社会に、大人に希

望が持てません。生きたいと思えません。

小中高生や社会人が通学通勤を再開する中、大学生だけが危険人物扱いされ登校を制限されていることに憤

りを感じます。

今年度の実習が全て中止になった上に、後期の授業がほぼオンライン続行となり、学生のモチベーションは

かなり下がっています。

オンデマンドが理想です
小中高は大学と違い、登校が始まっていますが、裏を返せば1番学内の感染リスクが下がっているとも言え

ます。私自身も対面授業の方がいいですが、自分が感染した時のことを考えると一概にオンライン反対とは

言えません。

そもそも通信大学という選択肢がある中でなぜ私達は対面授業を行う大学に入学したのでしょうか。今まで

大学に通学することが当たり前に感じてる部分が少なからず私にはありました。当たり前だと思っていたこ

とが実は大きな幸せなことだとこの期間を通して身に染みています。大学に入ること、勉強すること、遊ぶ

ことは人生の一部です。全てではありません。もちろん私自身も受験勉強をしてきて今年の1年生をはじ

め、多くの大学生は多大なる苦労の先に今の大学生という身分を手にしたことは承知しております。しか

し、それだけが全てと言えるのでしょうか。浅く狭い見解ではありますが、SNS等の意見を見ると大学に

入った目的を錯乱されてる方が見受けられます。

｢対面授業を想定して入学したのだからオンラインでも授業の質は保たれるべきだ｣確かにそうです。私も対

面授業が当たり前だと思っていました。しかし、この未曾有の事態で完璧な正解を出せる方が難しいのでは

ないでしょうか。私達大学生が声を上げることは大切ですが、教授の方々も日々研究に勤しんでおりその時

間を縫って私達に授業をしてくださるのです。教授の皆様も1人の人間ですし、私達個人のことだけを考え

ずお互いに柔和な姿勢で歩み寄り、双方が納得できるようにしていくべきではないでしょうか。

さらに、一部の教育熱心(?)、多大な愛情を注いでいらっしゃる(?)保護者の方が大学側に対面授業の再開を

求める主張をしている意見も目にしました。学費を払ってることもありますが、過度な主張は双方の利益に

なるのでしょうか。お子様のために声を上げる姿勢は大変素晴らしいですが、大学職員の方が応対で受ける

ストレスを考えると多少の限度を考える必要もあると思います。そもそも大学に入学した意思を決めたのは

お子様であり、保護者の方の人生ではありません。必要以上に全面に出る必要があるでしょうか。

とはいえ、多くの大学生が今の状況に悩まされ中々前を向けない状況だと思います。私のような考え方が少

ないことも分かります。ただ、単なる意見と捉えて欲しいのですが、今の自分より少しでも良くなろうと行

動してる方は何人いるのでしょうか。この状況で満足に学習が行えないなら自分で本を購入し自分で学びを

深めることも出来ますし、時間が取れなくて取得を伸ばしていた資格勉強、スキルアップなどやろうと思え

ばできることは沢山あるはずです。失われた1年と感じるなら編入してもいいし、院に行ってもいい。誰も4

年限定とは言っていません。自分の人生を生かすも殺すも自分次第ということを考え直してもらいたい大学

2年生でした。(それでも課題の量とかはこちらがどうにかできる問題ではないためそこは教授の皆様が考え

て欲しいところではありますが笑 いずれにせよ、一方的な主張だけでなく健全な議論の上で事を進めるべ

きだと思います)

助けて下さい。

　ハイブリッド授業、などと大学はうたっているが、実際は10割オンライン授業だという学生が多い。特に

新入生、文系の学生は実験がないため大半がこれに該当している。

　この状況下にあって毎日通学したいとは思っていない。しかし入学式、たまの対面授業はできるのではな

いか。地方や海外にいる学生を考慮するのはわかるが、リスクを分かって東京の大学に入ったのであるから

全てを等しくする必要があるとは言い難い。対面授業をライブ配信して対応して欲しい。

子供の見本となれる態度・言動を示してください。

会社通いながら大学のオンライン講義がいい。大卒見込みで3年から就活始めて、早めに入社したい。



オンラインは楽だという認識を変えてほしい。受けた人にしかわからない。

学生は社会の皺寄せを受けています。大学は社会のはけ口ではありません。私達にも当たり前の生活をさせ

てください。

大学は自分の大学からコロナを出したくないという姑息な責任逃れをしているようにしか見えません。普通

に考えてオンライン授業に目に見えて効果がないことは日を見るよりも明らかではないですか。あなたたち

大学は馬鹿ではないでしょう。現実を見ろ。

支援金をもう一度出して欲しい

寮生活強いられてたり元々密な所はオンライン授業にしてもいいと思う

返金をしてほしい。

課題が多すぎる。

インターンに行きたい。

対面授業を実施するとしても、オンラインでも授業を受けられるようにしてほしい

私たちは大卒という肩書を人質にとられ、高額な身代金を払わされ続けています。大学側には一刻も早くこ

んな悪事から足を洗ってほしいです。

十分な授業も受けられないのにも関わらず、課題も多いため、学費を安くするなど対策をして欲しい。本来

の大学の意義を十分発揮していないと感じる。また、授業意外の活動を制限するのなら、一律で全国の大学

を休学するなどして欲しい。社会人や小中高生が学校に行く中、大学生のみ家にいる状況は精神的にも影響

を受け、嫌気がさしてしまいます。

多くの大学生は社会と切り離され、孤立しています。特に私のような新1年生は悲惨な状態にあります。一

刻も早く、可能な範囲で良いので対面授業の再開を望みます。

私たちは人生の大切な時間を大学に預けている。

私たちの時間とお金を無駄にしないで欲しい。

(福岡県、西南学院大学1年生)

オンラインにしろ対面にしろ判断が難しいとは思いますが出来る限り早めに決断していただくと学生側とし

ては気持ち的にも準備しやすく楽かと思います。

大学もWithコロナの対象に

してください。

対面授業を続けることを決断する大学側の考えは十分理解できる。しかし、対面授業とオンライン授業では

やはり授業の質は落ちる。両親に同じ学費を払ってもらっているのに、自分が授業内容に満足できないとい

うのは悲しい。また、短い学生時代を謳歌できていないという事実も苦しい。状況が状況であり、自分だけ

ではないことも考えると、まだ我慢しなくてはならないのだろうか、、

対面であれオンラインであれ、勉強したいと思う人が勉強できる環境にすべき

奪われるものばかりでその対価が払われていないように思える。なんとかして欲しい。

オンライン授業は大学も大学の先生たちも苦しそうだったし私達もまともに授業が受けられなくて悲しい。

結局誰も幸せになれていない

実家がとても厳しくコンビニすら自由に行けないほどに行動を制限されているので、一人暮らしの家に戻り

たいです。そしてその理由として対面授業に戻してほしい。今本当に誰とも会えず、でかけられもせず、鬱

になりかけています。
オンラインは双方向ならまだ許せた。

録画か一方的なモゴモゴ話してるばかりで妹の学習塾のオンラインより酷かった。

実験等は後期に回すとしてたから前期は我慢してたけど、後期も基本オンライン。

学習塾でもオンラインの時は半額なのに学費は満額。

休学するのもお金がかかる。

なので退学も考えたり、対面をしている大学を受け直そうかとも考える。

これで来年普通に1年生を迎え入れられたら腹立たしい。

後期1年生だけでも毎日キャンパスに入れて分散授業をしてほしい。

入学して半年まだキャンパスにさえ入ってない。

なんでも大学の責任にしないでくれ。

金銭的補助も重要であるが、生徒の精神面での配慮が必要なのではないか。zoomでの授業は教授の自宅で

ある場合があるため施設費などが本当に必要であるのか不明。前期に収めた学費などを使用目的割合を明確

にして欲しい。

対面授業を前提とした大学でもコロナ後はオンラインでも受けられる講義を設けてほしい



心の問題も考えてほしい。施設料の減額を願います。そして、コロナを指定感染症の2類から５類へ　変更

してください。

大学が始まったところでどうせお前らサボるだろw遊びたい大学生は出会い系アプリでも使って適当に過ご

せばいいと。

オンライン授業継続を。

この状況なのでオンラインで大学生は授業を受けているのに、政治家がパーティーを開いていたり、GOTO

トラベルなどと言っているのを見ると頭にくる。施設費などの返金や減額だけでなく、その値段のままにす

る説明すら大学からないので不信感を覚える。小中高校など他の教育機関は対面授業を開始している中、大

学が開かないのも疑問。授業・移動中のマスク着用、食堂の座席の制限など、世の中の商業施設や公共施設

がしているのと同じ対策を講じれば授業も対面でできるのではないかと考える。

これからも一生オンライン授業にしてください

オンライン派の意見を揉み消さないで下さい

オンデマンドをしながら授業は行うなど、来たくない人は来ない、くる人はくるようにすれば良いと思いま

す。

大学には対面でなくて良いので友人を作る場を用意してほしい。

もう半年十分我慢しました。また半年我慢しなくちゃいけないんですか。私たちが確実に学校に行ける日は

来るのでしょうか、4年間のうちの1年を失うって本当に大きいんです。あなたたちはその対価を払えます

か。この一年で恋人ができたかもしれない、まだ出会わない友達と仲良くできていたかもしれない、キャン

パス内でしか体験できない新しいことに挑戦していたかもしれない。少なくとも、私は大学一年時に本当に

たくさんのことを学んで経験しました。はじめての飲み会、合宿、キャンパス内でかくれんぼ、学食巡り、

これはほんの一部に過ぎません。でもこんな些細なことが集まりに集まった結果私たちのかけがえのない大

学生生活が出来上がるんです。そして私は大学で人との出会いがどんなに大切かを学びました。周りの先輩

や友達は世界一周の旅に出たり、ボランティア活動で海外に行ったりなど自分が体験したことのない素晴ら

しい経験をした人たちに出会い、彼らの様々な話を聞きました。私は彼らのおかげで将来の夢が決まり視野

も広くなりました。新しい自分になれました。そんな大きなチャンスがたくさん詰まっている大学生活の1

年を失ってるんです。返してくださいって言ったら返してくれるんですか？本当に辛いし許せないです。こ

んな気持ちの大学生全国に無数にいます。この気持ちを少しでも汲み取り、理解してくれるなら、対面授業

を再開してほしいです。よろしくお願いします。

学生の意見に流されず、オンデマンド授業を続けて欲しい。

オンラインがいい

対面再開派だけの意見を取り上げるのは辞めてください。

オンラインのままがいい人だって沢山います

大学は対面授業を再開しないのであれば、全学生に対して学費返還又は予定されている閉鎖期間までの卒業

単位全部の付与の措置を行うこと。

今や十分な感染対策を行っても感染する可能性はあることを肝に銘じ、大学生に冷たく当たるのではなく、

多角的な視野を持って現状を知るべきである。

国民第一に考える政治家だけを残し、二階など利権のことしか考えない政治家は即引退をすべき。
キャンパス内でコロナに感染する可能性がゼロだとは言えません。しかし、コロナ対策をしながら社会活動

を再開していくということが今求められています。会社だって小中高だってその通りです。その社会の動き

と比べると、対面授業が1,2割という大学の決定は、あまりにも慎重と言いますか、頑なな態度をとってい

ると言わざるを得ません。

SNSで友達を作ればいいと言う人がいますが、SNS上で会うのは自分と合う人なのかわからないのに、その

わざわざ決まった人と面と向かって話すと言う不思議な空間なのです。それではあまりにも限界がありま

す。

大学は大学生活の基盤をなすものです。その基盤を失った私は、大きな虚無感を感じたままこの約半年を過

ごしてきました。私が来たのは通信大学じゃないんですよ。そもそも友達がいないんですよ。大学の対応を

見てみると、オンライン授業で苦しむ学生を助けてあげたいと言うよりも、大学としてはオンラインがいい

からその理由を何とかして見つけようとしていると思わざるを得ません。

もう一度言います。対面授業が1,2割という大学の決定は、あまりにも慎重です。

現在の社会の動きにそぐわないものです。完全な対面授業を前向きに検討していただきたいです。



半年間苦痛だった。孤独を感じていた。パソコンとばかり見つめあって、ブルーライトの影響か頭痛や寝不

足が続いた。ニュースを見ても、焦点が当てられるのは小中高生のコロナ対策ばかりだった。大学生だって

苦しんでいるのに、それどころか大学生に対して冷たい意見を持つ大人さえいた。世界から隔絶されてい

た。SNSを使って交流しろだとかいう意見もあったが、ネットリテラシーが求められる中で、どれほどの交

流ができるだろうか。わかっているふりをしてわかっていない大人ばかりだった。下校時刻ごろ聞こえてく

る子どもたちの声は毎日私の孤独感を引き立てた。どうして大学生だけ？私の半年間は殺された。

オンライン授業が便利なので対面授業をすることになっても続けてほしいです

小中高は対面授業を再開している。部活でのクラスターなどは起こっているが、授業が原因での感染は起

こっているのか？大学は再開しなくていいのか？コロナに感染しなければ他は何でもいいとでも言うのか？

大学生は対面授業にしたら飲み会するだろうから困る、みたいな話があったが、対面授業がなくても集まっ

て遊ぶ人は遊ぶし飲み会したい人はすると思う。(そもそも感染者が出ても会社名は報道されないのに大学

名は報道されるのがいけないと思う。大学側が批判を恐れて再開できなくなる)

大学生でも教員でもなんでもない人たちが、対面再開を求める大学生を馬鹿にしたり批判したりしているの

を見ることに疲れてしまった。実情を知らないなら口出ししないで欲しい。

対面授業を行うことのデメリット（主に感染の恐れ）ばかりが指摘されているように感じるが、オンライン

授業を続けることに対してのデメリット（例えば、鬱になる学生の増加や人との交流の少なさによる人格形

成への影響等）も考え、検討していくべきではないだろうか。学生や教授等の安全が第一なのは理解できる

が、今回の新型コロナウイルスに対して、世間は過剰に恐れすぎている面があると個人的には感じる。必要

なのは、メディアの情報を何も考えずに受け取ることではなく、一度冷静になり自分自身で情報を探して知

識を増やし、正しく恐れるということなのではないか。これを踏まえた上で、短期的な視点だけでなく長期

的な視点も考えた場合、このままオンライン授業を続けることの方が対面授業を行うことよりもメリットが

大きいと、果たして本当に言えるのだろうかと疑問に思っている。

社会のなかで大学生だけなぜ身動きが取れないのか。go toトラベルですらしているのに。

大学での対面授業を希望するのは勝手ですが、オンライン授業派を巻き込まないで貰えると助かります。今

まで対面で楽しくやってきて、オンラインになってから課題が増えて苦しいのは分かります。でも今まで対

面がどうしようもなく辛くてオンラインになって救われた人もたくさんいるんです。対面を希望する人の中

には、今まで出席だけしてあとは抜けても大丈夫だった授業もレポート提出になって辛いから早く対面再開

して欲しいという人もいます。私の友人もその1人です。そういう人は対面希望する割に、対面が再開した

ら友達に代返してもらったり、授業を切ったり、授業中寝たりするんです。小中高生は学校に通っているの

にどうして大学生だけはオンラインなのかという主張もありますが、大学には小中高よりも多くの都道府県

から人がやってきます。規模が違うんです。それだけクラスターが起きる可能性も高いし、自分が感染する

かもしれないんです。わたしはなぜそのようなことを言うのか理解ができません。

受験を頑張って、希望の大学に合格したけどまだ大学生になれていない。

実習もサークルも何もない。

社会から見捨てられている。

大学からもクラスターおこすと決めつけられ、見捨てられている。

何もしていないのに、なんで信用されていないのか分からなくて悲しい。

綺麗事ばかり言う大学には失望している。

せめて施設利用費返して。その金で友達と会えなかった分遊んだり食事したりして、虚無期間の埋め合わせ

にします。



対面授業再開など、コロナ前の日常に戻れば皆喜ぶのでしょうか？

皆全員が納得できる案はありません。

教員だって、熱心にオンラインの環境を模索し続ける人もいれば、歳のせいにしてシステムを理解しようと

しない人もいる。

学生だって、自粛要請期間中でも旅行に出かける人もいれば、おとなしく家で授業を受けていた人もいる。

大学によっては感染予防策を取りながら対面授業を受けていた人もいる。

何が言いたいかというと、色んな人がいるってことだけです。教員にも学生にも、日本にも世界にも。私は

現にオンラインが続こうが対面に戻ろうがどちらでも構わないと考えています。上記回答の通り、わがまま

ですがどちらにせよ不満があるからです。

教授から聞きましたが、私が通う大学が後期対面授業再開(結果としてオンラインに決まりましたが)を渋っ

ていた理由の一つに、県外からの進学者の一年生のほとんどが県内の生活拠点を決めていなかったことがあ

りました。今もこの状況が続く中で、何度も遠方から訪問して保護者と物件を探して契約して引っ越しする

ことは、なかなか厳しいのでしょう。

しかし、一年生がこれまで一度も直接会わずにいることも問題です。上級生や教員からは授業の質が落ちて

いる、評価が難しいなど不満を言われ、その中で(少なくとも私の通う)大学は苦渋の決断を行ったのだと私

は考えます。
都内の小さい大学に通っていますが、先生方や職員の方が準備して下さったおかげで感染対策が徹底されて

おり、後期の対面での授業や実験において不安を感じる事はほぼ無いです。(自大学は講義の約半分が対

面、実験は全て対面の予定)また先日登校する機会があり、友人とも会いましたが、とても楽しい時間で、

改めてキャンパスに通いたいと感じました。大学によって立地や規模、授業数、教員の種類など状況は異な

りますが、少しでも同じ大学生の皆さんが有意義な学生生活を過ごせるようになればと思っています。今回

のプロジェクト、応援しています。

コロナ対策(コロナは終息したと思っていますが）をして、授業料に見合った大学生活を保証して欲しい。

引きこもりの状態を推し進め、身体の不調から心の不調に移った頃に、対面授業を再開。行くことの出来な

い健康状態を側から見て、同じ境遇じゃないのに「甘えてる」なんて、軽々しく言わないよう、前もってお

願いします。

#大学生の日常も大事だというハッシュタグの作成など、対面授業希望者により対面授業をさせるよう工作

が行われていますが、私のようにオンライン授業を希望する人もたくさんいるのだと、そしてコロナ禍が辛

く苦しいもののように言われているが、自分のようにむしろコロナ禍のおかげで精神的に安定するなど得が

多くてとても嬉しいという人もいて、全員が苦しんでいるような思い込みは誤りであると、それを知って欲

しいと思います。

大学生だけ置いてけぼりにされていることに徐々にみんな気付いてきているはずです。お願いだから無視せ

ず、私たちが大学に直接行って学ぶ権利があることを忘れないでほしいです。オンライン授業はあくまでコ

ロナウイルスが未知と言われていた時の緊急的な対策だったはずです。後期、来年の2月までオンライン授

業などバカげています。後期対面再開を希望します。
自分は3年生でほぼ単位も取っているし、重要な対面型の授業は既に対面が決まっているし前期こそオンラ

イン実験だったが後期は学校に行けます。楽に単位が取れるためオンラインの方がいいです。サークル仲間

や学科の友達もいるので遊べますし全く問題ありません！！

しかし、自分が1年生なら多少は文句を言ってるかもしれません。それは仮の話なので分かりません。適応

してるかもしれません。弟が大学1年生にいるのでやはり可哀想だなと思ってますが、本心として対面はめ

んどくさい、オンラインは楽というのがあります。

まぁ頑張って下さい（笑）応援してます。こういうアンケートなど協力できるのがあればどんどんしたいと

思います！

go to travelだけではなく、今後go to eatなども勧めていくといった内容をワイドショーで放送していた。大

学が半年間オンライン授業をしていたとされる理由は多方面から来るから・集まって飲み会などをするから

といった2点が主であったと思うが、go to eatなど飲食店を救う政策のためにお店に食べにいくことを推奨

するのであれば、大学生が集まって飲むからという理由で家に拘束されるのは納得がいかない。

また、そもそもオンライン授業の苦しみをわかっていない人は黙っているべきだと思うが、楽だろう・甘え

などといった言葉をかけて追い詰めるようなことはしないでほしい。



なぜ小中高生は対面授業が始まっているにも関わらず、大学生だけがオンラインという形式なのかしっかり

納得できる理由を示してほしい。メディア等では大学生は県を跨いでの通学や、移動が多いためオンライン

になっているとされている。しかし社会人も県を跨いでの通勤がなされているし、遠くに出かけてる人も多

い。そこら辺も踏まえた上で納得できる理由を提示してほしい。また、自分の大学では学生が入構禁止にも

関わらず、入構禁止期間にドラマ撮影が行われるなどのことがあった。それについて世間の人、また大学関

係者、感染症治療に携わる医療従事者の意見を聞きたい。

コロナに対するリスクの低い大学生が、リスクの高い方々のために犠牲になっていることが正直辛い。これ

から就職もどうなるか分からない、コロナ対策の影響で増税もされると思っていて。この不況の被害を諸々

受けるのは今の大学生なのに、満足できる大学生活も送らせてもらえないことに不満しかない。

社会が正常な状態に戻りつつあるなか、大学だけがオンライン授業を続けている状況は異常である。公に

は、対面とオンラインの併用と謳っている大学もあるが、そのほとんどは、9割方オンラインである。これ

は併用とは言えない。オンラインでは明らかに授業の質が下がっており、学生の精神状態も不安定になって

いる。学生の学費に見合った教育ではない。

さらに我々が怒りを覚えるのは、学費を払っている学生が登校できていないにも関わらずオープンキャンパ

ス、酷いところでは社会人講座を対面で行おうとしている大学があることである。これを、学生への侮辱以

外のなんと呼ぶのか。

早いところではそろそろ出願が始まる。上記のような大学の怠慢は、必ずや受験生の減少によって罰せられ

ることであろう。大学には、学生に対する真摯な対応、すなわち対面授業を強く求める。

追い込まれている人は多い。誰かが死んでからじゃ遅い

できるだけ早く対面授業をして欲しい

大学生はたしかにコロナばらまきロボットだけど、大学生だけオンラインはあまりにもひどい。これから将

来を担う大学生ともう死にかけの老害の命どっちが大事なんかを考えて欲しいと言うのは建前で、普通に遊

びたいでーす

個人によって事情が異なるため、一概に原則対面、原則オンラインの授業形態を取るのではなく、どちらの

形態をも自由に選べる方式を大学は取るべきである。

サークル活動など犠牲にしたものはありましたが、家の中でもできる新しい趣味を見つけました。しかも、

通学時間がかからないため、(サークルもほぼ活動していないため)趣味に費やせる時間は多く取れました。

世の大学生には、学校に行けないから辛いと嘆いている人も多いですが、何か代替として没頭できるものを

見つければ良いのにとは思います。

私の大学ではそんなことはなかったのですが、他の大学(早○田大学など)では授業回数を減少させられてい

るところもあるようです。

これに関して、学費を返して欲しいというのは無理はないと思います。同じ金を払っているなら、せめて授

業回数くらいは同じであるべきです。

対面授業とオンライン授業を学生が選べるようにすべきと思います

大学側も多少なりとも私達の意見を受け入れる姿勢が感じられる。しかし、未だに厳しい施設の利用制限や

入構制限が設けられているなどいつまでも世間やメディアに怯えてばかりでは、何一つ状況は良くならない

と思われる。それどころかますます槍玉に挙げられる機会が増えてしまうのではないかと私は危惧してい

る。

また、友人を作ることさえ許されずただ家に閉じこもり淡々と課題をこなす日々を過ごす中で精神的苦痛を

感じる大学生が少なくなく、これは感染以上に深刻な問題なのではないか。大学の高い学費はただ学ぶ事だ

けではなく、かけがえのない友人と出会う事やサークルを通じ大学生活を謳歌する点で意味があるのではな

いかと私は解釈している。

学生側に手洗いうがいの徹底、どうしても人が集まってしまう場合のマスク着用(人との距離が取れる場合

は外しても良いとする)、少しでも発熱など体調が優れない場合は大学に行かない旨の指示をした上で対面

授業の再開をするべきである。もし万が一感染者が出てしまった場合はただ謝罪するのではなく、毅然とし

た対応を大学側は取るべきである。

最後にメディア各社も、「何処で何人の感染者が確認されクラスター発生」という風に差別や偏見を生みか

ねない報道を直ちにやめるべきである。



春学期は大学側も模索しながら進めており、システムが円滑ではなかったり課題の量が異常だったりしたこ

とがやむを得ないことだったのは重々承知している。ただ、授業開始が他大学と比べて極めて遅く、システ

ムに改善が見られなかったのにもかかわらず学費が変わらなかったことには納得できていない。

また、大学の授業をリモートで行う、ということが「新しい生活様式」として浸透して欲しくない。幼稚園

〜高校は再開している一方で多くの大学が対面を再開しないのは、クラス制が無く不特定多数の接触のリス

クがあるからであって、決して大学がインターネットで完結するものだからではない、と思っている。

大学、質の悪い授業ばっかしやがって学費返せ

学費軽減

学費返せ。オンラインでもいいが部活はやらせろ

実験系が動画で終わるのはどうかと思う。

後期からは一刻も早く完全対面授業を始めて下さい。文科省は従わなかった大学には罰を下すなどして対面

授業の大切さを強く大学に訴えて下さい。

新入生の人間関係を広げるため、4年生の学生最後の思い出づくりのためにもサークル活動を再開してほし

い。

また、オンライン上でも良いので、学生と大学職員が対話できる機会を作ってほしい。

私の通う大学は週2回の登校が後期から設けられた。要因としては私の大学は理系単科大学なので人が少な

く密になるリスクが他大学と比べて低いことからだと考えられる。しかし、理系にとって必須であろう実験

が後期もないなどの点から正直納得はいかない。

オンライン3150

感染対策をおこないつつ対面授業も増やしてほしい

オンライン授業はまだコロナのことが全く分からず、が死に至る恐ろしい病気かと恐れたから、始まったは

ずです。

今ではそれ程恐れる必要もないと分かり、世間も感染に気をつけながら普通に活動をしている中、大学生だ

けが一方的に我慢を強いられている現状はどう考えても異常です。

大学や世間はオンライン授業のメリットを訴えていますが、それに納得し入学してきた学生を対象にすべき

です。

通学前提で入った自分たちにそれを強いるのは筋が通りません。

大学の全面再開を希望します。
「大学生は対面授業をすべき！」「#大学生の日常も大切だ」と大人や大学生自身が思っているのなら、そ

れなりに外出自粛をしてほしかった。後期にある解剖の授業のために夏休みに真面目に外出自粛をしていた

自分が馬鹿みたいに思えてくる。特に#大学生の~ってツイートしている人たちの中に平然と「今日友だち

と遊んだー！」とかあって悲しくなった。

どっちでもいいけど一部対面とか言う中途半端な感じが一番めんどくさい

大学生にも支援がほしい

小中高生は学校にいって授業を受けているのが羨ましい

オンライン授業でもいいが、活動時間のほとんどを割いてパソコンを見、人との交流もないまま授業を受け

るのは精神的・健康的にも影響がでる。

かといって大学生同士が会食をしたり、遊びに行ったりしてコロナ感染が確認されると非難される。このよ

うに、現状では身動きが取れない学生で溢れかえっていると思う。

オンライン授業をしてくれて心より感謝を致します。ありがとうございました。これからもオンラインを継

続しましょう。今まで授業妨害していたような人に会わなくても勉強できる環境がなくなってほしくないで

す。命を守るためにオンラインか選択登校制を希望します。

大学生は対面授業を求めてると言う言い方をしないで欲しい。あくまでも私個人は求めてない。

全てのもの（紙媒体から電子媒体に変わるなど）がオンライン化していくと思っているのでもう少し変化に

柔軟になったほうがいいと思う。

対面授業が受けられる予定で大学に入ったのはわかっているが不測の事態でどこにいても授業が受けられる

以上にありがたいことはない。

一部の底辺大学生と健全な活力を持った学生を「大学生」として一括りにし偏見で差別しないでほしい。ま

た、マスコミ等の視聴率稼ぎと思われる悪質な報道をやめてほしい。鬱屈した社会が大学生を悪に仕立て上

げて若者の貴重な時間を奪わないでほしい。



人と会えない期間が長くなればなるほど心を病む人も多くなると思います。感染拡大予防と言って自殺者が

出ては意味がないと思います。大学生は遊んでいるだけとも言われますが、全員遊んでいるわけではありま

せん。勉強をしたい人もたくさんいると思います。そして、授業の中身から得られること以外にも本来学ぶ

べきことがあると思います。
メディアではよく「授業費を減額すべき」などと言った目に見えた大学生の不利益が取り上げられます。勿

論それは解決すべき課題の一つです。事実、奨学金を借りていること、住んでいないアパートにお金を払い

続けることなど不満はあります。しかし私が一番辛いのは時間が浪費され、無駄になっていることです。同

年代ディベートで意見を交えること、図書室で関連本を読み、知識を深めレポートに活かすこと、インター

ンやサークルなどの活動を通して様々な人との交流し、将来の設計図を作ること、といった私がやりたいと

考えていたことは全てできませんでした。

大学生は行動範囲が広く感染リスクが大きいことは十分に承知ですが、例えワクチンが出来たとしてもこの

感染リスクをゼロにすることはできません。学校側が責任を負いたくないという部分が大きく、感染リスク

は最早言い訳に感じます。メディアも大学名を挙げてクラスターの発生を報じることはやめていただきたい

です。風評被害にしかなりません。

事実このオンライン授業の現状は感染のリスクと見合っていないと思います。
そもそもオンライン大学を選んで入学した訳ではない。大学は一度でも一年を前期のうちに大学に呼ぶべき

だったと思う。職員は働いているのだから人数を分けながらできるはず。長い受験勉強を経て大金を納めて

入った学生は大学と対等の立場の筈。オンラインの質は良かった。教授も良かった。だがオンラインの質以

前の問題を解決しなければ。学生の権利が守られていない。
私が描いてたキャンパスライフはこんなのじゃない。もっとキラキラしてた。夢に向かって必死に勉強しよ

うと思って大学進学を希望した。大学生は遊んでばかりとか飲み会ばかりとか、友人なんてsnsで作ればい

い

なんて思っている人達に言いたい。そんな大学生ばかりじゃないことを知って欲しい。私は真面目に勉強し

たくて大学に来た。決して遊ぶためでも飲み会のためでもない。snsで友人作りなんて簡単に考えないで欲

しい、ネットでの事件が多い世の中で私は知らない人と安易に繋がりたくない。

世の中動き始めているのに大学生だけ取り残された気分です。

早く大学に行って、友達つくって、この時期しかできない経験がしたいです。

後期もオンライン授業だと思うと、憂鬱です。

学費満額なら対面をやる、できなければ一部返納してほしい。大学の「オンラインに不慣れで...」って言葉

から十分な教育ではないことは明白。もう秋学期なのにこんな対応ありえない。

4月から始まるはずだった大学での学びを奪われ、早くも半年が経ちました。あと数ヶ月で今年が終わり、

春になれば新1年生が入学してきます。彼ら彼女らに全く罪はありませんが、私達の経験できなかった入学

式、新歓を実施する様子を見なければならないのだと思うと言いようのない悲しみに包まれます。

大学生の抱えている負担や将来への不安感は、社会の皆様が考えているそれより遥かに大きいものであると

いうことを知っていただきたいです。

小中高と違い人数が圧倒的に多いのもわかっています。クラスターが発生する可能性もあるのも分かってい

ます。その場合大学側が攻められるのも。でも大学生の現状は本当に辛いものです。友達とも会えない。莫

大な学費。本来なら留学を予定していたのに。精神面も本当に辛いです。何の対処もないまま後期のオンラ

インが決まり履修を組み。着々と進んでいきます。「大学生は可哀想。」その言葉だけで片付けて欲しくな

いです。こんな大学生活のはずじゃなかったのに。
最近SNSなどで現在の状況をいささか過度に悲観的に描き、大衆の現状への不満を過剰に煽ろうとしている

のではと思われるような発言も見受けられるように思います。私も一刻も早く全国の大学生の希望者は対面

授業を受けられる形が実現するよう心から願っていますが、その為にも単なる大学生の愚痴と片付けられな

いよう感情論的ではなく客観的かつ論拠に基づいた賢明な主張をされることを強く願っています。あまり力

にはなれませんがこの活動を本当に応援しています。このような機会を設けて頂きありがとうございまし

た。
とりあえずこのまま進めるなら、学費の内訳を開示して、余計に払っている金額を返して欲しい。

各教科ごとに対面でできない理由を説明して欲しい

大学生は遊んでばかり、といった偏見のために大学へ通えないと言うのは悲しいです

解禁・自粛の発表が遅いです。発表しないにしろ「〇日には発表します」という期限を設けて欲しい。ただ

でさえ人に会えなくて不安で、今一番頼りにしているのは情報になっているのに、その情報伝達さえも遅い

ことで、不安をさらに大きくしています。



コロナ感染者を批判するのはやめましょう。風邪やインフルエンザにかかった方は普通心配するものです。

何故コロナになるとそれができないのでしょうか。インフルエンザでさえ未だに毎年感染者が出るのですか

ら、コロナ感染者数ゼロはほぼ不可能とお考えください。完璧主義はかえって差別を生みます。

GOTOキャンペーンをやっているにもかかわらず、なぜ大学だけ対面授業ができないのか疑問です。

私の大学の友人はGotoキャンペーンを利用して旅行しています。大学生の移動による感染拡大を恐れての

オンライン授業と言いますが、大学生だけが移動自粛したところで他が移動しているのでは無駄です。

政治資金パーティーができて、大学が再開できないのが解せない

大学生が精神的に追い詰められていることを知ってほしいです。

学費免除を大学に求めても大学側は全く応じず、生徒のことを考えていないことにとてもがっかりしました

し怒りも覚えました。まるで自分たちの利益しか見ていない日本政府のようです。これからの社会に希望が

見いだせません。

小学生、中学生、高校生は対面授業を行っている中、大学生だけが遠隔授業を強いられているのか疑問であ

る。

大学生は3密になる場所に行ってしまうから遠隔授業を行っているのだとしたら、真面目に取り組んでいる

大学生の人格を否定されている様で悲しい。
正直、大学はリスクを考えた上で真面目な対応を取っていると思う(メディア等にキャンパスを貸し出すよ

うなことを除く)。むしろ、社会全体の方が何を優先すべきかを誤り、正直者(大学)が馬鹿を見る状況だと思

う。今後冬になり、インフルとコロナウイルスが増えた時の混乱を考えると、今の大学のオンライン授業が

メインの対応は仕方がないと思う。もちろん、大学はもっと大学生が学びやすくなる対応をとってほしいと

思う。大学ごとの、オンライン授業の質に差がありすぎると思うので。

大学生だけ学校がないのは酷い。酷すぎる。

なぜ大学だけが取り残されているのか。誰にも会わない部屋にとじこもる日々が辛く耐えられないです。

大学はまず、説明責任を果たすというところから始めていただきたい。

学生の精神状態も考えてほしいです。

どうなったら対面授業を再開するかという指針が知りたいです。出口が見えなければ外出自粛や非対面授業

はただただ辛いものです。

【大学へ】大学がフル稼働できないのは仕方がないと思うが、休学費用を減額してほしい。

【社会へ】小・中・高も大学も、あらゆる職場も、健康で持病のない人だけのものではない。新型コロナで

重症化するのは持病がある人や高齢者だけだから自分には関係ないと思っている人は、考えを改めてほし

い。

【文科省・財務省へ】感染防止対策をとりながら対面授業を再開するにはお金がかかると思う。教室も足り

ないし、少人数制にするなら先生の数も足りない。学びの場を確保したいと思うなら、大学への予算を増や

して下さい。

大学再会のめどに関しての明確な基準を示さないのにもかかわらず「後期も原則全面オンライン」を押し通

す大学側に憤りを感じる。いつまでこの窮状に耐えればいいのか。不満が募るばかりである。自分はまだ部

活動や友人との交流が多少あるからいいもののそういうことも満足に行えない学生も大勢いるはずである。

「対面とオンラインの併用」とは名ばかりで大学側のいう対面授業とは「大学の実験設備を使わないと行え

ない理系のごく限られた一部の授業」である。「オンライン授業」の意味を理解していない教授も散見され

る。例えば、「オンライン授業を行います」と言ってた資料を配布するだけの先生、文字をPCに読み上げ

させ聞き取りが困難な授業を平然と行う先生、「PCを起動させるのも難しい」と自己中心的な言い訳をし

課題を郵送させる先生。学費を払う価値を感じられないものは多い。Gotoキャンペーンなどを推進し、経

済を再開させようと政府は努力しているにもかかわらず、「感染者が出ると不利益を被る」という大学側の

勝手な判断に振り回される大学生の身にもなってほしい。政府主導で早く大学を再開させてほしい。

オンライン授業にも関わらず、学費は変わらず納得がいかない。



なぜ大学生だけこんなに苦しい思いをしなければならないのでしょうか。学ぶために入った大学で、学びた

いことを十分に学べないというのはおかしいと思いませんか。学費も殆ど変わらず支払っているのに。高校

や専門学校の生徒が普通に通学していることを知り、大学生だけが活動を大きく制限されていることに尚更

疑問を感じました。苦しい

旅行者に余暇も含めてGOTOさせるのなら、学びたいことが山ほどある大学生に大学へGOTOさせてくださ

い。

大学に対して、少なくとも5割の対面授業を実施するよう、その実施具合によって補助金の額を設定するな

ど政府が動かずして、大学は動かないと思います。特に都心にある大学は

友達や先生に直接質問することができず、課題なども多いため毎日パソコンと向かっている状態できついで

す。

大学から秋学期は一部対面と発表があったので、語学や実験の教科は対面になると期待していたが、全てオ

ンラインであることがわかった。同じ科目でも教授によっては対面。運が良ければ対面。実験さえもオンラ

インになり、やる気も失せ、胸が苦しいです。上京して大学に通いたい。切望しています。大学は一部オン

ラインと言えば体裁は保てるんでしょう。週一も行けない学生が多数いることをわかってほしい。

今は落ち着いてきているが、少し前はニュース番組をつければ学生や若者が悪者のように扱われていてとて

も辛かった。社会はwithコロナとしてどんどん時間が進んでいくけど、大学生は4月から何も進んでいな

い。こんな生活はもう嫌だ、疲れた。

大学だけ再開しないのは人数も規模も行動範囲もズバ抜けてデカいからであって他の学校と同列に語るのは

不可能です

go toキャンペーン下、大学生だけ自由が奪われる理由を政府が説明してほしい

登校したくない人はオンライン、登校したい人は対面、と選べるようにすればいい。当事者でも考え方

色々。当事者じゃない人はゴチャゴチャ言わないでほしい。

オンライン授業の良さもあったけれども、支援金として3万円戻ってきただけで、それ以外は通常の授業料

と変わらないの金額を支払っており、そこまで支払う価値のある授業だったか？というと疑問が残る。せめ

て1/3ほどの授業料は返還して頂きたい気持ちである。

早く部活再開させてくれ。

大学生はいつまで制限されなければならないのですか。会社と大きく変わらないでしょうに。

なぜ大学だけ行けないのか教えて欲しい

私のようにオンライン授業によって精神的なダメージを受けたという人は少なくないと思います。そのよう

な人たちが後期も学習を続けられるように授業形態等の配慮をお願いしたいです。

私たちは学費を払っています。それも初年度なので、父兄会費等を含めたら700万円以上。お金だけ取られ

て商品であるはずの対面授業や施設の利用ができないのは契約違反だと思います。

家にひきこもってよくわからない授業をパソコンに向かって受けることをあと何ヶ月もすると考えると、憂

鬱でしかありません。友達もいないですし。

私は都内の私立大学に通う1年生です。私の通う大学では秋学期も全面オンライン授業だと決定していま

す。また春学期のような授業料に見合わない質の低い授業と膨大な量の課題が課せられると思うと絶望しか

ありません。

また、大学近辺で一人暮らしを始めた同級生たちは既に大学近辺で会って友達を作っています。しかし、私

は都外の実家に暮らしているため会って友達を作ることは困難です。社会に取り残されていると焦る気持ち

ばかりで何もできないことが本当に歯痒いです。

どうか大学関係者の方々には対面授業の再開を検討していただきたいです。助けてください。

対面授業にしなくてもいいので、学部の人などとの交流ができるようにしてほしいです

小中高が対面可能、政府はGo to travelキャンペーンを実施、ディズニーランド等のアミューズメントパー

クが営業を許可されている。これらは明らかに大学の対面授業を実施する感染リスクと同等もしくはそれ以

上のリスクを伴っていると考えられるが、なぜこのような状況下にも関わらず、大学のみが厳しい仕打ちを

被らなければならないのか。一部では大学生は授業以外に学校後飲みに町に繰り出すことを指摘する人々も

いるが、対面の授業の有無に関わらず飲みに行く大学生はいるし、サラリーマンの人々も仕事帰りに飲みに

行く可能性だって十分に高いはずだ。この事を踏まえても大学のみが特別視されるのはおかしいのではない

か。

大学生なんて必要とされていないのか



主に大学が対面授業ができない理由として挙げているものが、果たして大学生だけに当てはまることなのか

今一度考えていただきたいです。また感染者が出た場合、大学生だけがなぜ学校名をさらされて報道されな

ければならないのか、批判を受けなければならないのか、報道が与える影響を見つめなおし、すべての人に

公平でバイアスがかかっていない報道を求めます。

心理学系です。実技が伴います。学校に行きたい。

未だに大学生の現状を知らない人がたくさんいるので、少しでも多くの人にこの悲惨な状況を知ってもらい

たいと思います。

対面授業は１年生の実験や体育などを優先すべきであり、大人数の講義などはオンラインでいいと思いま

す。また、一番困るのはオンラインとオフラインの併用であり、これが起きると大学内での場所が足りなく

なる可能性があります。

思ったよりオンライン授業の良さを知ってしまったので、わざわざ対面にしなくても…と思うのだが、そう

いった意見は掻き消されてしまうんだろうなぁ…

県外から引越したので、頼れる友人、先輩、知り合いがいません。

今後もオンラインなら施設費など学費を減らして欲しい

東北福祉大学は学生に対して親身な対応を一切行わず、学生からの学費減額の要望に対して後期授業をゼミ

などの一部の講義のみを対面方式での再会を強行し要望を棄却しようとする大学側の利益のみを重視する経

営組織です。是非ともこの惨状を拡散し、今後の入学希望者の目に止まらせて頂きたいです。

まじで楽しいところに就職しなさい

カネがいいからとかどーでも良くて、人がいいところを選びなさい

大学生になったばかりなのにこのまま大学生活が終わりそうで本当に怖いです。本気で休学も考えていま

す。どうかキャンパスに行かせてください。私たちの日常も守ってください。人に会えないことで苦しみ、

一人で理由もなく涙が出ることもあります。とにかく辛いです。

授業料の減額(特に施設費の内訳を教えてほしい。

四年生だから参考にならないかもだけど、よろしく

早稲田大学は生徒の気持ちを一切考えない、それどころか永年オンラインのようなメッセージを総長が出す

ゴミ大学です。新入生には慶應に行って欲しいです。

大学ってなんですか？

小さい頃から大学は自由な場所

大学のために勉強しろ

何回も何回もこのような事を聞いてきました。

コロナの感染拡大防止のために大学生だけを社会から追い出して、高い授業料を払わせて今どんな気持ちで

すか？

もう、限界です。

自分で行動するんでどうぞご自由にオンライン授業でもなんでも好きにしてください、もうあなたたちに期

待なんかしてませんから。

なぜ大学生だけなの？

対面授業が当たり前なのに、その為に色々考え、行動を起こし、日々ストレスを抱えねばならないことに憤

りしかない。現実、大学生を閉じ込めてもコロナは終息していない。状況は既に収束している。コロナが直

接的原因での重症者も死亡者もほぼいないに等しいほど少ない。全てはあくまでコロナ関連の数。いい加

減、この状況を理解してほしい。理解できないくらい馬鹿な教職員しかいないのだとしたら、そんな大学か

ら得られるものは何も無いのではないかと、失望しかない。学費徴収しているのだから、とっとと再開し

ろ。
どれだけ大学側が対策していたとしても満員電車に乗ってしまえばあまり意味がないように感じてしまうよ

うに、大学内での感染が全てではないため、ただ通学したいという思いの一点張りで対面授業を行えと主張

をする者はそこに行くまでの準備段階での感染の可能性も考慮すべきであるように感じる。

大学生の全員が対面授業ではないことに不満を抱いているわけでは無いと思います。

学生の大変さは自分もそうだからわかる。早くいわゆる普通のキャンパスライフを送りたい。でも、大学の

先生方の負担も考える必要があるのかなとも思う。大学も社会も学生も互いに歩み寄る必要がある

オンライン授業の質は、先生の工夫次第だと思います。授業の質としてはオンラインも対面に引けを取らな

いと思います。

大学生の気持ちを知って欲しい。毎日、友人と授業を受け、たくさん会話をして、楽しいキャンパスライフ

が突然失われました。日常を返して欲しいです。

大学が完全に何もせず、対面授業を行わないのは、契約上違反しているし、それを許している社会おかし

い。



コロナが怖く、外出すると罪悪感があります。また、友達が欲しい気持ちはとてもありますが、オンライン

の方がコミュニケーションに気を使う必要がなく、話すのが苦手な私にとっては楽だと思ってしまいます。

団体の考えに反してしまうようで申し訳ありませんが、これも一つの考えとして受け止めてもらえると嬉し

いです。活動頑張ってください。

なぜか1年生だけアトリエが使えないのがとても不満。学費を返して欲しいです。

アンケートの作成ありがとうございます。

後期の開始が近づくにつれて日に日にストレスを感じています。7月からはカウンセリングにも通うように

なりました。それだけもう精神的に限界なんです。イベント規制緩和、Gotoキャンペーンが推し進められ

ていく中でなぜ大学だけ緊急事態宣言下のままなのでしょう。小中高が授業も部活も一部では学校行事も

やっているのに大学生は悪者扱いされてしまうのでしょう。納得いかないことばかりで世の中への失望も高

まりました。もう限界です。

どうか一日でも早く大学生の声が届きますように。

早く対面授業を、再開してほしい。なぜ大学だけ再開できないのかについての理由を濁さずきちんと説明し

てほしい。

なぜ高校までは再開しているのに、大学はオンラインが続くのか。

あまりに慎重すぎるのではないか。

私たちのことを忘れないで下さい

大学生だけ我慢が強いられていることが解せない

社会が「withコロナ」として動き出そうとしているのなら、大学も少しづつ対面へと戻すべきなのではない

だろうか。このコロナ禍によって、大学に対する社会の見方がよくわかった。かなり社会に対して絶望感を

感じてしまう。
小中高や会社は少しずつ再開しているのにもかかわらず、大学生だけ取り残されているという事実が否めな

い。

大学生は活動範囲が広いから、と主張する人が多いが、社会人(会社員)も仕事帰りに飲みに行っている人も

多く、(中)高生も友達と学校帰りに遊びに行っているのを見かける。大学生だけ生活を制限されるのはおか

しい。

近所の中学高校でも、マスクなしで部活動を行い、円陣を組んだりしているのを見かける。このような最低

限の予防もしていない中高生の部活動が許されているのにもかかわらず、なぜ大学生だけが通常の授業を受

けることを許されないのか。

オンラインがいいです。

鬱が1番辛かったです。

1日動けなくなる日もありました。

オンライン授業と言ってるけど、90%の教員はただ課題をオンラインに載せてるだけ。リアルタイムの授業

も1つしかないし、せっかく大学に入ったのに前期はだれとも会えなし友達もできないし。大学はもっと工

夫するべき。教育を放棄している。教員も研究に没頭できて面倒な授業がなくなってラッキーとか思ってる

んじゃないのもしかして。お金返して欲しい。コロナにかこつけた大学の怠慢としか思えない。幼稚園から

高校まで、会社だって始まってるのに未だにキャンパスに入れないなんてどう考えてもおかしい。強制力が

ないとか、大学は自主的に学ぶところとかいろいろ言い訳してるけど、もっと工夫しろと言いたい

人間関係をもっと築きたいです

自粛のお陰で経済は破壊されてそのせいで8月の自殺者は大幅に増えましたね。

高齢者を家に閉じ込めたおかげで認知症が悪化したって報道もありましたね。

秋田大学の調査では大学生の1割に鬱症状が出たってニュースで言ってましたね。鬱までいかなくても大半

の学生は心を病んでます。

コロナのせいじゃありません。いつまでもステイホームだの煽り続ける人のせいです。

これ以上未来ある学生や現役世代の生活と将来を犠牲にしないでください。

早く元の生活に戻してください。

そんなにコロナが怖いならあなた達だけで永遠に引き篭もっててください。

遠隔授業での単位取得の上限が現在30単位ですが、これをもう少し上げるべきかと思います。

二年生やり直したい。

それと、私が代表をしているサークルが例年通り引き継げず、まずい。去年までは、今頃部長選出会議だっ

たのに。



コロナ禍での上記のスタイルを維持するのはとても困難かと思われますが我々学生は学ぶことを選択して入

学した以上、必死に付いていく所存ですので共に頑張りましょう

行きたい大学があるのなら何度でも挑戦するべし

大学側もオンラインでの授業の試みは異例だと思いますし、準備などに時間やお金がかかるのも分かりま

す。なので、学費を前年と変わらない額で徴収するのであればオンラインになったことで、ここは必要がな

いがここに代わりに当たることになった、など使い道の詳細が欲しいですね。

今の大学生は、大学や社会に対して不信感しかありません。社会人が接待などで呑みに行く、通勤する、政

府がキャンペーンで旅行を推奨する、なのに、なぜ大学生は通学を許されないのでしょうか。社会の行動に

一貫性が無いから怒るのです。私たちだけ我慢するというのが納得いかないのです。

友達にも会えない、毎日大量の課題に追われて、孤独を感じ心を病み、それに対して大学も社会も助けの手

を差し伸べてくれず、身も心もボロボロです。

我慢するなら社会全体、みんなで我慢したい。それが公平性というものなのではないでしょうか

今年の新入生が本当に不憫でなりません。私は編入生なのですが、今年編入した学生についても心配です。

途中から入ってくる編入生は本当に大変なのです。馴染めるようにコミュニケーションが取れる機会を奪わ

ないであげてください。

私は現在4年生で新入生達の気持ちが完全に理解できませんが、本当に苦労や辛い想いをしていると思いま

す。実際にtwitterで沢山のツイートを見かけました。

また、小中高だけ対面で授業しているのにも関わらず、大学だけオンラインし続ける意味がわかりません。

大人たちは働き、大学生だけが取り残されるこの気持ちわかりますか？

さらにはオンライン授業してる時に、Go to キャンペーンなどとふざけたキャンペーンも辞めてください。

おかしいです。矛盾してます。Go toキャンペーンするなら大学行かせて下さい。

コロナ差別は、やめてほしい。

特に田舎は、村八分にされてしまうのは絶対に無くしてほしい。

コロナにかかることも怖いが、身バレが一番怖い。

これ以上の経済の悪化を防ぐためにも過剰な自粛はやめるべきだと思います。コロナは日本では大きな脅威

ではなく、数あるうちのリスクの一つだという認識にして今まで通りの経済活動をするべきだと思います。

学生たちの4年間しかない大学生活の今を考慮し、対面を前向きに考えて欲しい。

大学側は、前期を乗り越えられた人は今後も大丈夫だろうなんて考えるかもしれないがとんでもない。私自

身、前期は心療内科に通いつつもパソコンにかじりついて学習し、結果成績優秀者となったが、もう限界。

バイトもろくに出来ず、親の収入も減る中、変化しないのは授業料だけ。もはや大学に通い続けることが

「もったいない」のではと疑問である。
オンラインが続くにつれ授業には全然集中できないし外に出られず誰とも話さないので退屈な毎日が続き、

生活リズムも乱れ、何もやる気が起きなくなってしまいました。今まで好きだったものが好きだと思えなく

なり本や映画を楽しもうとしても内容が入ってこないです。もう三年生だし就活とか資格とか色々やらない

といけないことはあるのにできていない状態で、本当に自分は駄目な人間なんだと毎日自己嫌悪に陥ってし

まい辛いです。こんなに駄目な自分がこれから生きていけるのだろうかと将来に不安も感じます。大学も社

会も何か月もオンラインが続く辛さを理解してないから、勉強ならオンラインで十分だろ、と大学生を放置

できるんだろうなと思うと悲しいです。世間は元の生活に戻っていってるのに大学だけこんな状態なのを見

ると「マスクと消毒と換気を徹底すれば大丈夫なんじゃないのか？それをせずに自粛を続けるのはオンライ

ンだと設備費に金をかけなくていいから儲かるのかな」と勘ぐってしまいます。先日大学の図書館(予約制)

に入ったら机も椅子も使用禁止となっていて驚きました。衝立をつくるとか、せめて間隔開けて座らせると

か、それくらいの対策すらする気が無く、安易に使用禁止にしてしまうのか…とがっかりしました。高い学

費をとっておいて図書館で椅子に座りながらゆっくり本を読むことすらさせないのは本当にどうかしてるの

ではと思いました。大学の対応も、感染者を出しただけでバッシングをすし、オンライン授業で弱音を吐け

ば甘えてると馬鹿にする世間にも嫌気が差してしまいます。こんなことでイライラしてしまう自分も嫌で

す。全ての大学生が自分の望む形で授業を受けられるようになってほしいと思います。そのためこうして大

学生のために活動されてる方は本当に素晴らしいと思いますし陰ながら応援しております。私は何もできて

いないのですが、もしこのアンケートが役に立ったらいいなと思っています。長々と読み辛い文章失礼しま

した。

感染症の縮小に伴って元の大学に戻していってほしい

社会人一歩手前だからこそ対面授業が必要だと思います。リモートやオンライン授業なんて人と交流できな

いのでこのまま社会にでると不安でしかないです。

小中高も感染対策を行いながら対面授業を行っているので、大学も対面授業を少しでも行うべきです。



学費を返してください。

大学の学びという点数にもすぐにはお金にもならないものを重視してほしい、というのは新自由主義の現代

にはいささか時代遅れでしょうか。今だけ金だけ自分だけの現代には不適合かもしれませんが、たまには旧

式の教養主義や回り道、余裕や寛大を思い出していただきたく思います。

様々な技術的課題や運用の難題があるという大学の主張も理解していますが、やはり一部のみ対面再開で

あっても希望する学生はいるのでなんとか頑張って欲しい。 また、学生側も飲み会等の3密な場所への参加

自粛や体調管理の徹底を自発的に行う等、対面を模索する大学への一定の協力も必要だと思う。

このままオンラインが続けば、遊びではなく純粋に学びを目的に入学した人達が報われなくなり、それは日

本にとって大きな損失であるとも思います。

対面を希望する声も分かるが全員が対面を望むわけではない。両方の声を届けて欲しい。また、対面再開す

るのであれば、対面と遠隔の両方を併用して、且つ、成績等に差が出ないように配慮してほしい。

大学の友達を作ってみたい

大学生だけ何もできない風潮をやめて欲しい

併用していると言っている大学があるが1部の授業だけで該当していない生徒が多い

リモート化することにより無駄な時間を削ることができたため、これからもリモート化を進めていくべきで

あると思った。

オンラインで90分授業は苦痛だと思います。ずっとパソコン見てたら、視力も低下すると思うし、それなら

簡単にまとめていただきたいと思います

｢大学は対面授業ができない｣のではなく｢大学はオンライン授業ができる｣のでオンライン授業がメインなの

だと思う

学費を返してほしい。親に申し訳ない

お前らのせいで私たちはこんな目に合わされてる

クラブ活動は再開しているのに本来大学で勉強したい生徒は、一度も大学内に入れていない。学生のためで

はなく大学側の言い分だけを通すなら文部科学省は補助金を一切出さないでほしい。

なぜ大学だけが通学出来ないのか。

対県をまたいでの移動、人数、行動範囲、接触範囲。これは大学だけが当てはまることでは全くなく、ただ

の言いがかりに過ぎない。スポーツ観戦は許可され、Go To トラベルキャンペーンは推奨されている。では

なぜ大学は通えないのか。今大学側は感染者が出ることを恐れるだけの保守的な考え方になっている。大学

生のみに我慢をさせ、どうしたら感染者を出さずに通学出来るのかを考えていない。受験日以来1度も自分

の大学に行っていないのにも関わらず、施設料は満額払っている。私たちはいつまで我慢しなければならな

いのだろうか。
後期もすべてオンライン授業であるにも関わらず、施設充実費を変わらず払わないといけないのは何故かと

ても疑問です。

学費を減免してほしい。

ようやく、図書館が時間制限ありで使えるようになったが、卒業論文を書くためには資料を吟味したいの

で、違う方法を模索してほしい。

クラスターの発生した大学名や陽性結果の出た大学生の所属を明らかにすることは大学や大学生を萎縮させ

生きづらくさせている。

コロナによって人と関係を築くことに支障が生じ、精神的な病や自殺者が出るのも時間の問題である。世間

はこのことに目を瞑ってはならない。

大学は理解し難い過度な規制を以って学生を縛り付けることがコロナへの正しい対応だと考えているようだ

が、感染が防がれてもその他の理由で学生に被害が及んでいることを認識し、もう一度対応策を考えるべき

である。知を育む最高学府なら必ずできることである。

本当に辛い。

一回生なので、実際の大学の良さが分からないまま、オンライン授業しか受けられていない状況に漫然と不

安感を覚えています。また、個人的に学習意欲を周囲との関わりの中で維持してきたので、空間を共有しな

い状態での学習に限界を感じます。

社会全体が協働して、この困難に立ち向かうべし。誰が悪いとか、どうすれば良いというような社会特効薬

は存在しない。

現在の高齢者に対する過剰な保護は、まだ芽を出していない植物を捨て置いてこれから散っていく花にじょ

うろの水を全て注いで根腐れをさせるような措置であるから、日本の将来を考えるのであれば学生及び働く

世代を優先的に考えるのは至極当然のこと。高齢者を守るには学生と働く世代の生活が守られていることが

大前提だと考える。



コロナを過剰におそれないで

COVID-19の感染拡大がいつまで続くかの見通しがつかない。当面は感染者の増加、減少の繰り返しかもし

れない。医療機関が逼迫していないのであれば、どこかで日常を取り戻す必要があると感じる。

大学に勤める方々は卑怯者ばかりです。小・中・高生、社会人は、ほぼ自由に教育を受ける権利、働く権利

を行使できていますが、大学生は、学校の設備を全く利用できず、教育の量的・質的低下を甘んじて受け入

れる他ありません。小・中・高生、社会人と大学生でそれほどまでに感染リスクに差が出るでしょうか。冷

静に考えてみて欲しいです。大学職員たちは、世間からのバッシング、政府からの勧告を恐れ、大学生の権

利を多分に侵害しています。このことは許されるべきではありません。

選択肢の一つとしてはありだが、その分質が大幅に低下していることを公式に認めたうえで、検討して欲し

い。

やっぱりキャンパスに行って授業を受けたいです。この間一度だけ受けましたがオンライン授業とはやっぱ

り全然違って自分の興味あることが学べて楽しかったです。今までは対面がどんなものかわかっていなかっ

たので授業の質はそう変わらないと言っている先輩の言葉を聞いてそうなのかも…と自信をなくしていまし

たが、対面を初めて受けてみてやっぱりオンラインははるかに質が低いということがわかりました。

社不適の僕にとってオンライン授業はありがたかったから卒業まで続けてほしい

対面授業か学費・施設費等々の減額か早く選んでください。

都内の大学に通っているものですが、GO TOトラベルに東京が追加されて大学の学食や図書館が自由に利

用できない、対面授業が僅か1割ほどしか受けることが出来ないのは到底理解し難いです。100万円以上の

学費を払っているにも関わらず、まだ校舎に入ったことは1回しかありません。辛いです。

これからできれば、授業をオンラインで生配信するなどもして多様な意見に応えられるような努力をしてほ

しいです。

そして大学生は遊んでいるという認識を改めるようにしていただきたいです。

学費の大半が授業料。例年より質が劣った講義で、例年通りに学費を払うことの正当性を説明してほしい。

また今年度の学費を何にどれだけ使ったのか、学生に向けてきちんと発信してほしい。

学費を現在提供されている教育サービスに見合った金額まで減らす措置が必要と考えます。

ここまでオンラインに対する不満を載せてきているが、私が思うに大学が対面を渋るのは世論の大学生に対

する風あたりの強さが関わっている。天理大の部活クラスターの1件で、メディアはよい視聴率稼ぎだとば

かりに取り立てて報道し、当該部活と関係ない天理大生が不当な扱いを受けていたりする現状がある。北海

道では感染者内訳に一般(非高齢者)、高齢者の他にどういうわけか「北大生」と表記していた事もあるそう

だ。そもそも全世界で1000万人を超える感染者を出すような病気に対して、その感染者に、またその周囲

の人間にとるべき扱いとは到底思えない。私達よりも先に大学を卒業し、学もはるかに秀でていたであろう

社会の方々にこうした我々への風あたり、「コロナ差別」と呼ばれる事象への対処を強く求めたい。

一年生の親です。会社や2年生以上などとは違い、人間関係がベースにある上でのオンライン授業ではあり

ません。

憧れてせっかく手に入れた合格の切符なのに、大学から気持ちが離れ、これ以上大学に通えない日が続くと

この先対面となる日が来ても、もはや充実した大学生活を送れないのではないかと危惧しています。

これからを担う若い人材を犠牲にしていいのでしょうか。リスクのある人が各々自分を守るべきで、社会的

立場の弱い学生に我慢をさせるのは逆ではないかと思います。

友達を作る機会が欲しい。大学生の実感がない。

感染対策をしっかりすれば再開可能。大学だけオンラインはおかしい。

授業料を一部でも返還してほしい。これだけ社会が戻ろうとしているなら大学も対策をしながら始めてほし

い。

大学の友達が欲しいです。

大学の友達と会いたいなら私的に会えばいいので、感染のリスクを冒してでも対面にする必要はないと思

う。

大学生は暇って言うのをやめて欲しいです。家にいても外にいても大学生は暇やからねーって言われるのが

すごく悲しいです。

なぜ高校とかは始まってるのに大学は始まらないのか説明もないのですごく疑問に思います。



大学生は3月から今まで確実にどの世代の人間よりも自粛しました。私が半年間、人間と対面で会話した文

字数は正真正銘｢0文字｣です。コロナが終息しない理由は社会人が自粛していないからではないでしょう

か。いい加減、｢大学生は移動範囲が広い、飲み会に行く、遊んでいる｣などといった妄想や責任を大学生に

押し付けるのをやめて、現実をみてください。大学には｢オンラインは生徒の事を思って~｣などの虚言を繰

り返す事をやめて、対面をできない理由を探す前に、出来る方法を模索する事を要求します。

小・中・高や社会人等が活動を再開している中、大学生だけが十分な活動出来ていない現状に納得いってい

ません。本来の大学生活をいち早く送れるようになることを望みます。

金だけ返して欲しい

いわゆる「キャンパスライフ」と対面授業は区別して考えるべき。

対面授業をしてください。学費を返すからオンラインで、なんてことはしないでください。

学習に集中できる場所の開放(キャンパスに限らず)

コロナはただの風邪なのに騒ぎすぎ社会を回さないと日本は駄目になる。

大学で専用のサイトがあるんだからそれだけを使って欲しい。学生のこと考えて無さすぎて課題の量が異常

に多い。睡眠時間削られるし、パソコン見すぎて目悪くなった。

大学生の現状を分かっていない人が多すぎ。特にTV番組では対面授業をどう作っていくかではなくオンラ

インをどのようにして質をあげるかという議論になってしまっている。

大学側が対面に出来ない理由を考えて決めた事にしか思えない。学生への信用を全くしていないようなコメ

ントが目立つ。

コロナに怯えることはメディアに踊らされてることを意味する。

今年の異常事態の中、ほとんどの大学生と教員がオンライン授業を強いられましたが、これは我々が新しい

授業形式を探すきっかけになったと考えています。

すぐに元の授業に戻すことは不可能ですが、この機会に対面とオンラインそれぞれのメリット・デメリット

を洗い出し、より質の高い授業や授業環境（対面かオンラインかには拘らずに）を、学生と教員で共に作り

上げていくべきだと思います。

なるべく対面の授業を開講して頂きたいです。

大学生が1番、オンラインにしやすいのはわかります。パソコンやタブレットを高校生とかよりは持ってい

ると思います。でも、大学生だって、福祉や看護、教育等々実技を必要としてることを学んでる人だってい

るのです。そうした人達はコロナ禍で、住む地域により実習ができる人と出来ない人がいるんです。出来な

いと学内で実習しますが、現場と学内は違うんです。現場を知らないで、社会に出るのです。それもわかっ

て欲しいです。オンラインでの実習してて限界を感じてます。せめて、実習だけでも行かせてください。私

たちだって、高校生とかみたいに大学内で友達とお昼ご飯を食べる時間が欲しいです。家で一人で食べるお

昼ご飯はテレビやスマホがあっても寂しいです

・言えない部分もあるのだろうが、なぜ大学が対面授業を行えないのかを明らかにして欲しい。文科省の指

示によるものなのか、大学の名誉を守るためなのか、学生を第1に考えた上でのことなのかなど。

・また、講義や学科によって授業形式がバラバラである理由を明白にして欲しい。

・これらを含めて、なぜ再開することができていないのかを、学生が理解できる(可能であれば納得するよ

うな)説明を1回はして欲しい。状況が不透明すぎて困る。

・そして、学生ファーストで考えて欲しい。それがあれば、学生も全力で大学の方針に協力すると思う。

文系の場合、大学の存在理由すら問われると思う。

短縮営業要請に従って0時までの居酒屋が22時までに短縮しているが、それに乗じてか知らないが図書館を

17時まで（それもつい1・2ヶ月前までは居酒屋は営業しているのに図書館は利用さえできなかった）に

「短縮営業」していることに意味はあるのか。十分な教育ができないことがわかっていて（大学の機能を十

分に果たすことができないことがわかっていて）、なぜ大学は無理矢理にでもオンラインナントカとかいう

制度で授業をするのか。大学にも、大卒者を軽率に求める社会にも、高等教育機関とはいかなる特性がある

べきか、大卒資格とはいかなるものであるべきか、再考すべきだ。
我々を大学生にさせてください

同情するなら大学行かせろ



なぜ小中学生、高校生、社会人は通学通勤が出来ているのに大学生は駄目なのでしょうか？Gotoキャン

ペーンや、その他諸々規定が緩くなってきているのに私たちだけ蚊帳の外のような扱いをされていることに

憤慨しています。メディアも大きく捉えず、"甘えだ"などと言われる始末。こんなこと言ってはいけないの

かもしれませんが、日本の未来を担う若者よりも老人にお金を掛けようとする政府は何を考えているので

しょうか？大学も生徒の意見や気持ちに添ってくれない。気持ちを理解してもらうだけでも嬉しいのにそれ

すらしてくれないのは何故でしょうか。

授業料を返金してほしい。

なんでこんな授業で、学費満額とられるのか。さらに私は奨学金も返さないといけない。こんな授業だった

のに重い借金は変わらずにある。本当に辛い。

ウィズコロナに対する政府の考えをどうとらえているのか。

対面授業が必要ないならこれから大学はこうなりますと、今から言うべきだ

学生のお金の保証をしてほしい

独り暮らしをして学生生活を送るはずであったが、自宅でオンライン授業を受けることで下宿代が無駄に

なっている。
大学側と生徒側の両者の意見をお互いにもっと理解して、誰のせいでもないコロナ禍で自分にできることは

何なのかを一人一人考えるべきだと思う。生徒は、大学に何でも求めすぎている部分があると思う。大学生

は、積極的に自分で学びの場やつながりを探しに行かなければならない。現在、大学から受動的にサービス

を受けるという考えの人が多いように思える。宇都宮大学では、「おはなし処」や新歓、「ENMUSUBI」

などたくさんのオンラインイベントを開催しているが、特に一年生の参加率が悪い。この問題は、同じ学

部・学科の比較的一年生が身近に感じやすいコミュニティから、交流して、ほかの仲間が積極的に行動して

いるということを知り、自分も動こうという意識に変えて、次第に多くの人の意識を変えていく必要がある

と思う。一方で、大学もしくは教授は、生徒が課題の多さで疲弊しているという状況を理解しなければなら

ない。また、不開講になってしまった講義がいくつかあるが、授業形態を変えて授業をやってほしいと思っ

た。正直、オンライン授業が対面授業とまったく同じ質を提供するというのは無理だと思う。オンライン授

業の良さをもっと伸ばしたり、新たな価値が生まれれば生徒の不安や不満はもっと解消されるんじゃないか

なと思う。

最後に、まず必要なのは大学と生徒の意見交流、同じ学科・学部の中での交流会、ほかの学部との交流、ほ

かの大学との交流などキーワードとして「交流」を挙げる。

オンラインでも構わないが教育充実費や設備費は返して欲しい。

あまり世間に知られていないが大学生もかなり大変な状況にあることを伝えたい！

もう一度コロナのデータを見直し、リスクを天秤にかけて対面授業や行事を再開してほしい。（コロナを危

険視しすぎている。）

マスコミの報道が偏りすぎ。大学生のこともきちんと報道してほしい。対面授業をしない大学を晒すべき。

施設料返せ！！

同じ日に対面とオンラインを混ぜることさえしなければ授業方法は何でも良い。とにかくどちらかに揃えて

ほしい。

オンライン授業のおかげで1日3時間も有意義に使える時間が増えた(通学片道90分の学生です)

オンラインのいいところを使いつつ、なんとか共存できないものか

今は会社通勤はもちろん、幼稚園も小学校も中学校も高校も対面授業になっていますが大学生の「当たり前

の日常」は奪われたままです。GoToTravelキャンペーンは実施するのに大学生は未だにオンライン授業。

憤りしか抱けません。「生徒の安全面を考えたうえでの決定」とよく言っていますが本当にそうでしょう

か。私は今の大学に「学びたいこと」があって入学しました。それは私だけではなく他の学生さんも同じで

す。いち早く対面授業が実施され、キャンパスでそれぞれの興味のある分野をたくさん学ぶことができるこ

とを心の底から願っています。
大学だけが社会から取り残されているのか, 大学のみが唯一感染拡大防止に積極的であるかは私にはわから

ない. しかし, 大学が未だ対面授業を再開しないのは, 明らかに学生の意識不足が原因である. 複数人での集

会を禁止する等の対策に学生側が積極的に取り組めば, 大学開放は難しくないと考える.

オンラインでやってもいいが学生の負担を増やしすぎないでほしい

全国様々な場所から生徒が来るという大学の特性がある以上は今すぐに全生徒が対面式の講義を受けること

は無理だとは思う。

また、オンラインの講義体制に満足しているという生徒もいるため、希望している生徒だけでも大学に来る

ことができるようになると良いと思う。

先生や大学はとてもよく対応してくれており有難い



大学に伝えたくぃことは大学に伝えています。

社会に伝えたいことはありません。

知らないことを知っているように言う人には黙ってほしいです。

病んじゃっている大学生のみなさんはつながって支え合いましょう！

小学校中学校高校が再開され、外に出れば自由に遊ぶ光景が見られる中、大学生だけがなぜ家の中に閉じこ

められなければならないのでしょうか。小学校の運動会が許されて、なぜ大学の学園祭が許されるのでしょ

うか。文化祭を機にサークルを引退する為、大好きな仲間と最後に思い出を作り上げることが叶わず無念で

なりません。あるべきだった大切な時間が失われているようです。やりきれません。

後期の予定を早く出して欲しい

施設費などもあるため、学費一部免除を行って欲しい。電子機器使用による電気代も多くかかる。

大学の授業がオンラインであることにさも全大学生が反対しているかのようにメディアやSNSで取り上げら

れているが少なくとも私の周りでは半々といった所である。また、大学構内で感染者が出た場合濃厚接触者

が千人を超える事も予想され、ただ対面で授業して欲しいという声が多いからという理由で対面を再開して

も大丈夫なのか不安がある。今この論争は大学生vs大学で行われている印象があるが、正直この状況を作っ

ているのは感染拡大を止めることができていない社会であり、その中心となっている20、30代が本当の敵

なのではないかと考えることもある。

私はもう半年で卒業する身であるため、来年は学生ではないが来年こそは春からいままで通りに近い大学生

活ができることを祈っている。
ただオンラインであることが不満なのではなく、大学の設備や食堂、図書館などを利用していないのに学費

を満額払わないといけないことに強く不満を感じています。

学費の内訳を出して欲しいと思いました。納得するかは別として。

大学生=飲みに行く、遊びに行くイメージがあるような風潮ですがそれは社会人も変わらないのでは？それ

に遊びたいと思うことはそこまで糾弾するほどいけないことなのでしょうか？ディズニーやUSJなどの娯楽

施設も制限があるとはいえ開場しています。どうして娯楽はよくて勉強する場である大学は行ったらいけな

いのでしょうか？登校する日を分けたり教室を分けたりするなど対策は考えればいくらでもあるように思い

ます。

コロナ収束なんて待っていたら4〜5年かそれ以上かかります。その間、ずっとオンラインでやる気なんで

しょうか？就職などの未来はどうなるんですか？

オンライン賛成派をまるで大学生の総意かのように主張する連中むかつく

高齢の家族がいる人だけオンラインで授業を受けられる仕組みを作ってください。

ほかは緩和されるのに東京の大学だけオンラインなの謎

せめて設備費返せ

対面授業をするにはリスクが大きすぎると思うので、対面授業以外の方法で大学に行ってできるアクティビ

ティのようなものを増やしてほしいです。

本当にコロナだけが要因でオンライン授業なんですか？オンラインなら設備費くらい免除するべきだ。大学

に通えない生徒の気持ちを軽んじすぎる。コロナは茶番。そういうこともちゃんと知るべき。

私は実家暮らし+クラス制で実習もある学科なのでまだ恵まれた方だと思う。ただ、もしこれが一人暮らし

で実習もない学科だったらと考えると本当にゾッとする。

若者皆がSNSをバリバリ使いこなして見ず知らずの人と誰とでも仲良くなれるというのはただのステレオタ

イプ的な勘違いだと知ってほしい。私みたいにSNSでのコミュニケーションが苦手で、なおかつ親元離れて

一人暮らしの一年生は本当に絶望的な生活だと思います。



慶應義塾大学へ

慶應に入って、外部講師からもこのような話を聞いたことがあるし、塾生同士でもしばしばこのような話題

をすることがある。

「慶應は中に厳しく外に優しい」「慶應は外から見えるところは立派に取り繕っているが、中は杜撰だ」

慶應義塾という大学はみてくれ、体裁を気にし、その内部に対しては手抜きだ。東日本大震災の時には他大

学を遥かに上回る億単位の寄付金をしたそうだが、オンライン授業に伴う設備費支援は15000円。しかも審

査を通過した人のみ、証拠の領収書まで確認する。コロナに際した学生への支援金は最大40万円と他大学を

優に超える額だが、実際には奨学金と併用、審査が厳しく40万円どころか支援金を貰えた学生は私の周りに

はいない。キャンパスも外から見えるところだけ金をかけて実際に学生が授業を受ける建物はボロボロ。エ

スカレーターはなくエレベーターは学生は使えない。慶應の教授の給料は低く外部講師には高額な給与。

（外部講師談）三田にはミュージアムコモンズなどという塾生が日常的に使うことのない施設を桜田通り沿

いの外からよく見える場所に現在建設中。

慶應はみてくれ、世間からの評価しか頭にない。慶應義塾大学学生部に問い合わせた。対面授業を行わない

のは「塾生の安全を守るため」。それは違う。世間体を守るためだ。

塾生の安全を守るためならなぜ近隣にある中等部や女子高等学校は対面授業を再開しているのか。彼らの安

全は守るに値しないということか？

対面授業が再開できないのは大学の怠慢だ。塾生も講師も対面を希望している授業さえも学生部の怠慢でそ

れが許されない。塾生が満足に学び、講師が万全の状態で指導をする環境を大学側が提供できないのであれ

ば授業料88万円を払わせるのは間違っている。春学期、なんの説明、詫び、労りの言葉すらなくただ授業料

満額の振り込み用紙を送りつけてきた大学のその姿勢に保護者の多くは呆れていた。

休学、留年、落単は学生の人生設計を大きく狂わせる。それらを人質にとり、塾生を無理やり慶應義塾のや

り方に従わせるというのはあまりに暴力的である。

何度でもいう。対面授業を再開できないのは大学の怠慢だ。

大学生、その保護者、一部の理解ある社会人は大学の姿勢に怒りを覚えている。大学への不信感は募る一方

だ。

授業料返してください若しくは今後の授業料減額して下さい

多くの大学生が大学へ通えない、現状に苦しめられています。

後期もオンライン授業で大学に一切入れません。

それでも学費は満額を支払わなければなりません。

精神的に病んでいる学生も多いです。

会社員も大学生も通勤、通学時の感染リスクは同じです。学生のバイト先が飲食店、居酒屋が多く、感染リ

スク高いと言うけれども、大学側でバイト先の指定をすれば良いではないのでしょうか。

レジャー、スポーツはよくて学びたいと思っている大学生が大学へ通えないのはおかしな話だと思います。

もっと多くの人にこの現状に目を向けていただき、早急に対面授業にしてほしいです。

GOTOキャンペーンに東京が追加され、イベント制限も緩和されて何万人とかも許されるとなるとますます

大学が再開しない理由がわからなくなってきました。

GOTOトラベル、GOTOイート。

GOTOキャンパスはいつ？

国は経済的なことには、一所懸命なのに、大学生が学びたいという気持ちには、一所懸命になってくれない

のでしょうか。

あるライブのフェスを開催したところコロナウイルス感染者が0人だったそうなので大学も対策をしっかり

したらクラスターは発生しないと思います。

11週間に一度でもいいから学校に通わせてほしいです。

友達や教授に会う機会が欲しいです

前期中は本当に辛くてどうしようもなかったが, 今はそれを通り越してもはやどっちでもよくなっている。

対面授業を少しでもいいから取り入れて欲しい。家賃は4月から払いっぱなしだが家賃保証などもなく、親

にもとても申し訳ない。後期もオンライン授業だけというのは納得がいかないし辛い。

大学は学生を課題をこなすただの機械だと思っているようにしか見えない。前期に授業を受けて学んだこと

はほんの少しだけ。オンラインでも良いから授業の質をとにかく上げて欲しい。

大学に行かないことで自分の興味あることだけを勉強して、社会的なことを学べていない。学費は親に払っ

てもらっているが、罪悪感しかない。

質が悪いのに学費が同じなのに納得がいかない



幼稚園から高校、専門学校は通常どおりの授業があり、ほとんどの企業でも通常通り業務を行っている中、

大学だけオンライン授業というのは納得がいかない。

プロ野球やJリーグは観客を増やし、ディズニーランドも開園し、ゴーツーキャンペーンもあるのになぜ大

学だけが閉まっているのか。

小学校、中学校、高校、社会人の満員電車、イベントの人数制限の緩和など、どんどん日常が少しづつも

どってきているなかで、大学生だけ、とくに1年生は受験以来1度もキャンパスに行ったことがありません。

そんな中で友達もできるはずがなく、後期もオンラインが確定し、精神的にまいってしまっています。1日

でもはやく、少人数の授業だけでも対面でも受講をしたいです。なんとかお願いします。このままでは退学

してしまう人、休学してしまう人がおおく、みんな精神的に病んでしまいます。

なぜ、1クラス40人の高校は授業ができて、1クラス30人の大学は授業ができないのかが疑問です。少人数

の授業は対面にして欲しかったです。

大学側が恐れているのは風評被害であろう。もし、このままオンライン授業を進めていくのであれば授業の

質を今の10倍程度高めていただきたい。そのレベルで前期のオンライン授業の質は低く感じた。私は学びを

求めて大学に進学した。親にお願いして多額の学費を出してもらっている。しかし、前期の授業では親に合

わせる顔がない。親に申し訳なくなる。この質なら返金も願う。

社会人や、小中高生は通学しているのに、大学生は学校に通えないことは不満だ。

コロナがゼロになることはないので、出たらそれなりに対応しつつ、従来通りの大学生活に戻すべき

テレビでは大学生が対面にならない理由が｢自由度が高く帰りに呑みに行く可能性があるから｣と言われてい

たが、それなら居酒屋を閉じる方がベターだと思います。大人の娯楽とこれからの未来を担う若者の教育、

どちらが大切なのか一目瞭然なのではないでしょうか？クラスは25人程度と高校のクラス人数よりも少ない

のに何もしようとしない大学の姿勢にうんざりしています。

私は持病がある祖母と同居しており、重症化する可能性があるので、この半年間家族以外と会っていませ

ん。もちろん入学してから学校に行ったことがありません。孤独でも勉強は頑張ろうと思っていましたが、

キャンパス内の図書館や自習室にも行くことができず、資料集めや毎日の家での勉強に限界を感じていま

す。 学校と生活を同じ空間で行うことになかなか慣れず、食べるのも寝るのも億劫で夢の中でも授業を受

けています。zoom授業でマイクをつけて話している間、家族のテレビを見ている音やくしゃみなどの音が

漏れてしまい、クラスの人に笑われます。先生は、たまには外に出て、明るい気持ちで過ごそうとおっしゃ

いますが、怖いので町内での食料品の買い物にしか行けません。土日も課題をやることにストレスを抱えて

いますが、家族も私が毎日家の中で授業を受けていることにストレスを受けているため、相談できません。

学校に行きたいと言えば、感染しても良いのかと言われるので、行きたいと言うこともできません。毎日大

学のキャンパスの写真を見ながら受験勉強をし、学費を借りるために一生懸命親戚の介護の手伝いをしてい

たことを思い出し、入学したらやっと通えると思っていたのに、と感じています。

4月5月ともう変わってきている。あの時はオンライン授業で良かったが、ディズニー再開、Go Toトラベ

ル、状況が変わってきてるのに大学だけは一切変わらない……辛い。

週一の対面ですら嬉しかったのに蓋を開けたら秋学期4コマ土曜日……それでも嬉しいが、大学が「本校で

は対面授業を再開させます」とネットのホームページに書いてたりするのが許せない……週一回の対面なん

て対面とオンラインの両立とか言わない……せめて半分は対面して欲しかった……

「対面すると飲みに行く」なんて言っている大学もあるが飲みに行く人はもう今の状況ですら飲みに行って

るし、関係ない。辛い。辛すぎる。

大学によって対応は様々なのは仕方ない、それぞれの大学によって学ぶ内容も違えば施設も違うから。しか

し、少人数教育を謳っている大学が足早と後期も全てオンライン授業と決めてしまい、画面上に教授が何人

も生徒を抱え、私のメジャーである語学習得なんてできたものではない。オンラインになるがゆえ、教授や

講師もそれぞれ対応はちがってくる。zoomやホワイドボード機能を使って対面授業とあまり差が生まれな

いように授業展開する先生もいれば、pdf化した書類を貼るだけ貼り、それを読んでレポートを書きなさい

と言う人もいる。出席点がないからそのレポート一つが授業評価100%だ。こんなの、大学に来てまでやら

ないといけないことなのか。もう前期でうんざりしたのに、これがもう一度続くのかと思えばいっそのこと

辞めてしまったほうが自分のためであると考える人がいるのも無理はないと思う。

死者数は当初の予想より低いとは言え、未だに感染者が一定数いることや大学生で感染者が出た場合、それ

が学内での活動が原因であるかに関わらず大学当局や無関係の学生が非難される可能性があり、それを考え

るとオンライン授業を推奨するのも仕方ないと思います。また授業は経済活動では無く、どうしても優先順

位が低いのもまた仕方ないことだと思います。まずは感染が悪いことだという風潮が消え去ることを望みま

す。

もっと生徒の意見を聞いてほしい。ただ対面をやめるのではなく、もっと対策をねってほしい。



小中高校生、専門学生は学校に通っているのに私達は大学に通えず、授業の質や本来対面であったら得るこ

とのできていた学力や協調性は育まれずそれなのに学費を少ししか減らさないのはおかしなことかなと思い

ます。

早く対面を再開してほしい

対面を増やしてほしい

大学でコロナ感染者が出て、大学の名前の評判が落ちるからという理由でオンラインにしないで欲しいで

す。

オンライン授業を行うのは仕方ない事だと思うが、施設利用費を減額するなどの措置を行ってほしい。

このままだとコロナ自殺が出るのも時間の問題です。若年層ではほぼゼロのコロナの死者を怖がるなら自殺

も怖がったらどうですか。

「サークルを自粛させる前にイベントやめさせろや」と思ってます。

皆が皆対面を望んでる訳じゃないんだよ

大学生だけが学校行けないのはおかしい。

施設費はせめて返してほしい。

満員電車に乗らない素晴らしい世界を否定するな。受け入れるべし

オンライン授業をする為に大学に進学したわけではない。

オンラインを希望する生徒は当たり前ですけど普通は通信制の大学に行きます。早稲田大学は生徒がオンラ

イン授業という通信での教育を望んで進学してきたとお考えならば、教育機関としてどうかと思います。

上記に書いたことです。大学生だけコロナに感染した場合ニュース等で大学名や名前を晒される。社会人

だって飲み会に行ってコロナに感染してるのにそのような報道は一切見られない。大学生だけ何故なのか。

決して許されない。

大学生だけどうしてこのようなひどい扱いを受けなければいけないのか、本当に怒りを感じる。

未来を担う学生が大学で満足に学ぶことができないのは問題だと思う。対面で授業を行うことはリスクが伴

うことは学生自体もわかっている上で大学再会をして欲しいと思っているので、学びの場を制限しないで欲

しい。

なぜ高校生は文化祭や体育祭もしているのに大学生はなにもできないのか。

ここまで大学生が対面授業を希望しているのにどうきて状況はかわらないのか。大学生はあそびたいから対

面を希望しているのではない。オンラインを受けた上で対面を望んでいる。オンラインで学習が済まされる

と思っているのなら大間違いである。

私は近畿に住む大学生です。

ハイブリッド式授業とか意味のわからない形態で、奇数偶数で登校わけられることにより履修はしにくい。

理系大学生にとって専門授業は将来にかかわる大切な授業なのにオンラインでスライドだけなどで済まされ

たら大学に来ている意味がわからない。

なにをみているのか、なにを考えているのか、国は旅行は推奨するのに大学には行かせないのにオリンピッ

クはしようとする。大学生四年間の1年は私にとって大きくて大きくて、それが犠牲になっていることが悲

しくてつらい。

対面にすることにどうしてそこまで渋るのか。わからない。

一刻も早く対面にしてほしい。

この声が届いてほしい。

誰か助けて。

対面を希望する人がすべてでは無い

対面かオンラインかの二極論だけで話を展開して欲しく無い

対面にしろという声が大きいが、だからといって、中途半端に対面が数回ありますとなったところで何にな

るというのが正直な感想。

友人に会っては居なくても連絡は取れるし、数回の対面授業の為に実家から通ったり、部屋を借りたりする

金銭的時間的負担の方が大きい。

全て対面というなら、今まで通り部屋を借りたり通うにしても定期を買えば良いが、たかがそれだけの為に

通うのかと余計憂鬱になる。

大学の言い分もわかる。対面授業で1人がかかると拡大するリスクが高いからである

単位と高い授業料返せ



私達をちゃんと見てください！

大学生だけがまだ対面で授業ができない世界が辛い

オンライン授業では友だちもできずとても不安です。一部の学生はSNSでつながって友だちがつくれた様で

すが、孤独になるのではないかと辛いです。

同じ授業料と思えないほど授業の質が下がりました。これなら行かずに教科書だけ読むのと変わりません。

授業料を返すか対面にするかどちらかにしてほしいです。

大学は他の小中高に比べ遠方から来る人や外国人もおり、感染リスクがあるうち(インフルエンザと同じく

らい効く薬やワクチンが開発されるまで)は対面授業を強制するのはやめてほしいと思います。大学生の日

常も大切とは言いますが、同じ大学生でもオンライン授業を好んで受けている人がいることも忘れないでほ

しいです。私の大学では、後期は「オンライン」「対面」「どちらも」という授業選択ができるようにな

り、個人的には全ての授業が選択性(対面授業の映像をリアルタイム、ダウンロードどちらでもオンライン

にて配信)を取ってほしいです。

ワークに関してはZOOMで十分行えている授業もあるためそういった先進的な授業を他の授業でも取り入れ

ていけばいいと思います。

ただ、実技メインである美術大学などではまた違った対策を取っていくことが望ましいと考えています。

大学生だけをこんなに辛い思いをさせてたのしいですか？？

大学生への印象操作や風評被害をやめてください

大学生にとってなんとなく集まれる空間があることは大事だと思います。オンラインと対面の双方のメリッ

トを活かして大学生が今よりも自由に生活できる環境を整えてほしいです。

大学生は学校が対面なった途端にコロナ感染者を増やすと言うならその証拠を出して欲しい

小中高社会人はよくて大学生がダメな理由が知りたい

落単者が多いと聞くので卒業単位を減らす、単位を気にすることなく授業が受けれるような良心を持ってほ

しい

どうして大学だけ？なんで？そればかり考えてしまいます。大人は夜飲み会をしている。大学生は行動範囲

が広いから？矛盾してます。

私の大学では後期、一部の授業が対面授業です。しかしながら、私が履修している授業には一つも対面授業

がありません。受講人数が多い授業がオンライン授業になるのは、納得できます。でも、自分たち受講人数

が5人程度の語学の授業もオンライン授業なのです。大学に理由を聞いても、コロナウイルスの感染拡大防

止のためという一点張りです。大学側がもっと感染対策を講じれば、対面で出来る授業はまだまだあるはず

です。小学生から高校生は学校に行っているのに、大学生は通学やアルバイトなどで行動範囲が広い等の理

由で対面授業が出来ないのは大学側の言い訳ではないでしょうか？また、学校の施設が一切使えないのに、

施設使用料を払わなくてはならないことも疑問に思います。どうか1人でも多くの大学生が学校に行けるよ

う、大学側はもっと努力してほしいです。
実家暮らしならまだマシだけど、一人暮らしでオンライン授業はかなりしんどいと思う。一人暮らし学生は

就活や数少ない対面授業のために地方の実家に帰れない。

みんながみんな学校に行きたい人ではないと思います。

大学には、高度な教育・研究によって豊かな価値観や十分な倫理観、高い専門性を持った人を社会に送り出

す役割があります。その目的達成には対面での授業やコミュニケーションが必要不可欠で、それをわかって

いる大学なら工夫して多くの対面授業を実施するはずです。しかし現状では、世間体を重視し対面再開を渋

る大学が多数です。大学が自分たちの存在意義を忘れてしまったのかと思うと残念です。大学には今一度、

自分たちが何のために存在しているのかを考えていただきたいです。

インターネット上では、対面授業復活派が主流になっているが、このように基礎疾患などの理由でオンライ

ン授業を希望しているものが少ないなりにもいることを理解して欲しい。

そして、大学生全体が対面授業を望んでいるという風に装うのは辞めていただきたい。

オンライン・対面講義をCovid-19 の騒ぎが収束した後も状況によって使い分けが出来るようになっていっ

て欲しい

美大1年！一言だけ！辛いです！！！

社会全体で痛みを分かちあっている中、大学は善良な家庭から高額な授業料を搾取しているにもかかわら

ず、質の低い教育しか提供せず、学生の意見も聞き入れることが出来ない無能な大学はどうかしていると感

じています。大学を運営している側にはもう少し学生の気持ちになって欲しいと感じるばかりです。



大学に行くことは、授業はもちろん、友達と話したり、図書館で興味のあることについて調べたり目的が多

くある。全てをひっくるめて大学生活です。

自分がオンライン授業を受けている際に、小学生や中学生が友達と話ながら帰宅している姿を窓から見てひ

どく孤独感を感じます。どこに向かうこともない憤りを一人で感じているのです。どうして大学生だけがだ

めなのだと。私は往復三時間以上かけて通学していますが、それだけ行く価値があると思っているから通っ

ていました。どうか対面授業を望みます。
他大学の学生が授業で高校の内容を学んでいると知ったときには、そんな大学は要らないと感じたのと同時

に、その大学に通う人々はどのようにして高校を卒業したのか(高卒資格を取得したのか)疑問に思いまし

た。そもそも大学という場にふさわしくない学生が何万人と居るのだろうと思います。

私としてはその方々には大学生の生活なんて語ってほしくありません。

大学生であることを否定すると、｢学問の自由がー｣などと主張する方もいると思いますが、それなら高校

(もしくは中学校、小学校)で留年していれば良かっただけだと思います。

レベルの低い大学は必要ありません。これを機に大学を減らし、中学高校で留年しやすい社会を目指せば良

いと考えています。

私は講義に関してはオンラインのままで良いと考えています。それゆえ｢大学も対面授業を｣と主張する方の

存在は目障りでもあります。せめて、自分が所属する大学名くらい書いてほしいですね。まぁ何やっても私

が所属する大学の優れた首脳陣がそれに影響されるとは思いませんが。

補足ですが、通常大学の単位は授業時間と授業以外の学習時間を合わせて設定されてます。およそ授業:自

習が1:2くらいでしょう。それゆえ、課題に使った時間を集計するならば、その人が何単位の履修登録をし

たのかも調査するべきです。大学のシステムを知らない人を騙すには良い集計となるでしょうが、本当に見

てほしい人には無視されるようなデータにしかなりませんよ。
学費に見合った対価を得ておりません。私たちは通学制の大学に入学したのであり、通信制の大学に入学し

たのではありません。オリエンタルランドの従業員も賞与は7割減なのに、大学の教職員は給料を減らされ

たという話は全く聞かない。大学教職員の給料を削減し、学費に見合った対価を得ていない学生にお金を返

していただきたい。サービス業ならサービスに見合った対価を客に提供できていなかったら当然返金するの

に、大学は身を切っていないのはおかしい。

なぜ大学だけ社会から隔離されてしまっているのか、毎日不安で仕方がありません

確かに大学生は割合的に密になってしまうのは分かるがそれは大学生だけに言えることではない。なのにな

ぜ大学生だけ日常に戻れないのか。1人の時間は必要と言うが、人と会うから必要であって1人の時間しかな

い今の状態では1人の時間は本当に要らない。人と会って直接対話することに意味や価値があることを今ま

で学んで来ているのに大学生になって、これから将来を担っていく立場でもあるのにこの状態は本当におか

しいことだとしか思えない。



中高年の１年と若者の１年が全然違うことは私たち若者よりも長い時間を生きてきた方々のほうがよくわ

かっていらっしゃるのではないですか。たかが１年だなんて簡単に言わないでください。オンラインの継続

を望む学生もいると言いますが、何故そちらの意見を優先するのでしょう？オンライン授業を希望するなら

通信制の大学を選択すればよかったのです。すべての学生は対面授業であることを了承して入学しているわ

けですから、オンライン授業の継続を希望する学生を優先するのは納得できません。感染すれば命にかかわ

るような疾患を持っている学生もいるというのもわかりますが、その人たちのために何倍もの学生が家に閉

じ込められなければならない理由があるのでしょうか。私は１年生で、同じ大学に進学した友人もいませ

ん。大学の敷地に入ったのは受験を含めて３回です。だから授業でわからなかったところを相談できる友人

なんていません。SNS上で友人を作れば良いという人もいますが、相手が本当に大学生である証拠なんてな

いのに同じ大学を自称する人と関わるのはあまりに危険ではないでしょうか。SNSで親しくなった人と会っ

てみたら事件に巻き込まれたなんて事件はもう珍しいものではありません。だからこそ自身の個人情報の公

開には慎重になるべきだと思いますし、これまでそう教わってきたのですが、この考えは間違っているので

しょうか。そして一番の疑問ですが、なぜ大学生が対面授業を望んだだけで怠慢だ、大学生は能動的に動く

ものだ、どうせ大学行ったって遊ぶだけだろ、みんな辛いのに文句を言うななどと批判されねばならないの

でしょうか。大学生の本分は勉強だから家で勉強してればいい？ならば高校生だってそのはずです。なのに

なぜ大会が中止になった高校生たちは「かわいそう」「残念だったね」と慰められるのですか。基本の教育

を受けてそのうえで部活もと望む高校生は「かわいそう」で基本の教育を望む大学生は「怠慢」なのはなぜ

ですか。どちらも義務教育ではないでしょう。テレビで見かけるコメンテーターだってそうです。何十年も

前の大学の話を持ち出し、大学生はオンラインで十分といったようなことを言う。大学生が感染したら大学

名を公表しこれだから大学生はと言わんばかりの報道も酷い。何故大学が会見を開かなくてはならないので

すか。クラスターを発生させた会社は会見しないのですか。対面授業をしてくれない大学に対してはもちろ

ん不満を感じています。けれどそれ以上に、１人感染すれば大学を責めどうせ遊んで感染を拡大させると大

学生にばかり責任と我慢を押し付けて自分たちは会食をして普通に仕事をして旅行もする、世間に対して不

満を感じます。世間が変わらないと大学も変わらないでしょう。大学生の想いを、社会をよく知らない奴ら

が言ってる馬鹿げた意見だなんて思わないでまっすぐに受け止めて、向き合ってもらうことを、一大学生と

して望みます。

他の全ての人と同じように、大学生が大学に通うのは、そんなにどうにもならない事なのでしょうか？ 苦

しい浪人生活を終えて、やっと手にした大学生の日々があまりにも希薄で、何のために頑張ったのだろうと

悲しくなります。どうかもう少し、私たち大学生にも関心を持ってください。よろしくお願いします。

私たちが学校に通えない間も小・中学校、高校、幼稚園、保育園、専門学校、企業などは再開しています。

さらに最近は規制緩和が行われているところもあります。社会は「with コロナ」に向けて着実に歩き始めて

いるのです。

しかし、大学生はどうでしょう。高学期もオンライン授業があるところがまだ多いです。一言で「併用」と

言っても、ほとんどがオンライン授業の「併用」も存在しています。まずはこの実態を知って欲しいです。

そして、報道に関しても私は不信感があります。何故、学生がコロナに感染すると大学名や学部が公表され

たり、1割にも満たない人数であっても「学生〇人」と表現されたりするのでしょうか。夜の街で感染した

大人の会社名や組織名は公表されましたか？されていませんよね。夜の街の感染が〜という報道も多く聞き

ましたが、お店を営業するだけではクラスターは生まれないでしょう。そこに行く人が居るから、クラス

ターが生まれるのです。でも、そのような人に対しては何も言われません。あくまでも、店側が悪いような

報道があります。それでも感染した客はコロナが治ればそれまでの生活に戻れます。

このような社会をニュースを通して見つつ、一方自分はオンラインから抜け出せないまま、学生が感染すれ

ば「学生〇人」「若者が〜」という報道。自分のところだけ「自粛ムード」のまま止まっているような気が

します。社会と大学生活における現状とのギャップが大きすぎて、本来であれば良いはずのニュースも素直

に受け入れられません。

お願いです。大学で友人と学び、意見を交換し、対面の中での空気感から生まれる意見や会話を取り戻させ

てください。

私たちは授業料を満額搾取されるために、教授の顔や教え方を知らないまま資料を延々と読みひたすらレ

ポートに向き合うために、大学という道を選んではいない。



大学生ないがしろにするな

大人も通勤してる小中高も再開してるなかでなんで大学生だけ我慢しなきゃいけないのか

ストレスがたまるし精神的にも良くない

大学再開しないと大学生みんな不健康なる

バ先がスーパーなんですがマスクしなかったり何故かレジ前でマスク外す大人中高年は何を考えているんで

すか自分たちはそうやって人への感染リスク高めてるくせにどの口が大学生はオンラインでいろとか言える

んですか？控えめに言ってすっごい殺意です

この1年空白の1年どう責任とってくれるんですか？

4年の間の1年大事な1年無駄にしているんですよ前期はまだ分かる。後期はもう我慢できない。前期は後期

は対面だ！って希望を持って頑張れたのにもう頑張れない。就活のこともあるし休学も渋いもう死にたくな

る

実技がある学科は後期の対面が増えているようですが、語学だと1回もありませんでした。大学の知り合い

もおらず1年間が空白です。図書館、学校で行われる語学系の制度は利用できないのに満額支払うのも納得

がいきません。精神的につらく、ネガティブな思考が続いています。大学の事を考えると涙が出てきます。

大学は現状をどう捉えているのかわかりませんが、私は今の大学の対応は異常だと感じています。現在の日

本では緊急事態宣言が解除され、go toキャンペーンが行われたり大学を除く学校が始まるなど経済活動を

再開しようといった方向性で動いています。しかし何故か大学は自粛が継続しています。これは何故か？大

学は対面を始めなくても困らないからでしょう。例えば観光業者はサービスを提供しなければお金が入って

こないため、利用客を求めます。しかし大学は学校に通わない学生からも普段通り学費を徴収出来るため、

特に困らないのです。私達対面を望む学生が取れる選択肢は以下の３つです。まず望まないオンライン授業

を受け続け、いつ再開するか分からない対面授業やサークルができる日を待つ事。次に学校を辞める事。そ

して休学し、学生生活の時間を無くさずに対面を待つ事。もし学校を辞めるとなるとこれまでの費用、時間

が全て無駄になります。しかし休学をするにしても非常に高い費用がかかります。つまり私達は大学に都合

の良いように利用されるしかないのです。私は一度、学生課の人に大学は対面再開に向けて具体的な基準を

持っていますか？と聞いたことがあります。それに対する返答は、複雑な事なので具体的にはないとの事で

した。なら何を待っているのですか？国は緊急事態宣言を解除しました。飲食店やライブ、スポーツ観戦へ

の規制も段階を追って解除している最中です。政府の専門家会議では新規感染者数は減少傾向にあると判断

されましたし、小中学校も再開しています。他の大学が始まるのを待っているのか、クラスターが発生する

のを待って自分たちの学校で起きたときの責任を小さくしたいのかわかりませんが、対面を行わないのなら

理由と基準を示してください。大学の学びはオンラインでも可能なんて学生は感じてません。命が大事、そ

れは大学生に限らず社会人も小中高生もみんなそうです。みんな命が1番と分かった上で、少しずつ再開し

ているのです。それは死亡リスクの少なさや、自粛を続ける上でのリスクを考えた結果です。毎度お知らせ

の最後にコロナウイルスの影響を考慮した結果、皆様の安全を第一に考えた結果と書けば全て通用すると考

えずに、再開は危険とする判断に至った理由、参考にした数値をきちんと示してください。私達はもう大学

生なのですから、それを冷静に読むことくらいは出来ます。そして納得すれば大人しくオンライン授業を受

け続けます。しかし今はそれがないので不満を感じているのです。

小中高の生徒は学校に行って部活も感染対策をしながら行っています。社会人も外に出ているのに大学生だ

けキャンパスに行けないのは不公平です。このままの状況が続くのであれば授業料の減額を求めます。

シラバスは対面用で作成されているため、オンライン授業用のシラバスを作成して欲しい。成績の基準等が

不明瞭。

社会は動き始めていても、大学生は置いてけぼりです。でも不満を言っているだけじゃ何も始まらないの

で、この状況だからこそのワクワク事があればいいなと思っていて、それを生み出し始めている大学生も沢

山います。せめてそういったものに少しでもお力添えいただけると、とっても勇気づけられると思います。



施設費など満額で回収しているなら、ベストな形や新しい授業形態に刷新するタイミングと認識して、真剣

に取り組んでほしい

「生徒の健康を守るために」の一言で片付けるのは姿勢もこういう状況を継続する根拠にもならない

先生側は本業を持っている講師や研究がある教授や…

教育一本に絞っている方々ではないことは理解しています

その本業うんえいのための固定収入を得るために自分たちが利用されていると、ネガティブな考えを起こし

てしまいます

運営側がもっと本気に取り組み、他大学を見て横並びの体制をとるのではなく、入学前に入学希望者に宣言

していた方針や指針を実行してほしい

多様性のかけらもない

今も入学前の高校生にはリモートオープンスクールを開催し、動画でメッセージを公開しているが、今年度

入学した私たちには動画一つ無して、HPにで一方的な言葉と授業料納入の請求書と簡単な書面

全く生徒の言葉が届かない

署名も要望書に対する具体的な回答も無く…ズルさを感じる

「恥を知れ」とは

考えてほしい

行動してほしい

気分はまだ高校生

通勤も密、高校までは対面授業再開、イベントの人数制限の緩和。

挙げればキリがないですが大学以外は日常が戻りつつあります。

WITHコロナの時代なら大学もこの異常な状態を解決する策を考え出して欲しいと強く思います。

出てしまったなら徹底追跡する、課外活動などのガイドラインを作成する、独自の接触アプリを全学生にイ

ンストールさせるなどやり方は色々あると思います。

このまま大学生活を体験することなく学位をもらっても人間としての成長に繋がるとはとても思えません。

確実に日本の将来を担う若者たちに学ぶ機会をどうか与えてください。

様々な所から生徒が来ているため、そのひとたちとインフルエンザも流行る時期に密になろうとしているの

が怖い。言い出すとキリが無いのは分かるけど、後遺症等の話を聞いて病気になりたくないと考えるのはお

かしいことでは無いと思う。

対面再開したいのはほとんど1年生なので彼らが受けるような教養科目は積極的に対面の形式を取ってあげ

ればいいと思う。、

部活OKで対面授業不可の理由は

大学教授の保身としか思えない

希望制にして欲しいです

正直対面、オンライン混同されるのは1番厄介です

出欠確認はレポートじゃなくしてもらいたいです。今の状況で不満があるとすれば通学してないのに時間が

そんなにないことなのでそこさえクリアすれば個人的にはいいと思っています

図書館も研究室も開いてはいるけど自粛しろ来るな使うなと圧をかけられる。もう限界。生きたくない。公

務員試験対策もやってるけど受かる気がしない。自分に何の価値も見いだせない。ただただ毎日つらくて泣

いて過ごしている。夜眠れなくなった。もう疲れた。

大学に行きたい

課外活動の全面的再開を望みます

オンラインでいいと思います

大学生と大学が協力して世間に働きかけるべきなのではないか。

対面授業を始めろって取り組み本当に迷惑です。「対面で受けたい人もいるから選択制にしろ」ならまだ分

かりますが、大学生の日常も大事だなんて、本当に、本っ当に主語が大きい。大学生なら誰もが大学に行き

たいなんて思ってると思わないでほしいです。

・私の大学のみかもしれないが、いつも試験100%で、オンライン化してからやっとレポートに慣れたのに

また試験に戻されて（しかもオンライン）振り回されてる感がある。

・世間からの批判を恐れて再開できていないと感じるので、そういった風潮がなくならない限り対面は難し

いと考える。悲しい。



オンライン授業をこれからも何年もやるべきである。その方が、効率がいい時間が過ごせる。

世間が思っているよりオンライン授業は過酷です。

相談する友達もおらず、授業を経て課題についての考えを評価するのではなく、「課題ができたことのみ」

を評価する教授がいたことで精神的にも肉体的にもかなり追い詰められました。

高校から追い出されるように卒業し、大学からも受け入れてもらえているかわからずに課題のみを淡々とこ

なしている状況を体験した方のみ、オンライン授業についての是非を言う権利を持つと思っています。

6.7月、高校や中学が始まっていく中で大学生のみ隔離された生活を送っていたことを残念に思います。た

しかに大学生が一気に活動すればクラスター発生は免れないでしょう。現にいくつかの大学でもクラスター

は発生しています。

しかし、社会の方針としてwithコロナをかかげた以上注意して暮らしていくしかありませんし、複数の会社

や飲み会でクラスターは発生しています。なのになぜ、大学という機関だけ取り残されたのか、なぜクラス

ターが発生した中学、高校のみ大きく発表され、誹謗中傷の袋叩きに遭わないといけないのか。心底疑問に

思います。

私は実家で前期を終えましたが、上京し実家にも帰れず一人で課題をこなした同級生を思うと胸が張り裂け

そうになります。間違っても、辛辣な言葉をかけるべきではないことを知っているからです。

同級生が現状を伝える漫画を描いても周りからそれを押しつぶすように糾弾する大人たちの多さに失望しま

した。自分たちに味方になってくれるような大人はいないということを今回強く実感しました。

後期も私は週に一回しか大学に通う機会がありません。心の底から、私たちの大学一年という貴重な時間を

返してほしいと思っています。

これが新しい生活の一部となっていくのであれば、私は大学や社会の中で生きていくことを辞めたいです。

対面授業と課題配布型のみにしてほしい。

SNSを見るとオンライン授業の大学が多く、それでも不満があることを知りました。

私の大学は前期1度も授業せず、オンラインもせず、課題のみで授業料全額支払いました。事務に何を言っ

ても言いくるめられ終わりました。施設費は環境整備代と思って支払っています。それ相応の環境作りをし

て欲しいです。

すべての学生のために、大学側が声を聞いて改善してくれることを祈っています。

オンラインか対面かを選択できるようにしてほしい

オンライン授業と対面授業のハイブリッドなどもってのほか。対面授業で大学に行って、その次の授業は自

習スペースでオンライン授業を受ける、というような仕組みで後期授業を開始しようとしている大学がある

が、馬鹿げたシステムであることに気付くべきだ。

今年の４月に3年次編入をして以来、まだ一度もキャンパスに行ったことがありません。使いたかった図書

館を使ったこともありません。同じ分野を研究する他の学生や教授と話したこともありません。自分が大学

生なのかどうかさえも分かりません。大学側には、もし自分達が大学生だった頃にこのような状況に直面し

ていたらどのように感じるか、もう一度よく考えていただきたいと思います。
首都圏の大学に進学した東北地方在住の一年生です。大学としては対面授業が一部再開となるようですが、

私が履修する授業の中には一つもないです。春に大学近くにアパートは借りたが引っ越しはしていないにも

かかわらず家賃は引かれ、後期は行けるだろうと思っていたが今年度いっぱい行けないこととなった。私自

身が浪人したこともあり高校時代の友人は多くが進学で既に地元にはおらず、かといって大学での交友関係

は全くないので孤独を感じる。今年度受けた対面授業は免許取得のための自動車学校だけです。夏休み期間

は両親の仕事の関係もあって遠くに出かけることは憚られ、ずっと自宅にいるだけでした。出かけた先で感

染してこられても困るので。

前期はオンライン授業のいい面・悪い面両方を知ることができた期間だったと思う。

最後に、この活動をされている皆様を同じ大学生として応援しています！

感染者が出たら大学を閉めるのをやめてほしい。

大学生全員が対面を望んでいると思わないでほしい。リスクがある中で対面にされたら、かえって大学をや

めることも考える。

サークル活動をしたいです

就活の現状をしっかり認識してもらいたい。また高校生含め学校は再開しているがなぜ大学は再開できない

のか論理的な説明を求める



社会は冷たく。やめたらとか働けとか。政府も動かない。大学は柔軟に対応してくれないし、どこに相談し

ていいかわからなかった。緊急事態宣言が終わってからは仕事も小中高も始まったのに、オンラインと決

まっているからと対面を拒否。そして入学式もなし。ふざけているのか？？

一年生なのに来年２年に上がって、一年生は歓迎され、２年は一年生と同じく大学の事何も知らないのに２

年。大人の一年と、18.9の一年の価値は全く違う。日本の社会に奪われた。悔しくて悔しくて、仕方ない。

なのに後期もほとんどオンライン。入学式もしてくれないそうだ。
毎日家で一人で黙々とパソコンと向き合っています。また、パソコンの機能をよく理解出来ていないため、

課題が上手く出せなかったりがあります。それで先生に点数をもらえず、単位まで落とされました。必死に

私はやっているのに、先生達には見えないから伝わらない事が悔しいです。メールだって先生から返って来

ません。本当に辛いです。こんなんなら、授業料を返して欲しいです。

京産大学の卒業旅行でバッシングを受けてから大学が下手に出ている。意味が分からない。

私たち学生に学びの場を提供するのがが大学ではないか。

しかも施設費も一切返さないし、履修についての案内も1年生なのに紙を送って各自で読めと。

zoomや動画などを使って履修についても教えることはできたのではないか

小中高は対面授業を行っていて、Gotoキャンペーンも東京が追加、コロナウイルスの危険性がそこまで高

くないことがだんだんと知れ渡ってきている中、なせ大学生はここまで我慢する必要があるのかわかりませ

ん。1年生は友人を作る機会もまともに与えられないなか、1人で黙々とパソコンを眺める日々を強いられて

います。そろそろ限界です。キャンパスに通わせてください。
大学生だけ学校に行くことが出来ない現状はどう考えてもおかしいだろう。大学生はとても高い学費を払っ

ており、学費の中で施設費も払っている。施設費をら払っているのに施設を使えないのはおかしい。この状

況下のおかげでわざわざLINEや電話をして話すほどでもない他愛のない会話が日常生活の中でどれだけ必

要だったかが分かった。今は何もやる気が起きない。ちょっとした事で大人数で笑い合いふざけ合うことが

生活の中でどれだけ必要で大切なのかをわかって欲しい。
なぜ大学だけが取り残されているのかが疑問です。

社会全体が自粛モードだったときは、さすがにこの状況では仕方がない、と思っていましたが、今は状況が

違います。

感染対策を講じた上で小中高は開かれ、社会人は会社に通っています。それなのに大学生は感染予防のため

ほとんど全部の授業を自宅からパソコンで受けています。

大学以外の場所では日常が戻ってきているのに、大学生の日常は未だに遠いところにあるのです。

しかも、GoToキャンペーンの実施と対象拡大、イベントの規制緩和も行われ（ようとし）ています。

人々の非日常のために、大学生は日常を我慢させられているのでしょうか。

言いたいことを挙げればキリがありません。ですが、それを知ってもらう機会があまりにも少ないと思いま

す。もっと大学生に目を向け、酷い現状と切実な大学生の声を聞いてほしいです。

そして、大学には「本来の姿」を念頭に置いた上で、学生のことを第一に考えてほしいです。コロナの感染

を防ぐことはことはもちろん大切ですが、「全面オンライン授業で感染者ゼロの大学」より「十分な感染対

策を講じた上で多くの対面授業を実施する大学」のほうが圧倒的に良いです。

大学生に対してのイメージを改めてほしい。

本日(9月中旬)ニュースでほとんどの大学が対面授業を再開し、多くの学生が週2日程度学校に通えることが

報道されていました。しかし、実際に私の大学は対面授業は数えるほどで大多数の学生が対面授業ゼロ、学

内施設基本的に利用不可、研究のため図書室すら満足に使えない状況にあります。報道によって「大学生も

日常に戻りつつある」と誤認識されてしまうのではないかと不安です。私の場合、前期と本当に何も変化は

ありません。



私の大学のある都道府県は一日に0〜4人程度の陽性者しか確認されていません。亡くなった方がいるのは残

念なことですが、死亡者はこれまでの累計で3人です。

このような都道府県でも、感染拡大防止のために、後期もオンラインで可能な講義形式の授業(一部実験を

含む)はオンラインで行われます。

研究活動も、基本的にオンラインで行うように指示されています。

また、私は大学の図書館でアルバイトをしていましたが、大学閉鎖や開館時間短縮により、前期は一度もア

ルバイトができていません。

おそらく後期もできませんが、まだ連絡がなく途中から再開されるかもしれないので、新しいアルバイトは

始められません。

事業者の指示による休業ですが、大学は中小企業ではないため、休業支援金も申請できません。もちろん、

休業手当もありません。

大学以外の施設は何ヶ月も前から動き出しています。

新型コロナウイルスは、大学を開けたら一気に感染拡大して、人が沢山死ぬような感染症なのでしょうか？

なぜ大学だけが前に進めないのか、なぜ大学生の学びが尊重されないのか、甚だ疑問です。

大学に言いたい。前期の時とは状況が大きく変わっているのに、未だ大学生を家に閉じ込めておくのは何故

ですか？「大学生は行動を制限できない、大学を始めたらクラスターが起こる」など理由を聞きますが、社

会人や小中高は既に日常を取り戻しているのに大学生だけ閉じ込めて意味がありますか？後期授業がもう始

まってしまいましたが、強く対面授業を希望します。

もっと大学生の事を見て欲しい。

そして、社会の大人に大学生の現状を知って、メディアでもう少し現状を伝えて欲しい。

大人の方が飲み歩いているのに、なぜ大学生だけ学校に行けないのですか。私の大学は表向きはオンライン

授業と対面授業を「併用」すると言っています。ほんの一部の授業だけを対面にして、対面授業が皆無で入

学してから1度も大学に行ったことがない1年生がいる大学も、オンライン授業と対面授業を「併用」してい

ると言えるのですか。もちろんサークル活動も全面禁止です。

世の中の大人たちは「併用」という言葉の意味をきちんと分かっていますか？文科省は調査するならそこま

でしっかりと調査をしてほしいし、メディアは正しく報道してほしいです。
京産大で感染者が発生した時に世間にボロクソに叩かれ、社会的に死んだ人も居たから学生の感染状況の公

表はしない、またはプライバシーを最大限に考慮して欲しい
小中高では対面授業ができて、大学ではなぜできないのか。それは行動範囲の違いからになります。小中高

生はせいぜい地元付近(高校生はもう少し遠出しますが)、大学生はアルバイトや通学、娯楽で様々な所を歩

き回ります。そういう人たちが一堂に会すると自然とコロナウィルスの感染確率も高まりますよね？だから

依然としてオンライン授業が行われていると思います。また学生が年配の教授達に移してしまう可能性も考

えられます。そういったデメリットを考えて、対策も難しいとなるとオンラインが続くのは必然的です。コ

ロナウイルスは無症状の方も多いですが突然重症化することもあるという未知のウィルスです。その全貌が

明らかにならない限り対面授業は夢のまた夢でしょう。しかし、この現状を打開するために一つの策があり

ます。それは対面授業の機運醸成です。オンライン授業の悪い点を批判するのではなく、対面授業の利点を

挙げこういう教育を私たちは望んでいるとメディアを通して伝えていくこと。さらに政府が行っている政策

を全て調べ、このくらい人が集まっている政策をやっているのになぜ大学は依然としてこの状態なのか比較

研究したり、文部科学省等に直接問うべきだと思います。
小中高生は去年までと同様に対面授業を実施しているのに、なぜ大学だけいつまでたっても今まで通りの授

業が受けられないのでしょうか。耳で直に話を聞き、五感で感じられる授業が受けたいです。

大学の友達と会えるだけでも今の憂鬱な気分がマシになると思うので、対面授業・サークルを再開していた

だきたいです

コロナを恐れすぎる必要がないことがわかりつつある。しかしその情報が行き届いていない。社会全体や大

学内で知識のアップデートをして従来の日常を取り戻す努力をしていただきたい。

「4年間で語学力、問題解決力を養うカリキュラム」に魅力を感じ入学を決めました。が、語学力は確実に

入学時より落ちていますし、問題解決力って「？？？」の状態です。

zoomディスカッションも、グループ分けされていまい、他グループの意見は聴けません。レポートも合っ

ているのかさえわからず提出→成績なので不安しかありません。

社会に出る自信が日々削がれる毎日です。

「学生の分際で甘えるな」とよく耳にしますが、それはコロナ禍の社会において大学の学ぶ環境すら整備で

きないという現状から目を背けているだけではないでしょうか。

大学生だけ今だに行動をここまで制限されているのはおかしいと思う。



学費を安くして欲しい。返金必要！

先生の研究室へ質問に伺うことが不可能になってしまった。

就活についての不安も解消されないままだ。

コマ数の少ない4年生で良かったと思っている

まず施設費(私立なので)払ってるのがわからない。私は4年でもう終わりだから、払うけど1年だったら少し

考えたかもしれない。親も同じように言っている。本当に、大学行くっていうことの意味は、勉強だけで成

り立つものではないと思うので(3年まで通って本当にそう思う)、この運動がもっと活発になり大学に届い

たら良いと思う。

対面絶対にやめてほしい

小中高生は対面授業なのに、大学生だけ大学に行けないのはおかしい。学費の減額もなく、オンライン授業

続行はおかしい。

体が元気だったら、心が元気じゃなくてもいいんでしょうか。

私は音楽大学に在学中ですが、音大に限らず、授業で実技等がある大学も多いと思います。実際に目で見

て、耳で聞いて学びたいことが画面上でしか学べないもどかしさがあります。中学や高校は部活までやって

いるのに、なぜ大学生は授業を対面で受けることができないのでしょうか。人数やクラスター等の問題点は

あると思いますが、それを盾にして解決方法を見つける前に大人が逃げているようにしか見えません。設備

費、授業料は減額も無し。自分のために大学にお金を投資しても、リターン(授業)の質や価値が低いのでこ

れじゃ大学生にならずに予備校に通った方がいくらか安いですね。悲しいです。

成績がすごく不安です

第三者が思っている以上に大学生が置かれている状況はきつい。

大学生が人生の夏休みとかなんとかでオンライン授業は楽だと思われていることが多いが授業の質は低下

し、教授は学生のことなど考えない、パソコンばかりでカラダはボロボロです。

また学費に関して、施設の建設費用などを入学定員数で割ったものが学費であるため授業の減額はしないと

いう説明も分からなくはないが、質の低い授業、施設が利用できない状況では学費の支払いに疑問を感じま

す。

オンライン授業か対面授業か生徒が選べるようになるとより良いと思う。

このような取り組みをされている方々に敬意を表します！私たちのやらせなさを具体的な行動に変えてくれ

たあなたたちと共に、何か大学の対面授業再開に動きがありますように行動していきたいです！

大学1年生です。対面の授業を受けたことがないので正直どっちが良いかはわかりません。それでも対面の

授業が当たり前だと思って大学の受験をしてきたので、期待外れ感は否めません。

理系で実験が必要であるにも関わらず、卒業研究における実験をすることができない事が確定しました。後

期は様々な論文を読み、それを踏まえた自分の意見を述べる形の卒論を書きます。何のために学費を払って

いるのか分からない状態で、親に申し訳ない思いでいっぱいです。また、大学は多くの人と関わり成長でき

る重要な場です。私は今年で卒業なのでもう諦めていますが、1〜3年生のために対面授業の再開を望みま

す。

大学生のこと舐めすぎ

小中高が何の気負いも無く学校に通っているのに大学だけこんな仕打ちなのは大学生を舐めすぎている。対

面授業を取り入れるとぬか喜びさせて蓋を開けてみれば1コマしか無く逆に1コマの為にほぼ授業時間の2倍

の時間をかけて通学するのも不条理すぎる。可笑しすぎる。

なぜ大学生だけこんなに苦しまなければいけないの？テーマパークにも行けるし高校生以下はみんな通学し

てるのに

大学生ばかり我慢させられて馬鹿らしい。それなのに、若者が出歩いてると言われ、悲しい。旅行も行ける

し、お店も再開しつつあるのに、なぜ大学は再開しないのか。納得のいく説明が欲しい。行動範囲が広いの

は、高校生でも同じではないか？オンラインでもいいけど、授業の質をどうにかしてくれ。あんな適当な授

業で成績がつけられるなんておかしいだろ。学費だって、全額とは言わないから、少しでも返金して欲し

い。オンラインの設備にお金がかかると言うなら、それ相応の授業をして欲しい。
現在、このコロナ禍において、緊急事態宣言が終わり、三密を避けて日々生活することを求められていま

す。しかし、大学ではオンライン授業中心の授業形態が続けられています。このオンライン授業中心の授業

形態はどのような基準を持って対面授業中心の授業形態へ切り替えていくのか分からない所が私はもどかし

く感じているのです。緊急事態宣言は終わったのだからそろそろ何とかして欲しく思っていましたが、私の

大学では後期授業も未だオンライン授業中心の授業形態です。

大学施設内に入ることが難しく、施設を全く使用出来ないのに、施設料を払っているのが納得出来ない、、



大学生に対して風当たりが強すぎます。コロナ渦で、あれだけメディアから若者、大学生が外出自粛、三密

に努めていないと報道されました。そのせいか、今は学生よりも大人のコロナ対策への不文律破りが目立つ

と感じています。
オンラインだと教授ごとの授業に対する対応や熱意の差が顕著に現れたなと思います。例えばやる気のある

教授はオンデマンドの動画配布に加え、任意参加のライブ授業や、ネット環境が整っていない人のための課

題を用意していました。それに対し、やる気のない教授は課題を出して1週間ごとに提出するだけ、まとも

な授業は無し、というような状況でした。また、オンライン授業により授業の質が下がったことは言わずも

がなですか、個人的には友人と会えないことで勉学に対するモチベーションが大きく下がったとも感じまし

た。やはり家で一人で課題や授業に向かい一人で考えるのではなく、友人とディスカッションなどをしなが

ら力を合わせて勉強することで勉学に対するモチベーションを保っていたので、その点が個人的にはオンラ

イン授業の大きなデメリットなのかなと思います。あと、私は2年生なのであまり関係ありませんが、やは

り1年生は友人が作りにくい状況にあり、とても大変そうです。

最後に、このアンケートに答えるくらいしかできませんが、プロジェクトを応援しています。さまざまな意

見があるかとは思いますが、私のように現状をよく思っていない学生はたくさんいると思いますので、その

声を然るべき機関や世間にお伝えいただければと思います。

社会に訴えても聞いてもらえない無力感

世間はもうコロナの対策をしつつもほぼ普段通りの生活に戻っているのにも関わらず、なぜ大学生だけは学

校に行けないのか、オンライン授業だけの大学生活に価値が見いだせない

大学には人、学問との出会いの場を提供する義務がある、その尊さを知っている大人に、学生のことに気を

かけて欲しいと言いたい

小中高が学校での授業が許されて、大学で許可が出ないのかしっかりとした説明がない。

授業の休み時間(ランチを買いに行った時など)に町で小中高生が制服で通学していたりするのを見ると自分

はなぜ１日中家でパソコンを見続けているのかと思うと悲しくなる。

また、先日、ニュースで8割型、大学での授業が再開されたと伝えられていましたが、私の大学では実習の

ある1部の学科だけが大学に行くことができています。このような現状をもっと知ってほしいです。
大学生は大学と下宿との往復だけでは済まないから対面は難しいとおもう。Twitter上ではあたかも講義を受

けたいというツイートしか目にしないのは正直違和感がある。対面を望むなら、例えばサークル、部活、大

学の行事等は中止、禁止という措置が取られて然るべき。大学が感染防止を徹底してもサークル、部活で対

策が取られず感染が広がれば大学の責任となるから。もしそうなっても(サークル、部活が禁止)今対面を望

む人はほんとに対面でいいのか？

最悪オンラインでも我慢するから早くコロナ収束させてくれ

今までと変わらず半期60万も学費を払っているのに、どうしてそのお金で感染対策の設備を整えて学校に通

わせてくれないのでしょうか。私は、学費は授業料だけでなく図書館や勉強スペース、学食などたくさんの

施設料も含めての学費だと思っているのに、前期はそれらを利用することが全く叶いませんでした。前期は

全てオンライン、後期は月1回のゼミの対面授業でのみ学校に行くことが許されます。図書館で本を貸し借

りすることは出来ても立ち読みや座っての閲覧は出来ず、卒論さえ無事に書き上げることが出来るのか不安

です。サークル活動も再開出来ていません。この状況で就職活動だって上手くいっていないのに、大学設置

のキャリアセンターは対面での面談が未だに出来ずそれもオンラインでのみしか受け付けていません。大学

生活最後の1年間、好きな授業を取って思い切り大学生活を楽しむつもりでいたのに、何も出来なくなって

しまいました。このままでは不完全燃焼で悔しくてたまりません。大学に行って友達や先生に会いたいで

す。

大学生だけ何故通えないのか。もう今は対策をして行動していくべき。

授業に対しての改善を求めたらしっかりと取り入れて欲しい。

また事務室で問い合わせをするのですが、私達の味方は全くしてくれなく、授業の文句を言ってるだけだと

思われている。先生の味方なので何を言っても自分達が悪いと言われたり、自分達であとは聞けといわれ

る。

いい加減にして欲しい。事務の人も学校の偉い人も一回オンライン授業を受けてみて欲しい。どんな教育現

場なのか、どんだけ質が下がっているか、先生達のやりたい放題か分かるはず。
維持費などにお金がかかるのは理解できますが、大学内の施設の大半(図書館、コピー機、視聴覚室など)が

利用できないのに従来と変わらない額の学費や施設利用料を取られるのは納得がいかないです。

大学はサービスではなく学びたくて学ぶ場所だと思うので、学びの媒質は対面でもオンラインでも関係ない

と考えている。お金を払っているから○○だとか、対価に見合った講義をしてないだとかはお門違いだと感

じている。モラトリアム時間を謳歌するための大学ならば、コロナ禍ではその時間を過ごすのは難しいの

で、大学を辞めたほうがいいと思う。



このような調査を行ってくださりありがとうございます。1人でも多くの人が納得のいく生活が出来ますよ

う願っています。辛い状況ですが、いち早く元の生活に近づけるようにできることから行動できるといいで

すね。

むやみに対面授業を希望するのはやめてほしい。オンライン授業を支持する人だっています。

せめて学費を減額してほしい。

最後の大学生活でほぼ大学に行けないのは悲しい。先生方も大変なのはわかっているけど校舎を使っていな

いのだから高額な学費を少しくらい返してほしい。政府や世間では良いということになっても大学がダメと

言ったら何もできない。人に会えないことに慣れてしまったことが虚しい。対面授業を再開しなくとも大学

で過ごす権限を増やしてほしい。

講義室も隣同士を開けてやれるはず。部屋数が足りないのはわかるが、、、

大学生への補償・補助金を

できるだけオンラインでやるという考えは今すぐ辞めてほしい。できる限り対面でやらとい考えに切り替え

てほしい。今は、感染防止のための製品が豊富にあるため、多少お金がかかってもそれらを使用すれば、大

体の安全は確保できると思う。

全員が対面講義が良い人ではない。皆が皆、対面講義が良いみたいに思っているわけではない。対面講義が

良い内容の場合と、オンラインでも構わない内容の場合がある。対面講義よりもオンライン講義のほうがコ

ロナ的にメリットがある。オンライン講義にせざるを得ない理由もハッキリしている。私の学校は後期から

対面講義だが、場所によってはオンライン講義にした方が良い大学もある。こういうものは日本全国ではな

く、１大学単位で署名活動なりなんなりするべきである。

対面授業を希望していない学生も多くいます。対面授業を希望する学生の意見ばかりを取り上げるのはやめ

てください。

何故大学生だけずっとオンライン授業なのでしょうか？小中高は始まっているのに。大学は教室も広く、時

間差登校もお手の物。しっかり感染症対策をすれば対面授業も可能なのでは？と思うことが多々あります。

大学生になってからキャンパスに行ったことは一度もありません。友達もできません。zoomで同学年と話

しててもネッ友感覚でしかありません。

そしてこの質の低い授業で馬鹿高い授業料。超高級通信学校ではないですか？お金を返して欲しいです。

対面だけかオンラインだけかに統一してほしい、通学が大変なのでどちらかというとオンライン希望。対面

とオンラインの併用はやめて欲しい。

大学側の都合で、課題の締切が早く設定されていて辛いです。その上、量も多いのでストレスで吐き気が続

いています...。

オンライン授業を受けたい人たちの意見ばかり取り上げられるが、いかがなものかと思う

世の中には通学に精神的・肉体的に負担を感じる人もおり、中には最低限のコミュニケーションのみで済ま

せたいという層もいる。まずこれは事実で、対面授業を希望する人達は弱者の教育の機会を奪おうとしてい

るという客観的視点も持つべきだ。

もう限界です

学費高すぎる

学費返せ

意外とこの遠隔授業を喜んでいる人は多いと感じる。授業の理解度も高くなったと感じる。ただ、学部に

よって様々なのでそれぞれの学部にあった対面、遠隔を行うべきだと考える。必要な際は対面で対策をしっ

かり行う。そうでない場合は極力遠隔で行う。感染対策の関係でモタモタするのであれば見極めるべきだと

考えるし、大学側にもそう求めたい。

あと授業料は遠隔の分減額はして欲しい！バイト見つからない。金ない！

学費もっと返して

就活が不透明すぎて辛い。卒論執筆が図書館を利用しないでできるはずがないし、家では集中できない。

オンラインの集中講義だからと言って朝9時から昼、昼から5時30分まで休みなしで実習を続けた先生がい

た。めっちゃ疲れた。

大学生だけ緊急事態宣言下

私達は放送大学に入学した訳ではありません。

その場に赴き、対面で議論して初めて、始められる研究もあります。

学年によって対応を変えたらいいと思う。



登校したい人もしたくない人もいるのだから、選ぶ権利を与えればいいと思う

行きたいという意見だけでなく、現状で満足しているという意見も平等に取り扱うべき

大学だけオンラインでやる意味が分からない。

愛知県の某私大生です。文学部です。

他学部などと比べると確かにオンラインでの授業も可能です。理系の実験等に比べれば問題も少ないでしょ

う。ですが、オンラインでは教員・生徒互いの些細な様子から学ぶことができません。実物資料に触れるこ

ともできません。これは大きな問題です。

1年次は図書館の資料に触れることも多くありました。現在は構内への立ち入り禁止が禁止されており、図

書館の利用はできません。

図書資料は郵送での貸出により閲覧が可能な状態ではありますが、データベース(新聞記事のアーカイブや

ジャパンナレッジなど)は基本使えません。大学側にお願いしましたが、契約が異なるため、外部から(学内

以外から)のアクセスはできないそうです。

これは学修とは直接関係ありませんが、図書館でDVDなどを鑑賞することもでき、気晴らしに利用していま

したが、今年度は一度も利用できていません。

資格取得に際し特殊ソフトを使った実習を受けるために、授業料とは別で実習費を納めました。ですが、結

局そのソフトは使えませんでした。後期も実習が予定されていますが、どれくらい使えるのか全くわかりま

せん。

学部間でも差が大きく、私たちのような学部学科は優先度が低く、私が履修していた科目は前期は一度も対

面授業がありませんでした(資格取得のために別の学部の授業を受けていたため、登校はしました)。

どうしても実習の多い学部が優先されるのはわかります。ですが、私たちも同じ額を納めています。権利は

同じはずです。私たちにも対面授業を受けさせてください。

そうでないのならば、少しでいいので学費を返してください。施設が使えないのに利用料を払いたくありま

せん。維持費は出します。利用料は返してください。

趣味のお出かけは楽しめないのに学校だけ再開される方が嫌だと考えている大学生もいるということを考え

てほしいです。全員が全員、対面を希望しているわけではないのです。

私は医療系大学に通っています。前期はほとんどオンデマンド授業で、対面授業は週に1、2回あるかないか

でした。県内ではほとんど対面授業が始まっているのに、私が通っている大学では、後期もほとんどの科目

がオンデマンド授業になりそうです。オンデマンド授業はいつでも授業を受けれるという点ではいいと思い

ますが、長時間パソコンを見ることで目が疲れたり、肩が凝ってしまいます。やはり、普通の生活を送りた

いです。小中高では普通に学校が始まっているのに、なぜ大学生はオンライン授業なのでしょうか？とても

疑問です。いち早く、私と同じ思いをしている大学生達が普通の生活を送れるように、願っています。

大学生の中でも、私の知り合いでは教育系の大学や音楽系のような対面のレッスンなどを必須とする大学は

一部対面授業に戻っています。しかし私の大学ではそのような授業はありません。しかし、私が学んでいる

語学の授業はZOOMでは発音が伝わりにくいし、発言が伝わりにくいことが多々ありました。また、私は就

職活動がとても心配です。私はもともと航空系に就職を希望していましたが、現在ANAやJALの他に、LCC

の会社も今年度の採用中止を決定しており、来年以降もどうなるか分かりません。航空系以外でも規模を縮

小するという動きが見られます。希望していた職種に就職はもうできないのか、怖いです。

実家通い組は１年生でも高校の友達とお泊まり会やバーベキューなどをしているのに対し、下宿組は家に

篭っている人が多い印象で同じ大学生でも現状に差があるのではないかと感じています。

私はオンライン授業に肯定派なので現状のオンライン主流の状況が続いてくれる事を望みますし、少数派な

がらもオンラインにより例年よりも良い環境で講義に臨むことが出来ている学生もいるということを知って

頂きたいです。

また、社会状況の変化や世論によって大学側が対面授業に戻すという方針を取るとしても、在学生全員が一

斉かつ強制的に対面を強要されるのではなく、あくまでも学生個人の意思に委ねる形を取った上で対面授業

を導入するのであれば特に文句はないです。



大学に行きたい、対面授業が良いということが大学生の総意であるかのようにアピールするのはやめていた

だきたいです。

もちろん対面授業を望む人がいることも、私のようにオンライン授業を望む人がいることもわかっていま

す。

私の大学では後期中盤からですが、学生がオンラインか対面が選べるようになるそうです。(どっちを選ん

でも成績に不利になることはないそうです。)

皆様の活動は素晴らしいと思いますが、世間に訴えるのであればそういった配慮をしてくれる大学が増える

ように声をあげるべきだと思います。

#大学に行きたい がトレンド入りしているのを見てそうではないだろう！と衝動的にアンケートを書いてし

まったため誤字脱字等あるかと思いますが御容赦ください。
個人的にはオンラインでもいいな、と思っていました。ですが、集中講義のみ対面で行う機会があり、やは

り対面授業は必要だと再認識しました。人と会って授業を受けるのは憂鬱でしたが、それ以上に得られるも

のがありました。私は地方の大学なので、後期からは対面で授業を行うことが決まっています。このような

決断をしていただけて本当にありがたいです。私の通う大学も地方とはいえ、他の地域から引っ越してきて

通っている人もいます。都市部の大学はもっとそれが顕著だと思います。わざわざ地方から出てきて1年も

オンライン授業を受けるのはあまりにも可哀想です。せめて質のいいオンライン授業、そして学期末までに

対面で授業を受けられるようにすべきだと思いました。

中学や高校は学校に通い、部活もしているのに大学生だけそれができないというのがとても辛い。オンライ

ンでもいいじゃないか、という意見をよく見かけるが、私たちは学校に通い、友達と共に勉強をすることを

望んで大学進学をしたのだから、そういった意見はお門違いである。

また、オンラインになり資料を各自読んでレポートを書くという授業が増えたが、フィードバックがほとん

ど無く、正直授業によって得られた知識がほとんど無いように感じた。後期もこのような授業が続けば、高

い学費を払っているのに得られる知識がほとんどないといったことになってしまう。私の学部は卒業と共に

資格が与えられるのだが、その資格をもらうに値する知識を持っているのか、不安で仕方がない。

私は高3の春から、うつ病を患っています。現在では症状が特別酷いわけではなく、薬での治療を続けてい

ます。しかし大学の同期でこのことを知っている人はいません、というより言えないのです。同期はみん

な、ネットでしかやりとりをしたことのない人か、或いは会ったことがあっても片手で数えるくらいの人で

す。そんな素性を知らない人にいきなり精神疾患のことを打ち明けられたら、きっと返事に困って距離を取

られると思います。こちらは理解者がほしい、信頼できる人に必要な時支えてほしい、それなのにそのため

の関係形成ができないのです。大学進学という環境の急変は、心にも大きなストレスを与えます、実際うつ

病の症状も悪化しました。しかし同期が離れてしまうことへの恐怖からそれを打ち明けることはできず、独

りで抱え込んだ結果、本気で自殺を考えるまで追い詰められたこともありました。このことを両親に相談し

て理解してもらったのは、つい最近のことです。

これは現実から逃げているのではなく、私が直面している現実です。人それぞれ置かれた状況は全く同じと

は言えないのに、そこに自分のロジックを持ち込んで、逃げるなとか甘えるなとか言わないでください。そ

の一言は、ただでさえどうしようもない状況に置かれて苦しんでいる人をさらに苦しめます。

大学生が下手に活動範囲を広げると危ないということは重々承知しています。ですが全く動けない、人に会

えない、この状況は異常です。少なくとも私は、人に会って、その素性を知って、信頼できそうな人との関

係を構築したいのです。それは前述の通り、オンラインではできません。延々と我慢するばかりでは心が壊

れます、というよりもう壊れました。私は2学期から休学します。もう大学の勉強が一切手につかなくなり

ました。それもこれも、誰にも会えない状況下で、頼れる人を見つけられなかったことが最大の要因です。

※「前期授業期間中、大学の友人に何人会いましたか？（キャンパス外を含む）」の設問は、授業でイベン

ト運営をするものがあったので11人以上となっていますが、その人たち以外は会っていないです。（会った

としても４、５日程度です）

大学に行きたくない人間は少数派かもしれないが、私のようにオンラインの方が負担が少ないという生徒も

間違いなく存在する。対面とオンライン、それぞれが好きな受講方法を選択できる仕組みが構築されていく

とどちらの立場の人間も幸せなのではないだろうか。

大学の授業を対面で再開するのは難しいのはわかるがただ丸投げというか見捨てられてるようで極めて遺憾

だ。国として授業料の減額を大学に命令するか学生に補助金を継続的に配ってほしい。私は趣味も我慢して

バイトも全然できていない。人生の夏休みとも言われている勉強だけしてろというのも酷であるはずだ。



私たち大学生が学校内で授業を受けられないのは理不尽すぎると感じます。

コロナ感染者が出た場合に大学の名を不名誉な形で取り上げられるからというのを恐れているならばそれは

もはや日本の報道の仕方と人々の考え方を見直すべきです。

様々な場所から通学など、高校生や中学生にもいますし、社会で働く人も様々な場所から通勤しています。

学校が終わった後も高校生などが遊びに行っている風景や大人が飲みに行っている風景は普通に見ていま

す。

中、高の学生は部活をしているのに大学生はサークル活動もろくにできていません。ここまでくると「大学

生は特別こうであるから」といった問題ではないと思います。

オンライン授業があってる人間もいます。対面授業がいい人ばかりだとは思わないでください。

会社や小中高校は普通に授業が始まっているのになぜ大学だけオンラインなのかという意見がありそれが理

不尽だと思うのはわかるが逆に考えれば大学だけは完全にリモートで授業を受けられ感染リスクを下げられ

るとも言えると思う。

大学生はなぜ、小中高のように学校に通えないのか、再開してくれないのか。オンラインで良いと学生側も

思っていない。大学側は親身になってくれない事のが多い。対面で授業するメリットがないというのなら、

明言してほしい。卒業しないとどうにもならないから、辛い日々をなんとか過ごしているが、なぜ旅行や経

済をまわす為に外に出て何かすることは推奨されていて、大学生はずっとオンライン授業で済まされなけれ

ばならないのか。

「みんなそうだよ」と言われるかもしれないが、つらい

なんのために生きているのか？

なぜ美大にきたのか？

だんだんわからなくなってきた…………

連絡遅い

コロナウイルスに対する対策のために大学がオンライン授業を選択することを支持します。世界的な感染症

である以上、他人との不必要な接触を避けるために必要であると感じるからです。授業中は会話を発言を少

なくしたり、部屋の人口密度を下げることで大学としての対策はとれると思いますが、通学の間にはどうで

しょうか。大学まで遠くから新幹線で2,3時間かけてくる友人もいます。ただ大学に行って友人と会って学

びたいというのは通常なら構いませんが、今の状況にあってそうしたいというのはいかがなものかと思いま

す。

そしてアンケートに答えていて友人と会ったか、という設問がありましたが、その設問があること自体おか

しいと思いました。普通このようなアンケートでは授業の満足度などを聞かれると思います。大学には友人

と会うために行くわけでも、新しく友人を作るために行くわけでもありません。大学へ通うのは学びのため

です。それなのに、この少ない設問の中に友人にあったかと聞くこのアンケートは一体何を知りたいのかと

思いました。この春学期の期間、実際友人と直接会わなくともオンラインで話をしたりしていました。

現段階でオンラインの授業のみなのに授業料が例年通りというのは不満を感じますが、授業体制については

不満はありません。私が通う大学では授業によっては秋からはオンラインと対面を半々にする予定らしいで

す。コロナウイルスは命に関わる問題です。感染した場合、自分が平気でも周りに迷惑をかけるかも知れま

せん。そして大学生だけが不便を強いられている訳ではありません。中学生や高校生は修学旅行や文化祭が

なくなっているところもあり、皆が多かれ少なかれ我慢をしています。そこを踏まえた上で大学生の代表す

る活動をしてほしいと一大学生として思います。

長々と失礼しました。

大学生活を過ごすための友人を作るという意味では1年生には対面授業という機会は必要だと思います。し

かし、実験など対面でしか行えないもの以外はオンラインにて講義をする方がメリットが大きいこともある

と思います。対面授業を再開するのはいいと思いますが、必要に応じて学内施設を解放していくことが望ま

しいと私は考えます。

なぜ対面授業を行わないのかを考えるべきでしょう。オンラインでも対応可能な学校及び会社が対面を行っ

ていないだけで、異端なのは対面を行っている小中高を主とする組織らです。大多数が対面であるから対面

が当然であると思っていませんか？リスクを取らないオンラインが好ましいのは言うまでもないでしょう。

おそらく対面に賛成しているのは頭の良くない、大学受験で勉強が出来なかった方々だと思いますが自分と

同じ意見のみ首肯する方ばかりのように感じられます。社会のためにオンライン授業を淡々と受けワクチン

開発やコロナウイルスの危険性の程度がしっかりと確認されてから対面で授業を行うのが良いでしょう。



全ての大学生が大学に行けてないわけではありません。私の大学は緊急事態宣言が解除されてから実験だけ

は対面でやりました。後期も午後に対面で実習、午前は対面授業でコマが足りない半分ほどの科目がスライ

ドに声を吹き込んだオンデマンド授業です。2クラス同時で行っていた実習を1クラス単位にするために予定

がキツキツになり、かつ土日にオンデマンド授業を見なければいけない状態で対面授業がいいなんてこと全

然言えません。時間も何もかもが足りません。ちなみに薬学部です。

大学生一人一人、バックグラウンドも違えば状況も違うでしょう。一括りにされると不快です。

例年通りの対面授業スケジュールなら土日は休みで何も問題ありませんでしたが、感染対策をした上での対

面授業は時間が足りないということも考えるべきです。
そろそろ登校して授業受けたいです。大学のために引っ越しし一人暮らししているので、本当に人と会うこ

とがありません。私はかろうじてバイトを見つけることができ、先輩に恵まれましたが、授業などの相談を

できる同級生はまだいません。

私は教職大学の2年生です。3年生以降は教育実習や教員採用試験で忙しくなってしまうので、思いきり大学

生活を送ることができるのは、今年が一番のチャンスでした。教員になってからは余計自由な時間がなく

なってしまうので、今の状況は非常に悲しいです。もちろんコロナウイルスに対する予防も大事なのはわ

かっていますが、大学をはじめ、自治体や国が何らかの対応を見せるべきだと思っています。早くこの状況

から抜け出せれることを願っています。
前期のオンライン授業は仕方なかったと思います。しかし、もう野球もディズニーも再開しています。私の

大学は後期からは対面とオンラインを併用すると言ってますが、対面になった授業本当にごくわずか。言語

科目は少人数制で1クラス20人しかいないのにオンラインでした。20人なんて高校の方がよっぽど多いで

す。他にも受けたかった授業がコロナの影響で不開講になったり、施設を全く利用してないのに平然と請求

されました。

せめて授業の半分は対面でして欲しいです。

受験勉強死ぬほど頑張って憧れてた入った大学なのに本当に残念です。もう怒りを通り越して悲しくて涙が

出ます。

施設費は減らして欲しい

別に全大学生が心の底から対面授業を求めているわけではないのでそんな一気に対面にしなくても大丈夫で

す

大学の生徒が新型コロナウィルスに感染した際大学名を挙げてあたかも大学が悪いかのようなニュースによ

る印象操作をやめて頂きたい。

大学生は大学に行きたがっていると思われがちだが、結果的にこの状況に救われている大学生がいることも

知って欲しい

自分はもう大学を退学してしまったが、これから先、自分と同じように思い描いていた生活を諦める人がこ

れ以上増えないように大学生も普通の生活に戻れるようにして欲しい。

オンライン授業で楽になった部分もあります。授業料や施設費は少なくして欲しいとは思いますが、みんな

がみんな大学に行きたくて仕方ない訳では無いことも知っておいて欲しいです。

私は小中学校時代にいじめを受け、あんな小さい世界抜け出してやろうという気持ちで必死に勉強し、東京

の有名私立大学に進学した。私を普通の人間として扱ってくれる人とたくさん触れ合い、友人も多くでき、

初めて人生が楽しいと思えるようになった。しかしこのような状況になってしまい、都心の高額な家賃を払

い続けることもできず、実家で過ごすしかない状況だ。誰とも接することなく過ごした真っ暗な不登校時代

を思い出し毎日辛い。とはいえ私の場合不登校経験者で、長期間一人で過ごすことに慣れていたからまだ助

かっているのかもしれない。しかし、毎週のように通学し友人と過ごしてきた多くの学生はこの上ない孤独

感に駆られているはずだ。これから日本を担っていく学生の現状をどうか軽視しないでいただきたい。

特に大学1年の私たちは、履修登録や課題作成などを何もわからない状態で1人で行わなければならず大変心

細かった。未だに友達いないことへの不安や、対面授業が始まってから大学に馴染めるかの心配がとても大

きい。

授業料減額や施設費返還を大学に求めても答えてくれません。満員電車に乗ってわざわざ大学に行かなくて

いいのに何が不満なの？と感じる人はオンライン授業がどれだけ質の低い授業が多いかを知らないからだと

思います。私は普段インドア派の人間ですが、半年間同世代の人と会って話す機会もないとさすがに精神的

に辛くなります。一部対面授業により、ようやく大学へ行けるという報道もありますが何千とある授業のほ

んのひと握りです。私は今年度の授業は全てオンラインで行うことが決定しました。そろそろ耐えきれませ

ん。



文系の大学3年生です。小中高とは違い、桁違いの人数が出入りする大学という場で対面で学ぶことは確か

に実現が難しいと思います。しかし大学で学生が得られるものは、ただ単に講義から得られる知識だけでは

ないのです。私たちは今、友人や先生方との関わりから得られる経験を大学生は奪われています。数百人が

集まる講義は対面に移行できないとしても、少人数の言語の講義は社会的距離の確保やマスク着用を徹底す

ることにより実現できるのではないでしょうか。オンライン授業を行うにあたり、大学職員の方々が私たち

には想像もできない苦労をしておられることは私たち学生にも伝わっています。そしてそれに対して心から

感謝をしています。ですが、限られた残りの学生生活を今のまま過ごしたくはないのです。どうにかして、

以前の大学のあり方に近づけることはできないでしょうか。
SNSやメディア等をみていると、大学生みんなが対面授業を希望しているように見えますが、実際は「オン

ラインめっちゃいいじゃん！」と気に入ってる者もいます。私が4回生で比較的授業や課題が楽だったし、

自粛期間はひたすら院試に向けて勉強していたからかもしれませんが…。キャンパスに行っても行かなくて

も、ちゃんと勉強する人はするし、しない人はしないです。むしろ私としては、教室の後ろの方で喋ってい

たり、寝ている人を見ないでよくて気持ち的には最高でした。その分友達とは会えなかったけど、自分たち

で自主的にzoomで集まって勉強会したり、先生に直接コンタクトを取って指導してもらったりしてまし

た。オンラインで授業も課題も普通にできると知ってしまった今、逆にキャンパスに行く理由があまり見つ

かりません笑　つっかかりといえば学費が減額にならないことですね。図書館も予約制で30分しか滞在でき

ないこととか。

これからの授業はすべて対面にする必要ないと思います。キャンパスへ行くか行かないかは自由に決められ

るようになればいいなと思います。そうしたらきっとオンラインを選ぶ人が結局ゴロゴロ出てくると思いま

す笑　後期も与えられた環境で自分なりに工夫して頑張りたいと思います。打倒卒論！！
1年生は友達が作れず、2年生・3年生は課題に苦しみ、4年生は最後の一年を不意にし、全員物足りなさを

覚えている。休学の無償化など、もっと選択肢を増やして欲しい。

「大学生」と一言で言っても、自分のようにある程度は在宅の方がいい人、キャンパスで授業を受けたい人

と様々な考えを持っている人がいるので全ての大学生が対面授業を求めているというような話し方をするの

はやめてもらいたい。また、対面授業を再開したとしてもコロナに不安を持つ人も少なくはないと思うの

で、必要に応じてオンラインでもその授業を受講できるようなシステム作りを進めて欲しい。

実験や実技などは対面で行った方がいいと思うが、座学はオンラインで受講した方が良い。

「学校に行きたい」人も沢山いるだろうが行かなくていい、行くのはまだ怖いと思ってる人も多数いるの

で、「学校に行きたい」という声を大学生の総意であるかのように言うのはやめてほしい。

ただ学校に行かない分施設管理費はゼロとは言わないまでも大幅に減額にすべき。

オンライン授業ならせめて学費を免除して欲しい。親にも負担をかけたくない。

ずっと友人に会えず、自宅に引きこもってばかりの日々は予想以上に辛いことを知ってほしい。

大学に行きたいというハッシュタグを見るがその内容は、ただ人に会いたいという理由であるから。しかも

大学は、小中高とは異なり、生徒の行動範囲が不特定であるので、大学側も登校させたくてもさせられない

のだと思います。このままオンラインを続けるなら、少しでも良いので、学費を下げてほしいです。

オンライン授業でいいです。実習など対面授業が必要なときのみ対面授業を実施して欲しいです。

本当に、何で社会は日常に戻りつつあるのに大学だけが全面的に閉じられているのでしょうか。大人数の一

方的な講義だとオンラインでもやることは変わらないから質低下にはならないとおっしゃる教授がいました

が、オンデマンドだと「分けて聞けばいいから」と言って授業時間を平気で毎回30分以上オーバーするよう

な、話をまとめられない教授も出てきました。明らかに質が低下しているように思われます。また対面より

緊張感がなく集中力が落ちますしずっと1人で画面に向かうのにも疲れました。

私は春休みからずっと実家に戻っていますがアパートの家賃は払い続けています。買った家具も使わず放置

で勿体ないです。学費は施設も利用できていないのに満額払っています。

感染が怖い人はオンラインでも受講を可能にするなど、大学側は安易にオンライン継続をとらないでより良

い対応策を講じてほしいです。

何で大学生だけ学生生活を奪われないといけないのでしょうか。「後期も対面講義を再開することは難し

い」と大学側は一言で終わらせましたが、せめてもっと具体的な理由も示してほしいです。

自分にできることを精一杯頑張ります。

大学に行きたい学生のみではないことを知ってほしいです！！

オンラインの科目と対面の科目が混在していて、オンライン授業を学校で受けるという矛盾が生じているの

で、どちらかにして欲しい。また、人によってコロナへの警戒レベルは異なっており、学校に通って学びた

い学生もいれば、小さい子どもや高齢者と暮らしていてできるだけ外出を避けたい学生もいるため、オンラ

インか対面か、選択できれば理想的だと思う。



テストが対面でできるなら、授業も対面でできるでしょう！

「大学に行きたい」人が全てではありません。そして大学に行きたくない生徒が怠慢なわけではないです。

動画だけの授業や資料だけの授業で足らないのならば、地域の図書館で知識を補えばいいし資料を取り寄せ

てもらえば良いです。実験や実習はまた勝手が違いますが、大学が使えないと勉強ができないわけではあり

ません。SNSが発達している世界で、趣味にアカウントで友人が作れるように同じ学部学科の友人もネット

上で作れると思います。大学が対面授業を始めないから辛いんだ！と声高に糾弾していますが、自分から能

動的に学習できない学生の典型ではないかと思います。「できない人もいる！」と言いますが、それができ

ないなら大学で対面授業をしても、話を受け入れることしかできない、能動的に考えられない、図書館に

行った気になることしかできない、友人はできない、となるのではないかと思います。対面授業はさして重

要ではないと思います。「大学へ行きたい」は大学生の総意ではないと社会にわかってほしいです。

このアンケートのこの自由記述欄はどのように公開なさるおつもりですか？集まったアンケートは膨大だと

思いますが、漏らさず全てを公開してくださると嬉しいです。アンケートに解答するのは大学生ですから、

大学生ならば選択肢でなく文章で意思を伝えられるべきですし、他の意見を見聞きすることは成長になりま

す。行きたい派、行きたくない派がそれぞれの考えを理解し向上するためにも公開してくださると幸いで

す。

対面授業受けたことない1年生には可哀想だけど、対面授業って想像以上に楽しくないよ。皆寝てるならま

だしも騒いでる人もいて(有名国立大学ですら)、授業の邪魔になって仕方ない。遅れてきた人は席もなく

たって受けることになるし、授業を寝てしまったらそれで終わり。

課外活動を再開するなら授業以外で何らかの形で交流できる機会をつくってほしい

特に1年生との関わりがない

大学は学歴社会において大きな影響力を持つ。つまり、大学の悪評は後の人生に大きな影響を与える。対面

授業がなく友達が作れないという1年生は可哀想かもしれないが、もうすぐ就活を始めなければならない身

としては、クラスターが発生した大学という悪評を付けられるより現状を維持し、終息までクラスターが発

生しないことを望んでいる。

大学生全員が大学に通いたいと強く希望していると思うな

偉そうに代弁者を騙って騒ぐ癖に大学の本文である学問や学びに自らの努力を注がない人間が一番鬱陶し

い、大講義室で後ろの方で騒ぐ奴らだろお前ら

オンライン授業を続けて欲しい

大学生全員が対面授業を希望している訳では無い。

コロナ自粛の中対面授業が始まっているからこそ見えることもあった。

後期もオンラインでの授業が決まり、遠方から一人暮らしで家を借りていたのですが、住まないのに家賃を

払うことが無駄なため解約をしました。大学での友達とはSNS上でしか関われていません。委員会、サーク

ル活動がストップし、就活になにも活かせない状況です。この先の経済状況も悪くなる予感しかせず、未来

に希望を持てません。今やっていることが将来に活かせるという保証が無い、このオンライン授業の現状を

多くの人に知って欲しいです。

この状況下でも理不尽に登校を強いる大学（研究室）は自分の周りにたくさんあります。毎日満員電車に乗

り不安な思いをしながら登校し、どうしても研究室の机で作業をしなくてはいけない理由が自分には見つけ

られません。対面授業復活を希望する声を総意として発信するのではなく、このような意見もあることをき

ちんと伝えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

前期の学費を施設が使えなかった分だけでも返して欲しい。施設を十分に使えなかったのに通常通りお金を

払うのはいかがなものか。

来たい人は対面、いきたくない人はオンライン授業を選択できればいいと思う。

対面授業を望む一部の学生の声だけが大きく取り上げられることが多いが、オンライン授業のメリットにも

目を向けてほしい。確かに研究や実習には対面授業が必要だとは思うが、オンラインでも十分学べるし、実

際今年度前半の実験科目もオンラインで何不自由なく終えることができた。誰もが対面授業を望んでいると

思わないで欲しい。小中高生、社会人が外に出ているからといって大学生が学校に集まっていい理由にはな

らず、1人でも多くの外出自粛がコロナウイルス感染拡大防止に繋がると考える。実際自身が通う大学では

クラスターが発生しており、そのような人と同じ教室で授業を受けるようなことは非常に心配である 。対

面授業はコロナに対する十分な対策（ワクチンや特効薬の開発など）が整ってからでいいと思う 。



大学生が大学に行きたいという主張をしている場面を最近、よく見るようになった。大学生だけでなく、親

やその他の人も可哀想だと声を上げる。しかし、中にはオンライン授業に救われている人もいることを忘れ

ないで欲しい。

今、大学はコロナを理由にオンライン授業を実地している。自粛していない人も自粛していた人も、県外の

人も、ごっちゃになる大学だからこその対策だ。それを踏まえて発言して欲しい。クラスターが発生したと

きの責任を誰が取らなくてはならないのか、きちんと理解して発言して欲しい。

学校に行けてないのに施設費用を全額払わされてる意味がわからない。

大学に行きたい人もいるし、感染症的に行きたくない人もいます。人の価値観の問題でもあるので、統一は

難しいと思います。行くか行かないかを選択出来るようにして欲しいですし、行かない選択をしたからと

いってやる気がないなどとは思わないで欲しいです。また、使えていない分の学費は徴収すべきでないと思

います。

仕事、学校を元に戻したいなら、娯楽も全部元通りにできるようになってから言ってください。しんどいこ

とだけやらせようとしないでほしい。趣味がすべてのモチベーションだから、何のためにバイトして授業受

けてってしてるのかわからない。

(大学へ)設備費返してください。あと入学式の予算分もお願いします。給付金をもらえる条件にギリギリ満

たない家庭も辛いんですよ。

(社会へ)小中高では部活さえ始まっている中で、大学生だけが学校に通えない状況があと半年続きます。大

学生だけ時間が止まったままでいることをどうか忘れないでいただきたいです。そして通えないのにもかか

わらず高額な学費は変わらないこと、学生はまだ入れないキャンパスが模試や英検の会場として使われてい

ること、こういった事実があることも知っていただければ幸いです。

学費返して！？w

授業の質は確実に下がっています。さらに課題などで学生への負担がコロナ前よりも増えています。このま

ま後期もオンライン授業にするならせめて学費を減額してください。特に施設等利用料を抜いて欲しいで

す。4月から施設を1回も使っていないので、普通に考えたら払う必要はないのですが。

なぜ大学生はまだ自粛ムードに残されているのか。

どうしても入りたくて1年浪人して入った神戸大学。

浪人してる時は、周りの友達が素敵なキャンパスライフ送ってるのを横目に来年は自分も、と思ってひたす

ら勉強してきた。

神戸大学をどうしても譲れなかった理由のひとつは、国立なのにも関わらず本当に綺麗なキャンパス。

そこに行けずに家でパソコンに向き合って勉強する生活にはもううんざり。

後期は少しでも多くキャンパスに行きたい。

慣れないオンライン授業を受けている中、家にいられるから暇人だと思うのはやめてほしいです。

社会の中で大学生だけ抑圧されるのは不当だと感じる。行動範囲が広いと言われるが通勤する会社員や通学

する中高生のなかには電車を利用する者も多いため、理由にはならないと考える。また、大教室もときに理

由の１つとして挙げられるが、重要の定員を減らしたりするなど解決策はいくらでもあるのではないか。

そして、このままオンライン授業を進めるつもりであるならば、せめて授業の質の維持は最低限してほし

い。教授のなかにはオンラインに詳しくなく、さらに学ぼうともしない者もおり、質の低下が著しい。大学

側の監視など対策を講じてほしい。



オンラインの問題点は次の3つ

1.課題量

テストがなくなった分全授業レポートに。

→授業90分＋レポート120分。期末期にはこれに加えて期末レポートが課される。よって休憩時間はまさに

文字通り食事、トイレ、睡眠のみで、無論だらだらスマホ等見ながら課題をやるから追いつかなくなるので

はない。

常に追われているハラハラ感が寝ている間も続いているので寝つきが悪すぎる。課題で疲れているのに眠れ

ないので最悪だった。自分は留学のために高成績が必要だったので頑張れたものの、正直疲弊した。

2.対人関係

キャンパスに足を踏み入れたことのないので誰も友達がいない。頻繁にzoom等するが、やはり知り合い以

上友達以下という感じで、オンラインで交友関係を広げるのは厳しいと分かった。誰もいない部屋で1人パ

ソコンに何時間も向き合い続ける引き籠りの生活である。

3.体力の低下

一日中椅子に座りっぱなしなので体力が落ちた。夏休み久しぶりに散歩に出たが、久しぶりの炎天下とオン

ライン授業による体力低下で倒れた。30分の徒歩で筋肉痛になったので相当まずい。夏休み中に体力を戻し

たが、後期授業でまた不健康な生活になるのが嫌だ。

以上を踏まえ、後期は対面:オンライン＝0-1:9-10だが、対面授業の割合も少なくとも4割-5割に拡大すべき

だと考える。感染不拡大に努めるため、全て対面にするのは反対だが、前期の全てオンラインを踏襲すべき

でない。Go toもok、会社も再開、高校生以下再開してる中で、大学の対応は慎重すぎて逆に悪影響だ。会

社や学校のように、オンラインと対面のバランスを取っていくべきと考える。

やりたいことが適切な環境で学べない状況は辛い。30代になってやっと入った念願の大学なのに、これでは

…希望をなくしそうな中、必死で課題に取り組んでいます。大学の教員の方々も普段とは違う授業の準備で

大変なのは重々承知です。でも、もう少し何か考えていただけないでしょうか。。よろしくお願いいたしま

す。。
オンラインで良いものは良いものを、そのまま利用して欲しいし、対面でないと実践できない授業（医学部

や、実技系など）も多くあるので、それは分けて対面とオンラインの良い部分を授業体制に活かして欲しい

と思っています。とにかく、学費が無駄になってしまう、お金に見合った分の見返りは何かしら必要です。

（恐らく一番の不満要素は学費、機会損失）例えば私の大学は図書館が利用出来ませんが、意味が分かりま

せん。不服、不満に思う生徒が1人でもいるのなら、説明をきちんとしてほしいしそれなりの対応をするの

が、今の大学の役割だと思いますので。
中高とは違って大学は遠くから来ている人もいるから後期も対面授業は無理なのではないかと思うせめて来

年

学費をどうにかしてください。

数科目対面にしたぐらいで、対面と併用というのはやめて欲しい

対面授業を望まない人もいるということを知って欲しいと思う。

私は2時間半ほどかけて通学していました。それでも大学に通い続けられたのは、講義で知識を得られるだ

けでなく、友人と会話したり、就職などの情報交換ができたりなど、楽しい有意義な大学生活があったから

です。私の通う大学も後期は一部対面授業になりましたが、ほぼ全ての授業でオンデマンド配信と決定され

ました。もちろんオンラインだからこそ通学にかけていた時間をアルバイトや学業に力を入れることはでき

ました。しかし、通学時間があってでも大学に行かなければ、身に付けられない貴重な経験もあります。

“大学生は”そんな一言で片付けず、大学生の思いも知って欲しいと思います。

家族以外の人に会いたい

医系なので僅かに臨地実習も行い、そのためにバイト禁止(患者にうつす要因を避ける)ですが、オンライン

授業のためにモニターを買って金銭的に苦しいので学費を下げて欲しいです

授業自体はオンラインでも済むものはそれでいいが、図書館などの施設が使えないのが非常に不便。

一部対面だが、その対面授業もオンライン配信するので、登校を強制しないといったのに、対面授業をオン

ラインで受ける学生に追加課題を出すのは不公平だと思います。そして課題の量が確実に多すぎる。寝る時

間もなく寝不足で復習もままならないです。辛いです。もうサークルにも入る気おきません。

大学に行けなくてかわいそうと言われることに不満がある。勉強するために大学に入ったため、オンライン

授業になってからより多くの本を読んだり自身で学びたいことに時間をあてたりもできるようになった。大

学の方で電子書籍を読めるように契約してくださり、非常に良かった。オンラインで勉強できなくなったと

いう人は、そもそも勉強する気がないのでは。



少しでも大学生の現状を知ってほしい。

あとコロナが滅んで欲しい。

お金を払っているのでちゃんと「授業」をして下さい。くだらない自慢や世間話を聞くために履修したので

はありません。課題を出すのであればそれに関わる指導をしてください。(という趣旨の意見メールを大学

側に送りました)

いい加減に、１年生がどれだけ辛いか大学はもっと考えて欲しい。友達もできず相談する人が家族しかいな

い。行かないとできないことが沢山あります。対面授業にして下さい。

大学生が集まると飲酒をするという意見を耳にしたが、それであるなら18、19歳の大学生は通学を許され

るべき。またバブル世代の大学生と今の大学生の経済状況や、学びに対する姿勢を同一に考えることはナン

センスである。

さらに、地方の旅行は不要不急でなく、大学通学は不要不急であるような対策は、矛盾を感じる。

現段階の感染+重症化リスクを鑑みても、このようなムラのある対策は有効ではない。未来を担う若者の現

在を奪わないでほしい。

大学は勉強をするところであるのはもちろん、交友関係を広げたり友達とたくさんの時間を一緒に過ごして

いろんな経験をしたりする場所でもあると思います。大学の対応ひとつで一喜一憂するのにもう疲れまし

た。人数が多いマンモス大学が対面授業を積極的に取り入れているのに、どうしてそれより規模の小さい大

学がほぼ全てオンライン授業なのか意味がわかりません。あんなに行きたかった大学なのに、もう正直嫌い

です。学生の意見をこんなに聞いてくれない大学だとは思いませんでした。本当に心の底からこの大学に

入ったことを後悔するまえに、大学生の実際の声をよく聞いて、もっともっと考えてほしいです。

定期代だけでも全額返して欲しい

行きたいばかりが、大学生の総意ではないです。たしかに大学に通うことで、友人、クラスメイトとの交流

から学ぶこと、知ることなど得られることがあることも事実であり、今後社会に出て行く私たちには大切な

コミュニティだと思いますし、私自身も友人と会えないことは辛いです。しかし、SNSを見るとコロナ前と

同じように遊んで、飲んでをしている大学生がとても多いです。そんな大学生が通常通りの対面授業になれ

ば、その数も、場所も多く広がることは大いに考えられます。自身や家族を守るためにもオンライン授業を

収束するまでは実行してほしいです。大学生としての楽しみが削られていることは確かで悲しいですが、コ

ロナと戦っているみなさんの負担を大きくするリスクを少しでも減らしていると思って今が我慢時です。そ

して少しでも早くコロナが収束し、今まで通りの大学生活が早く戻ってくることを願ってます。

テレビやネットでは大学に行けない大学生の辛さが大きく取り沙汰されているが、特に不満がない大学生が

いることも知ってほしい

大学に行きたいは、大学生の総意ではない

企画に対してのコメントです。

世の中の大学生全員が対面授業を受けたがっているとは思わないでください。「全ての回答を公表する」と

いう言葉を信じています。
とある先生が「対面授業をしたい気持ちは山々ですが、もし仮にこの教室から感染者が出てしまえば、大学

は社会から誹謗中傷を受けてしまいます。ですので、感染状況や生徒の体調に逐一観察し、教室内でクラス

ターが起きる可能性が高いと判断された場合にはオンライン授業に切り替えます。」とお話していました。

もちろんこの授業では大学側の指針でソーシャルディスタンスをとり、感染者が出た場合に濃厚接触者を明

確に区別出来るよう座席指定も行っております。しかしながら、それでもやはり大学に行くことによって自

身が感染してしまうのではないかという不安を常に抱えています。そんなのどこにいたってかかる時はかか

ると思われる方も多いと考えられますが、InstagramやTwitter等のSNSで、知人が旅行や外出をしたという

投稿を見ると「この人は一体何人と交流したんだろう、感染対策は行っていたのだろうか」と杞憂します。

感染した人に「大丈夫？」と声をかけられる自信はあれど、自身が感染してしまった時に「大丈夫？」と声

をかけてもらえる保証は無いのです。ですので私は、オンライン授業でも対面授業でも、受け取る授業の質

こそ変われど満足度は変わりません。
課題が多いとの声が上がっているが、各教科毎週1-3個課題がでるくらいの量は普通だと考える。私の大学

ではそのくらいの量はコロナ前でもあった。大学は自由に学べる所、強制的な課題は必要ないという考えな

のか。その場合でも、ある程度の課題は必要だと思う。課題が多いと言う方々は自由な時間が多く課題がな

い状態で勉強するのか疑問だ。

大学に入れてないので施設費等の授業料を返してほしい

全講義オンライン授業で良いが、施設費等の利用不可であった分の学費は前期も含め返金減額の措置をとっ

ていただきたい。



オンライン賛成派なので、無闇に対面を強行するのは感染拡大の面や社会に出たときのオンラインへの対応

性を考えても感心できない。ただ、自分は大学の電気も水道も使っていないので設備代くらいは減額してほ

しい。

対面だけが正義とは限りません。

授業の質が落ちていないからオンライン、授業料も変わらずというのは本当なのでしょうか？先生によりま

すが、オンライン授業では、質の低下が著しいです。あのレベルの学びで単位が出るのならば今までの対面

授業は何のためにあったのでしょうか。

大学行く必要ない

大学の隣にある付属校は通常授業を行っているのにも関わらず、大学は対面授業どころか校舎にも立ち入り

が不可能になっているのは納得できない。成績証明書など就活で必要な書類の申請の受付はメールでは一切

受け付けず、電話もしくは郵送で申請となっているがその電話に大学側が出ないこともある。そして、学生

側がその書類の郵送料(往復)を負担することもあまり納得できない。
コロナだからと騒いでいたらいつまで経っても大学に行けない。コロナ以外にも死ぬ可能性は常にある。事

故で死ぬ確率の方が多いというデータもあるそうだ。コロナを恐れてオンライン授業を続けていて大学に

入った意味はあるのだろうか？私たちの未来を壊さないでほしいし、一生懸命勉強してきてせっかく学べる

と思って大学に入ったのに今の生活は充実感がない。

メディアや誰かの言いなりになって何も知らずに生きている人たちは逆に怖くないのかと聞きたい。

ムーンショット計画を政府が進めていること。新しい生活だと言って人間をアバター化させる計画のための

コロナだということを知るべき。

もっと自分から情報を求めて行動するべき。

｢新しい生活様式｣などと言われるが、私達は大学に入学したにもかかわらず、通信教育を受けているような

状態であり、｢大学での学び｣というものが得られていないと感じる。

私自身、1年生の時に多学部が受けることの出来るゼミの中などで話し合いやグループワークをしたところ

から交友関係が広がった経験があるため、今の1年生はまだそのような経験も出来ていないのではないかと

思うと、とても可哀想に思う。

そのような｢大学での学び｣が無いのであれば、高い学費を払って（私自身は親に負担してもらっているが）

まで大学にいる意味が無いに等しい。

また、メディアの必要以上の煽りが、大学の対面授業を再開させにくくしているように感じる。クラスター

が発生した大学名の公表などは果たして必要なのだろうかと疑問に思う。

私は看護学部であるため、実技などは前期から人数を減らしたり検温や体調チェックを行うなどの対策をし

ながら対面で行っていたが、先生も感染対策に必死だった。

やはりこのようなメディアの報道が、大学を萎縮させて必要以上に感染やクラスターの発生を恐れるように

なり、いつまで経っても対面授業は再開しない（できない）のでは無いかと私は考える。

小中学校や高校に比べて、大学は規模が大きく不特定多数と接する可能性があるため、状況が厳しいことは

わかる。

また、大学生は行動範囲も広く、感染を広める存在になってしまう可能性が高いこともある。しかし、大学

生だからこそ、それぞれ個人が責任ある行動をとり、感染を広めないような意識を持つこともできるだろ

う。

飲食店の深夜営業が再開したり、イベントの規制が緩和される中、大学生だけがいつまでも制限されるのに

は疑問を抱く。
#大学生の日常も大切だを言ってる人大抵一年生で笑う。行ったことないのは可哀想だけど正直行ったら京

産大とか福島の女子大みたいなバッシングは免れないと思う。また普通に東京都以外ではコロナに対する偏

見(子供が東京から帰ってきただけで家族二週間隔離とか普通)がやっぱりすごいから安易に再開論を唱える

一年生は考えて欲しいです。

オンライン講義はいいぞ！学費は下げてくれな！

やけに大学で対面を希望する声ばかり大きく捉えられるけれど、そこまで希望もしていない人間もいると

知って欲しい



オンライン授業のおかげで遠くにいてもう一緒に過ごせないだろうと思っていた家族と一緒に過ごせたり、

学校に行かなくていいおかげで人の目を気にせずに思いのまま勉強ができて嬉しい。これまでは学校での自

分のキャラクターや見られ方を気にして思いっきり勉強ができなかったこともあった。だから座学に関して

は他人と学ばなくてはならないストレスから解放されるオンライン授業が良い。しかしながら新一年生につ

いては1人の家は孤独感でとても耐えられないだろう。その気持ちは私にも分かるので大学内の友人が少な

かったり恋人のいなかったりする一年生は学校に行く機会を作っても良いのではないかと思う。一方で、オ

ンラインは授業の質が低下すると思う人もいるだろうが、私はそうは思わない。というのは、もともとその

教授はそれぐらいの授業しかできないので、対面授業になったところで特に質に変わりはないからだ。新一

年生は学校という環境に夢を見て、期待するのもいいが、確かに友達はできるものの、十分に学ぶことので

きる環境ではないことは往々にしてあるというのも知っておいて欲しい。さらに、感染リスクに晒されたま

ま、自分がいつクラスター源になるかわからない状況のなかで学校に行きたいと思えるのはすごいと思う。

なぜなら、私がもしコロナウイルスに感染してしまい、それを他人に移しようものなら違う意味で学校に行

けなくなると思うからである。
「大学生が全員対面授業を望んでいる」みたいな風潮を作らないでください。私はこのままオンラインで良

い。学費に文句があるなら私大に行かなかったらよかったのでは？

対面授業ができない理由をはっきりと示してほしい。大学以外はやっているので

このままオンライン授業を続けてください。

後期以降もこのままオンラインであるべき。オンラインにおける教育の質は、教員が工夫して確保すべき。

「大学は勉強するところだ」といって大学に行きたがる学生を批判する人が多いし、確かにそれはそうだけ

ど、それは「人間関係を築けない・築く必要が無い」と同値ではないと思う。

会社だって「仕事をするところ」だけど社員同士のコミュニティは存在するし。

オンライン授業があること自体は悪くないと思っているけど、実験や実技をやる機会や、友達を作る機会は

ある程度欲しい。

声の大きい人以外の意見も含めて知っていただきたいです。

困っている大学生に対しネット上で叩いたりしている社会人たちをギャフンと言わせてやってください

オンライン授業に反対している学生ばかりではない

頑張って受験を乗り切ったのに、とても華やかな大学生活を想像していたのに全く楽しくない。なぜ。

個人の意見ではあるが、今大学だけが授業を再会できない流れは、マスコミが行う、感染者が出た大学「だ

け」名前を開示する、若者が感染すること「だけ」糾弾するといった行為と、それに対する社会の過剰反応

に全て原因があると考えている。そのようなマスコミの行為を変えることは困難であるし、そのような社会

の価値観のもとでは大学が(対面授業をしたくても)オンライン授業を行う、という選択は合理的な判断と言

えてしまう。それゆえ、より良い状況にするためには私たちが個人単位でこのようなマスコミの印象操作に

注意し、たまに「マスゴミなる所以。。。」とまで思うことではないだろうか。
実験だけ対面であとはオンラインでいいです。案外私の大学はそういう人が多いと感じています。対面にす

るしないについて、本当はなにを求めているのかを建前でなく本音で議論する必要があると思います。ま

た、対面になっても例年通りの大学生活が不可能であることは明らかであるが、ある程度の同級生との関わ

りが築けるだけでも楽になる人はいると思います。難しい問題ではありますが、お互いにいい着地点が見つ

かるといいなと思っています。

オンライン授業希望です

大学生がターゲットになるのはもううんざりだ。「弱者をつくっていじめる」のが社会だと、そう言えるほ

どに最近の報道や対応には落胆せざるを得ない。

若者を大切にしないのに、未来に希望なんて持てないですよね。

新型コロナウィルスにより、これからテレワークが増えると思います。しかし学校でも会社でも勉強や仕事

だけが目的で来ている人は少ないです。あらゆる人と関わるためでもあるので、私はテレワークに反対で

す。

いくらオンライン授業が辛いと訴えても、もう何も変わらないんだなという諦めの思いです。

コロナどーにかしろ



確かに勉強は1人でするものだし、大学が遊ぶ場でないことも理解はできる。でも、理想のキャンパスライ

フを思い描くことの何が悪いのか。友達と過ごす貴重な大学生活を奪っていることを大人達は把握している

のか。小中高や社会人は活動を始めているのに大学はまだなのが意味がわからない。半年間家に閉じ込めら

れていたため鬱病になったし、実際そういう人は沢山いる。マスコミは陽性者数ばかり報道して煽ることし

か出来ないが、そろそろ変わっていくべきだと思うし、社会はこういう声を聞くべき、そして届く環境であ

るべきだと思う。
この様な活動を立ち上げておきながら、主催者の方々は、コロナ禍において「大学生はどうすれば感染拡大

させずに大学に通うことが出来るのか」について考える素振り、また考えさせる様な設問を用意していませ

ん。

対策も無しに現状を変えるのは不可能だと思いますし、具体策も無く駄々を捏ねるのが現代の大学生とは思

われたくありません。

みんながみんな大学に行きたい訳じゃない。大学は高校などと比べて人が多く集まるが、会社や働いている

大人よりも集まる必要性が低い。オンライン講義になるのは当然だし、このままで良い。

大学生のこともより考慮していただきたい。大人が通勤、小中高生が通学できているのに大学生が通学でき

ないのはおかしい。

オンライン授業を続けるのならせめて施設管理費は返してください。芸術を学ぶ人間にとって施設が使用で

きないのはかなり痛手です。なんのために入学したのでしょうか。

また、課題ばかりを増やすのをやめてください。課題が出されるのはあなたの授業だけではありません。分

量を考えてください。

ビデオだけで済ますときもあり、例年通りの実験費は払いたくないと感じた。理由があるなら内訳をはっき

りさせるべきである。私の大学は研究室や実習・演習などが対面に切り替わったが、家庭の事情などでそれ

らもオンライン授業で受講できる。このような事態に対して自分で対面か否か選択できる取り組みはとても

良い。大学に入ったのに満足に勉強できないという意見は真っ当であり同意できるが、だからといって全て

今まで通りというわけにもいかない。オンラインかどうか両極端にするのではなく、先生方の負担を軽減し

つつ私たちが選択した方法で勉強ができ、正当な評価がもらえる方法を議論するべき。

私が住んでいるところは、他の都道府県に比べると比較的、新型コロナウイルスにかかった人は少ないの

で、前期の途中から対面授業に移行しています。ですが、まだまだオンライン授業が続いている大学が多い

と、SNS等で目にします。それぞれの大学の方針もありますが、実技の授業は対策を行った上で対面で行う

など、少しずつ学生同士や先生が会う機会を増やしていくと、これからの不安も軽減されると思います。

また、特に1年生だと、初めてのことばかりだったり慣れなかったりすることばかりだと思います。そんな

中で、ツイッターで対面授業がしたい、友達に会いたい、などのツイートをする大学生達に、心無い返信を

する人がいます。ただでさえ不安だったり落ち着かなかったりしているのに、その気持ちを汲まずに、理屈

で言っているように見受けられます。彼らは、辛いことを少しでも知ってもらおうと、発言をしていると思

うので、軽率に意見をするのは、見下しているようで、失礼だと思っています。ですので、自分の発言を見

直した上で、返信を送るべきです。

大学生が全員対面授業を望んでいるわけではない。

オンライン授業が苦しいと言われているが、実際私の大学では前期に実験が出来なかった分に夏休みに週4

回大学に行って実験を行っていて、レポート等に追われ夏休みにも関わらずまともに睡眠時間も取れず、友

達との約束も断ってしまうことが沢山あって前期のオンライン授業よりも辛いと感じている。さらに、実験

中は私語を禁止され、授業終わりに食事に行くことも推奨されていないことから、オフラインの大学であっ

ても他の人と話したりすることが、現状より困難になっている。

確かに対面授業であることのメリットがあるかもしれないが、このような大学生がいるということを、積極

的に大学に行きたいと言っている人に伝えて欲しいです。

あまりに不平等。大学以外の全ては再開している。学ぶ機会を奪うな！！

社会の4年間と大学生の4年間は全く別物。

通いたい人間が全てじゃない。感染対策もろくにできないのに一部の過剰な声を受けて再開させないでくだ

さい。このアンケートもきちんとした結果が報告されますように。

私はSNSを活用することが苦手です。DMなど相手の感情や色々なことを気にしてしまうためSNSを通して

人と繋がることは困難です。春から直接会って友達を作りたかったです。既に周りはグループができてお

り、孤独が辛いです。上京してきたものの毎日が苦しいです。対面授業がしたかったです。

感染者を差別しないでください



オンライン授業によって十分に授業が出来ないからという理由で課題を提出させる教員がいたが、正直この

期間は課題だらけでキツかった。授業方式について毎回学生に受講しやすいかどうか尋ねたり、様々な方法

を試す教授もいる中で、「オンライン授業なので授業のクオリティが下がるのは当然。その分学生に負担を

かける」というスタンスで、初回から最後の授業まで何も変えない教員がいた。課題が出されるのは当たり

前だとしても、教員側の環境を何も変えようとしないのはやめて欲しい。また、オンライン授業のデメリッ

トについて言及すると、「勉強したくて入学したんでしょ、甘えるな」と言う大人がいるが、勉強したくな

いのではなく、勉強したいのに現在の情勢を理由に環境が悪すぎることについて声を上げていることをまる

で理解していないと思う。この情勢による様々な規制については仕方ないと思うし、その中で出来るだけ良

い環境で生活を送れるように試行錯誤することが重要だと感じた。

　社会は解放されつつある。しかし大学生は未だ緊急事態宣言下の生活にあり、日常どころか大学で学ぶ権

利をさえ理不尽に剥奪され続けている状況である。学期の始めに「原則オンライン授業」と決定がなされれ

ば感染者の増減に関わらず対面授業・オンライン授業の柔軟な切り替えはなく、かつ大学開放に向けての今

後の方針については一切の説明もない。

　私の大学では前期終了間際に学生に向けてアンケートが行われた。そこには前期行われたオンライン授業

の評価と共に「来年度もオンライン授業が行われる場合あなたは受講したいですか。」という趣旨の質問項

目があった。これは来年度以降もオンライン授業を行うつもりであることを示唆していると感じた。しかし

大学は入試を控える高校3年生に向けて、オンライン授業についての在学生の評価を公開することはない。

当たり前のように対面授業を求めて受験する高校生らには「対面・オンライン併用」という仮面を見せ続

け、在学生の本当の生活は明かさない。私の大学で後期に対面授業が行われるのは3・4年生のゼミと、その

他ごく僅かな授業のごく僅かな回のみなのである。
高校生以下、専門学生、社会人が今までとほぼ同じ生活をしている中、大学生だけ取り残されている状況は

おかしい。大学生は行動範囲が広く感染拡大の恐れがあると言うのであれば、大学生以外が今普通に生活出

来ているのは大学生が自粛させられているお陰だということになるため、大学生にもっと感謝の姿勢を示す

べきだと思う。

現在4年生のため、あまり参考になるアンケートにならなかったかもしれません。それでも、後輩たちのた

めに声を上げたいです。

私にとって、大学3年間の経験は無駄ではなかったと思います。それを今、学生から奪っていることを自覚

してください。

1年生は対面授業したいと思うけれど、2､3年生はオンラインのままでいいやという声が多いですよ

大学が始まらない理由を教えてほしい。

私大連クソすぎて

大学生の行動範囲の広さからして、コロナ感染拡大の危険性は多くあります。加えてクラスターなどの心配

なども兼ねて、今後もオンラインである方が良いと思います。

大学生でもないのに声を大きくして対面授業を行わせろと言っている人がいますが、それはただのエゴなの

でやめてください。それは大学に関わる人達で決めるものです。関係ない人のお気持ちを押し付けないでく

ださい。

今までの対面授業がいかに非効率的なのかを知って欲しい。

オンライン授業の良さを伝えたい

大学生なんて基本的に勉強をあまりしないんだし、いざこういうことになって「授業の質が下がった」なん

て言うのはおかしいと思う。学費も下げる理由がないと思う。

自分たちの名前だけ気にするのではなくもっと学生の気持ちを考えて顧客だと言うことを忘れないで欲し

い。

後期対面授業増えるかなと期待したが結局ほとんどオンライン履修登録もいまいちわかってないし、本当に

単位が取れているのかも不安。なぜ大学生だけ取り残されているのか。教授人は学校に行っているではない

か。
前期は全部オンラインでしたが、その中でゼミや外国語は対面で授業するほうが絶対良いと思いました。ま

た大学の先生も機械音痴だったり、手間が増えたりして大変だそうです。そのためなるべく対面授業を再開

させることが本当は大学も学生も望むところだと思います。

しかし、医療従事者の家族や、高齢者を自宅で介護している人間は、日々感染に怯えながら生活していま

す。自分が軽症でも、もし家族に移したら、さらにそこから家族の勤務先の病院で感染拡大でもしたらと思

うと、責任が重大なのです。その上で、しばらくはオンラインと対面が選べる形式が良いと思うのですが、

それはそれで教員の負担が大きいと思うので、難しい問題だと思います。

少なくとも、大学生の中には最前線で闘っている医療従事者の家族もいて、責任感の中で生活している人が

いることを知ってほしいです。






































































































































































































