
令和３年度卒業時アンケート集計結果【大学に対する意見、後輩へのアドバイスなど（自由記述）】 國學院大學

【設問６】本学に対する意見、後輩へのアドバイス（自由記述）

1.日本文学科

授業に毎回出席し、ノートを取る癖さえあれば落とす必修はなかったです。　・メールで大事な連絡来てなくて困る時があったのでもう少し助けてほしかったです。

3.4年生は就職活動や卒業論文で忙しくなる為、必修科目の多い1.2年生で単位をできるだけたくさん取って、落とさないようにしましょう。頑張って下さい。
4年間ありがとうございました。
コロナ禍における対応に不満があった。学費の用途も不透明で不信感があった。
コロナ禍の中で学部長からのメッセージを読んで「この大学で良かった」と感じました。4年間ありがとうございました。
とてもためになる4年間を過ごせました。大学生活を過ごすのが本学で良かったです。ありがとうございました。
とても良い大学でした。
意欲をもって取り組むかどうかで得られるものの質がかなり異なってくると思う。十分な設備・資料・講義は開かれていると感じた。
学生相談室は遠慮なく使おう。
楽しい学校生活を送るには、オンラインではなく学校へ行くことをお勧めします。
期待した以上の学びを提供してくれる大学でした。國學院大學の学生であったことを、國學院大學の卒業生であることを誇りに思います。4年間大変お世話になりました。
この場を借りて感謝申し上げます。
教職センターの皆さまのおかげで教員になれました。後輩の皆さまはぜひ活用してください。
好きなことはしっかり大切にし、人それぞれの生き方があることを知ってくれたら嬉しいです。（後輩に対して）辛いときは辛くていいんです。國學院では本当にたくさん
の事を学べたし、色々な見方を知れました。のびのびと過ごせてとても楽しかったです。本当にありがとうございました。
私は國學院大學が大好きでした。図書館・博物館・授業・立地・・・すべてを活用してめいいっぱい研究してください。
資格を1つでも取っておくと良い。
自分のキャリアは、最終的には自分で決めること
自分のやりたいと思ったことは、やりたいと思った時に始める！
授業はこの大学でしか培えないものが多かったと思います。キャリアサポートなどでもっと相談を受けたかったというのが心残りかもしれません。
重要な連絡はもっとわかりやすくメールやK-SMAPYに掲示してほしい。また、K-SMAPYのメンテナンス時間を短く、または日時を限定して欲しい。
新型コロナウイルスの流行があり、大学生活を謳歌することができたとは言い切れないが、関心のある日本文化や民俗学・神道を学ぶことができて良かった。國學院を選ん
でよかったと思う。
図書館には他大学と比べてたくさんの本があるので活用してください。
図書館をよく利用しましょう！様々な本に無条件で出会えます。
図書館を積極的に利用しましょう。
他を疑い己を信じる。知で勝れ！
対面授業での人との交流から得られる学びがある、という利点と、オンライン授業の授業資料の管理のしやすさ(ファイル整理)の利点をどちらも活かし続けてほしい。『オ
ンライン授業』と銘打って、ビデオ録画もなくファイルのやりとりだけで完結する授業、毎回の課題が楽すぎる授業、『対面授業』ではあるが毎回の課題はなく座っている
だけで単位が取れる授業は、手抜きだと感じる。資料集めや論理的な組み立てができる力がもっと必要であると強く感じる。
大学に通えるのであれば、いい大学だと思います。
沢山のことを学べてとても参考になりました。学びが楽しかったです。
単位は落としたらしっかり拾ってください。
特にない。
特にないです。
難しいかと思いますが、くずし字の授業を必修にしてほしいです。
必修は落とすな！
國學院大學で学ぶことができて本当に良かったと思っています。

2.中国文学科

クリスマスに門松が飾られているのは国学を重んじている学校なので理解できますが、今後グローバルな大学を目指していくのであれば学内にもう少し異文化や多様性を感
じられるような雰囲気があると◎なのではないでしょうか？４年間お世話になりました。ありがとうございました。
学ぶ意思があればいくらでも学べる環境です。自分の学びたいことをぜひたくさん学んでください。
学科の授業の難易度が非常に高くストレスに感じ、体調を崩した学生が何人もいます。カリキュラムや試験方法の見直しをお願いします。
原典にしっかりあたること。
根気強く勉強していけばすべて上手くいくと思います。
成績が発表される日時など、重要な日程の周知をもう少し早めて欲しい。
大学生活４年間はあっという間に終わります。４年間を経て宝物になった友人を大切に。どのように関わるかは人それぞれだが頑張りを分かち合った友人とは一生物になり
ます。楽しく悔いのないよう全力で楽しんでください。
諦めずに頑張ること。
必修は落とさないように。

3.外国語文化学科

学校へ　学生へのアメニティ・設備（電子レンジ）アクセスをもっと自由化すべき。（ユーティリティスペースに設置するなど）後輩へ　志を持ち続け、腐るな。以上。

楽しんでください。
教職の授業を抽選ではなくても履修できるようにして欲しかったです。
面白い講義が沢山あります。必要単位だけを取るのではなく、せっかくの学びの機会を存分に身に着けて欲しいと思います。

4.史学科

1回ごとの講義に必ず1つ疑問を持つクセを付けると上記の能力が付きやすいと思います。
4年間という時間は皆さんが思っている以上にあっという間です。大学で過ごす1日1日を大切にしながら学業に励んでください。
あまり本学へ行く機会が少なく残念でした。特に編入生は本校との関わりを大切にしたいと思っています。編入生にもっとコロナでも関りが持てる機会があればよかったで
す。ほぼ通信制と変わらず、にも関わらず設備費がかかっていたのには理解できませんでした。何のために編入したのか分かりませんでした。
コロナで大学生らしい期間は少なかったように感じた。
コロナ禍で私たち学生の学修の権利を守るよう、もっと早く学修の機会、方法を確保する努力を「して欲しかった。コロナの2年間損した気分がいまだぬぐえず、フォロー
もあまり感じず辛かった。お知らせが急に来ても動けない。不親切だなとずっと思っていた。たくさん学ぶことができたので色々あったが充実した大学生活は送れたと思
う。ありがとうございました。
もう少し数学的な授業やPCの活用についての講義を増やすべきだと感じる。
英語の重要性。特に就職の時に必要になりました。
課外活動に対する理解を配慮して欲しい。
学ぶことも楽しむことも大事です。学業も課外活動も楽しんでください。
学生生活課へ　安易に「はい、はい」と返事をせず一度よく考えること。
学問を落ち着いた環境下で究めたいと思う方には最適な大学です。
強くあれ。
経に全力だときついと思うので気軽に自分のペースで。
持つべきものは友人です。
自分から進んで行動すること。周りの人と自分を比較せず、自分が目指していることに対して必要な知識、技能、経験を得る努力をすること。
授業に関することなど重要なことは早めにお知らせして欲しい。事務の対応をもっとわかりやすくしてほしい。
新型肺炎の流行によって3.4年次は十分に学修が出来なかった気がする。
神社関係の助勤は面白く、貴重な経験でした。ぜひ経験してみてください。
図書館システムの電子化の推進（予約機能の実証など）貸出システムの不便さが延滞につながっているから。
図書館の予約や延長をHP上で行えるようにして欲しい。
卒業論文は選択式にすべき。就活生への負担軽減に尽力してあげてください。あとアンケートに於いて入力可能な文字数をその上限を上げてください。文字制限によって本
当に言いたいことが言えない、伝わらない状態になっています。
大学から何らかの情報が出る時、いつも遅いのでもっと早く教えて頂きたいです。アルバイトのシフトを変更せねばならずいつも困っていました。
大学生しか出来ないことをたくさん楽しんでください。
勉強の他にサークルや研究会活動でいろいろな交流ができ、とても学生生活が充実していました。後輩たちも自分が興味を持ったところには積極的に参加していろんな経験
をして欲しいです。
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履修要項では受けられると記載されていた科目でもシラバスでを見ると一部の学科しか受けられないようになっている時間帯がほとんどの科目があり授業を組みにくいと感
じることがあった。履修要項に一部の学科しか受けることのできない時間がある等の記載が欲しかった。

5.哲学科

哲学科にゼミを作ってほしい。
サークルに対する渋谷キャンパス
四年間の大学生活、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
就職活動に対する支援をもっと積極的にして欲しい。他大学の支援を参考にして取り入れて欲しい。（ex明治大学）
卒論ははやめに書きはじめると良いです。

配信力に欠ける所があるとお見受けしたため、提出物やアンケートの情報、若木祭のお知らせなどは、PDFではなくHPやメールの文面で書く等していただきたいです。

編入生が資格を取れない(取りにくい)のをなんとかしてください。他の資格課程がどうかは知りませんが、編入当初学芸員の資格課程を受けようとしたとき、教務科に取れ
ないからやめろと言われました。
編入生に対して英語の再履修の授業しか受けさせてもらえなかったことは本当に改善してほしい。他にもゼミのとりなおしやその影響で資格がとれないなども改善してほし
い。

6.法律学科法律専攻

4年間あっという間なので常に目標をもって過ごすと充実した学生生活が送れるように考えます。
4年間ありがとうございました。
4年間は長いようで短くあっという間に過ぎます。自分自身と興味のある分野をつきつめ続けて楽しい学生生活にして下さい。応援しています。
AMCなどで騒いでいる人が多いため、見回りを強化し指導して欲しい。
ありがとうございました!!

がんばってください。
コロナによりオンライン授業となってしまうなどありましたが、4年間で法律の知識を多く身に付けることができました。
コロナ禍での学生生活はあまり充実したものではなかった。部活動などもっと積極的に学校側から支援してほしかったし、出来たことがあったのではないか。
コロナ禍で私は大学3.4年はあってなかったようなものなので、現校生は悔いなく友人関係などは大切にして欲しいです。
コロナ禍に編入学をし、一度も対面での授業を受けることができずに卒業することは、自分にとってどうしようもないほどの悔しいものでした。リモートでの授業は分かり
やすく充実したものでしたが悔いばかりが残る大学生活でした。
とても楽しい学生生活でした。AMCなど、フリースペースがもっと増えれば良いと思います!!ありがとうございました！
とにかく授業をさぼらないように！！

トラブルが起きた時の対応をしっかりとするべきです。親戚やファンの方が連絡したにも関わらず、何も対応していただくことができず非常に理不尽な思いをしました。

なんとかなります。
ファイト！
もっと積極的に就活生へアドバイスや色々教えるなどやってほしかった。自分から言い出せない人間である自分としては見放されたと感じてしまった。そこに就職体験のア
ンケートが来て、少し苛立ちを覚えた自分がいた。
院友会という組織は、卒業生と大学、卒業生相互のつながりを保つために存在しているようだが、あまり良く機能していないように思われる。形骸化しているのではない
か。
欧米からの留学生の人数が他大学に比べて少ない印象です。日本文化を重点的に学習できるという本校の強みを活かして留学生受入れを促進する取り組みを行うべきだと思
いました。
何事にも前向きに頑張って下さい！
学びたい意欲がある人をとことん応援してくれる大学だと思う。
楽しかったです。
楽しめるかどうかはスタート次第だと思います。

休学について　本学は他大学に比べ休学時の費用が高くそれに伴いハードルが少し高くなっていると感じました。自分自身海外インターンや長期インターン、留学など様々
な経験をしたことでこれから社会に出るにあたって力だけでなく自信がついたと思います。だからこそ休学に対するハードルを下げ学業以外の事でも様々な経験をしやすい
又は一歩を踏み出しやすい環境を整えることで学生が納得のいくｷｬﾘｱ選択ができる大学に近づきより人気の大学になると感じました。

休学費用が高く、休学をして留学等を検討する学生にとって、大きな障壁となっています。
求めよ、さらば与えられん。
決断は速く。
校舎が綺麗だったので通うのか楽しかった。また、國學院は他の大学に比べ一人でいる人が多いように見られ、一人でも過ごしやすかった。
校舎が綺麗なところが魅力的なので今後も維持してください。資格は何でもよいので在学中に取得してください。
社会人経験しておくべき
受け身にならず自ら学ぼうとする姿勢が一番大切！
就職活動は少しづつ早めにやりましょう。
人間開発や観光まちづくりなど新設学部のネーミングセンスにセンスの無さを感じてしまう。もっと単純明快で良いのではないか。
精神科には（異変を感じたら）すぐに受診した方が良いです。適応障害に気づいたのが（診断されたのが）２回留年した後でした。
相撲の授業を学年が原因で履修できずショックでした。また、相撲部にもっと力を入れて欲しいです。
他学部の授業も面白いものが数多くあるので、広い視野や興味を持ち様々な授業を受けるようにしてみてください。
体育連合会所属部会に所属した方がより社会に役立つ経験が得られると思う。
大学から学生への連絡が遅すぎる
大学の4年間はあっという間でした。自立して色々なことに挑戦していくことが大切であると感じました。
大学は義務教育とは違い自らが学ぶことへの意欲を持って勉学に励まないと知識として身に付きません。ぜひ学びたいとする意欲を持ってください！
単位は計画的に。
特になし
部活動に対する規制を緩和していただきたいです。期待が何も持てませんでした。
約2年間大学へ通っていた実感がありません。施設を満足に使用できたとも思いません。後輩たちが楽しい学生生活を過ごせるように願います。

唯一無二な存在であるために、貴重な体験が出来た。コロナが明ければ、下級生のみな様には日本の文化と海外の文化の違いをリアルな環境で体験してもらいたい。

7.法律学科法律専門職専攻

ありがとうございました。
やる気さえあれば、いろんな学びを得られる学校です。能動的になって動いてみてください!!

やればできる!必ず報われることを信じて!!

必修科目の数的情報においてコンピューターの科目を2回抽選で外れてしまい、結果数的推論を選択しましたが、外れるのは1回までにするべきと思いました。

8.法律学科政治専攻

楽しい4年間でした。ありがとうございました
事務的な手続きなど、いらない手間が多いことが多い。柔軟に業務を効率化した方がいいと思う。また、もっと学生を大学づくりに参画させた方が、帰属意識や学校への好
意的な気持ちが高まると思う。
自分のPC・ｽﾏﾎから学内のプリンターに印刷できるようにしてほしい。

9.経済学科

3年次にあがる際に転科の面接を受け、経済学科系の科目(例えばミクロ･マクロ等)にあまり自信がないから変えたいと申し出たところ、担当の試験官に経済学部はそれらを
履修しなくても大丈夫と言われたが、結局選択必修があったため、卒業に必須なものであり、転科できずに3年次を迎えた私としては話が違うと思ったことがありました。

4年間ありがとうございました。
コロナ禍でのリモートの際に、授業料が通学していた時と同じであることにとても不満を感じました。これから入学してくる学生のためにも少し考えた方が良いと思いま
す。
サークルは入りなさい
とても良いです。
マーケティング、行動経済学の授業を増やして欲しい。
まじめに勉強しつつ、遊びましょう。
もう少し告知等早くしていただけると助かります。
もう少し連絡等が早く分かりやすくなると嬉しいと思います。

2



令和３年度卒業時アンケート集計結果【大学に対する意見、後輩へのアドバイスなど（自由記述）】 國學院大學

もっと学費を安くするべき(休学含め)

英語教育
学生の目線に合わせた大学運営を心掛けて頂きたかったです。
頑張ってください。応援しています。経済学部の1,2年次に必修の英語の授業をより充実させた方が良いと思います。基礎文法は高校までに学習してくると思うので、簡単に
会話できるようカリキュラムがつくられたら良いのではないかと思います。
教職センターを見直した方が良いと考える。教えてくれるのは心構えばかりで、就職の情報をほとんど提供してくれない。過去の情報や例年の傾向について示していただけ
ればこんなに苦しむことはなかった。上記の内容について質問したら呆れられたような反応を受けたこともある。センターの方々にとっては常識でも学生には初めての活動
であったので本当に悔しい思いをしました。
後悔なくやってください
後輩へ　たくさん読書して、レールからとっとと外れて、遊びまくろう!

積極的にサークル活動に参加しながら文武両道を極めることを後輩にアドバイスします。
体連に入ろう
大学は集団戦です
大学生として生きることに感謝し、ひたすら自分と対話してみてください。将来の自分像が見えてくると思います。
単位を残さないように。
必修科目はちゃんと取ったほうがいいと思います。

文系就職に関しては、企業への推薦枠がほとんどないことを入試説明会や入試出願時に学生に伝えるべき。希望する会社に入れない学生や就職できない学生もいることも同
様に、入試説明会や入試出願時に学生に伝えるべき。大学側として就職実績が良いと言っている割には、実際あまり良くないので、就職実績を誇張しない方が良いと思う。

満足な大学生活を送ることができた。

10.経済ネットワーキング学科

あっという間の4年間でした。ありがとうございました。
がんばれ！
とにかく行動しよう
フォイエル最高！
楽しかったです。
施設利用費が異常です。(２年間ほぼ利用なし。)

自分にできること、やるべきことを考えて挑戦すると沢山の学びや出会いを獲られます。
主体性のある行動
神道の学びが身についた
他学部の授業が取れるのが良かった。ゼミは言葉の説明だけではよくわからなかったので録画などで紹介動画が大学HPにあると良かった。英語の授業が初歩的だった。キャ
ンパスが清潔で過ごしやすかった。真面目な人と不真面目な人の差が大きい。
大変お世話になりました。
単位は取れる時に取った方が良いです。
特になし
編入生に対して細やかな説明や対応があると嬉しいです。自分が困ったことっとしては編入生用ガイダンスが新入生用はあったのになかったり、今回の書面も令和2年度入
学であるが、平成という書き方で悲しかったです。1割の編入生がいるということをもっと知ってほしいです。

11.経営学科

いっぱい遊んでおくべきです。
ゼミは必修でもよいと思いました。
もう少し留学生に対するアピールを増やして欲しいです。
印刷の紙を無料か安くしてほしいです。K-SMAPYⅡのアンケート機能を使用した際、期日を過ぎると見られなくなってしまうのがとても不便だったので回答履歴が残るよう
にして欲しいです。
英語教育が高校以下だと思いました。
休学費用高すぎて洒落にならないです。
高校生でも社会人でもないこの時期は、自分のためにめいいっぱい使えると思います。予定をぎっしり詰めるも良し、ぼーっと何もしないことを楽しむも良し。卒業する際
に自信の大学生活が満足いくものでありますように。
自分の志を高く持って突き進んでください！
心から國學院大學に入れて良かったと思いました。
特にありません
友人をたくさん作りましょう

12.神道文化学科

「論文とはどのようなものなのか」やレファレンスカウンターでのものの聞き方などを一番初めに教えて欲しかったです。アカデミックスキル講座は受けたのですが時間の
関係で十分に聞けなかったりしました。
グローバル化や異文化交流を掲げているので学食にもベジタリアンやアレルギー対応をしたメニューを作ってほしかった。
この学校だからこそ学べることや受けることができる授業を積極的に取った方が良いと思います！（私も後悔していることがあるので）
まずはやってみる精神でとにかくチャレンジしてもらいたい
もう少し英語系の授業を増やすべき
もう少し教務課など、事務の方々には学生に寄り添っていただきたいものです。
何事に対しても良かった悪かったの二元論だけではなく、何を感じたのかを大切になさってください。
学生の時にしかできない学びを体験して欲しい。
国学を追求するあまり、異文化コミュニケーションが少し弱いが、それもそれで國學院大學の特徴なればこそ。学生自身による学びを推進することが良しと思う。また、休
学費用が高いのは改善すべき点と思う。さらに大学名は旧字体で統一していただきたい。（院友のアイデンティティーであるため）
祭式を取っている学生用のロッカーをつけて欲しい

私は本学のことをオアシスだと思っています。ただ騒がしいとばかり思われている東京渋谷にも静かに落ち着いてものを考えられる場があることを認識していただけたらと
願うばかりです。
出会った人との関係を大切にすること
神職を志す人はまず卒業と明階課程に必要な単位がどれだけあるかを予め把握しておいた方が良いです。3.4年になって「あ、足りない、、、明階行けない」となってしまう
恐れがあるので気をつけましょう。
全てに対して学びととらえる心
大学側での判断をもう少し早くした方が良いと思う。後輩たちは授業に出た方が良いと思う。
特になし
入学・卒業ができて本当にうれしく思います。

13.初等教育学科

4年間という時間は限られているので時間を有効に使うこと！また、もっとグローバルな大学になってほしい！
たまプラーザキャンパスにおいては、教員採用試験対策をしてくれる先生方が多くいると感じました。教採対策をしたい時は、先生方や教務課の方々を頼ると良いと思いま
す。
意味の上に意志を。
何事にも自主的に動くことが将来の夢を叶えるコツ。FIGHT！
学校行事やサークルなどには積極的に参加した方が良い

取れる資格は全て取った方がいいと思います。１、２年で頑張れば、３、４年は思っているより苦労しません。人に左右されずに自分のしたいことをして下さい。

先を見据えて行動すると良いと思います。
先生と仲良く!!

大学は何事にも挑戦する時期です。
大学生のうちにいっぱい遊ぶべき！！楽しむこと！！
必修落としても再試験という救済の可能性があるから諦めずに頑張ろう。
勉学と遊びを両立させ楽しんで過ごしてください。
様々なことに進んで挑戦してみて欲しいです。

14.健康体育学科

コロナで学内施設つかってないのに、その学費がどこに消えたのか知りたいです。

3



令和３年度卒業時アンケート集計結果【大学に対する意見、後輩へのアドバイスなど（自由記述）】 國學院大學

さらなる健闘を期待しています
ストレスのない程度で何事で取り組めば必ず結果は出ます。お互いに頑張りましょう。
やりたいことを責任をもって行うことが大事です。
やればやっただけ自分に返ってくると思います。
学生生活では、学業で新たな知識や経験を得るだけでなく、自分自身と向き合うことも大切だと感じました。是非この機会に将来の自分を描きながら過ごしていただきたい
です。
教育と積極的に関わることで考えが深まるので研究室に行く機会を増やすと良い。
時は金なり、長いようであっという間です。一つでも多くのことを学んで下さい。
生まれ変わっても、またこの大学、学部、学科で学びたいです。ありがとうございました🌸
卒論は早いうちから取り組んだ方が良いです。
卒論は早めに終わらせましょう。
駐輪場が欲しかったです。

15.子ども支援学科

英語の授業が必須で、ネイティブの先生のクラスでしたが、宿題で出る単語が、「sister」や「brother」など、調べなくても分かるようなものでした。もう少しレベルを上
げて身に付くようなものにしてほしいです。
頑張ること。苦しくても学ぶこと。沢山、得るものはある。将来に役に立つ、あきらめないで。
今年頑張ってください。
最高でした!!

仕方のないことかもしれませんが、子ども支援は保育の力はつきますが英語力はほぼ伸びません。これからの社会のためにもう少し力を入れて英語を取り入れても良いのか
なと思います。
子ども支援特有のことかもしれませんが、就活で悩んでいるときに相談室？(事前に予約して利用するところ)に幼保のことだけしか分からない方で困った。施設での就職も
考えていて相談に行ったが「わからないから～」という感じだった。
就職アドバイザーをもっと活用すべき。(後輩たちへ)

16.神道学専攻科

教務課を始め、組織の人たちが偉そうで不愉快でした。
國學院は充実しており問題ない
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