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平成３０年度 海事科学部学生後援会アンケートの自由記述の質問に対する回答 

 

※ 類似したご質問・ご意見・ご要望については、まとめて記載させていただいております。 

 

【履修・授業・教育について】 

Q-1．・学校の事情が何もわかりません。1 年間の予定表や実習の曜日、行き先、行程等を送っていただ

けると分かりやすいと思います。 

・乗船実習等の日程及び予定等を親にも事前に説明があるとよかった。1 年間の予定が知りたい。 

A-1．1 年間の行事等の予定に関しては、海事科学部のHP からご覧いただけます。次のとおりページ

をたどってください。海事科学部HP[在学生の方へ]＞[学部・大学院共通]＞[行事(学歴予定)・活動]

（http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/undergraduate/event.html） 

PDF でダウンロードも可能です。 

学内船舶実習および乗船実習の実施期間につきましては、上述の学暦予定表に記載しておりますの

でご確認ください。例えば平成30 年度の学暦予定表では、 

５月 ８日 「学内船舶実習(４M(E)-１) (〜11 日)」、 

５月２２日 「学内船舶実習(２M-１) (〜23 日)」、 

６月１９日 「学内船舶実習(４N-１) (〜22 日)」、 

８月２２日 「船舶実習１(２年N・M) (〜9 月21 日)」、 

１０月１日 「船舶実習２(３年N・E) (〜11 月30 日)」、 

１月 １日 「船舶実習３(４年N・E) (〜3 月31 日)」、 

が記載されております。表記は、「科目名（学年と学科（コース）−班）」を表しています。例えば、

５月８日の記載は、科目名称が「学内船舶実習」、４年生、M はマリンエンジニアリング、（E）は

機関マネジメントコース、（N）はグローバル輸送科学科の航海マネジメントコース、「−１」は１班、

を意味しています。 

なお、「乗船実習１、２、３」は、海技教育機構（JMETS）の練習船で実施されるため、詳細な実

習の日程・予定につきましては、JMETS の都合により乗船時に学生に伝えられることから、ご子

息・ご息女から情報を得ていただくのが早いと存じます。もちろん、教務学生グループにお問い合

わせいただいても構いません。また、乗船実習中のスケジュールや様子は、以下に示す海技教育機

構（JMETS)のFacebook やTwitter でも紹介されていますのでご覧ください。 

https://www.facebook.com/jmets.ac.jp 

https://twitter.com/jmetsacjp 

 

Q-2．次学年に選択の学科をまだ悩んでいます。将来の就職が左右されるため、先輩の実際の話を聞い

たり、卒業生の現状が知れる機会があれば良いかと。私達も身近に関係の方がいないため、アドバ

イスができず、本人の意志を尊重する意向です。 
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A-2．１年生への学科配属説明会は、今年は12 月21 日（金）に開催しますので、必ず出席するよう

ご子息・ご息女へお伝えください。本学部では、各学科の内容を良く理解したうえで、学科選択を

行ってもらうために、複数の方法で説明をしております。各学科の内容は、将来の進路も含めて、

第２クォーターの「海事科学通論」の授業の他、各学科が放課後を利用して学科説明会を開催する

など、周知に努めてきております。また、12 月21 日（金）に開催する学科配属説明会の後に開

催予定の１年生クラス懇談会におきましても重ねて説明を行う予定です。その他、１年生学級指導

教員に気軽に相談いただければ、快く対応いたしますので遠慮せず問い合わせてください。 

 

Q-3．子どもからは、授業の内容が教員によって大差があること。施設の老朽化、自習環境が整備され

ていないことへの不満が多い。 

A-3．授業は、授業ごとにシラバスが示され、基本的にシラバスに沿って行われておりますが、学生の

理解度なども勘案し、担当教員の裁量で内容の深さや進度について調整しつつ、 低限必要な内容

は必ず教授するように実施されているはずです。同じ授業であるにもかかわらず、担当教員によっ

てシラバスが無視され、内容が著しく異なり、教授されるべき必要 低限の授業内容すら教授され

ていない、などの事実があるならば、至急教務学生グループまでご通報ください。学部として善処

いたします。 

   自習については、図書館の自習室をはじめ、各建物にラーニングコモンズやアメニティースペー

スを６箇所ほど設けております。積極的にご利用ください。また、自習のための設備に関する改善

点等のご意見や要望があれば、教務係へお知らせください。 

 

Q-4．学校斡旋のインターンシップの企業の分野がかたよっていたため、希望する業種がなかったよう

です。電気・機械系が少なかったようです。 

A-4．授業科目として開講しているインターンシップは、海事科学部の学問上、また就職先等の関係で

海事関連産業の企業が多くなっています。インターンシップについては、大学と提携していない企

業のインターンシップでも、エントリーシートや面接を体験したり、社会人とのコミュニケーショ

ンが経験できる等、本番の採用選考に向けて貴重な体験を積むことができるため、積極的に参加さ

れることをお勧めします。 

インターンシップは、鶴甲第一キャンパスにあるキャリアセンターに多くの情報があり、以下ＨＰ

で紹介しています。 

（http://www.career.kobe-u.ac.jp/contents/internship/internship-h30.html） 

  

Q-5．・本人も満足して大学生活を送っており嬉しく思っておりますが、英語を1Q,2Q で1 単位づつ

落としてしまいました。真面目に取り組んでいたようですが本人の力不足でした。来年再履修とな

りますが、大変不安なのが、深江→六甲の移動です。公共交通機関を使えば小1 時間は必要に思わ

れます。 短20 分で移動しなければいけない場合もあるので、原付バイクの購入も検討していま

す。幼少期より不器用で運動神経もあまり良くなく、若干そそっかしい性質なので、事故が大変心
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配です。そもそも単位を落とした者が悪く、手前勝手な意見を重々承知しておりますが、再履修が

深江キャンパスで出来るなど、その辺りの配慮をしていただければとても安心できるのですが。 

・深江キャンパスと六甲キャンパスの交通の便が悪いのが気になります。バイクが便利なのでしょ

うが、43 号線の交通量の多さを見ると、危険が高く心配です。 

A-5．ご承知の通り、深江キャンパスは、六甲キャンパスから遠隔地にあるため、授業や行事、クラブ

活動などでキャンパス間移動を伴うことが多々あります。しかしながら、周辺の交通状況等から、

自転車や自動二輪車などによる移動は、事故の危険性が高いため、学生にはできる限り公共交通期

間の利用を呼び掛けています。また、本学部では、20 分の休み時間での自転車やバイクによるキャ

ンパス間移動は大変危険であることから、午前の１−２限、午後の３−４−５限で異なるキャンパスで

の開講授業の連続履修は原則禁止しております。大変危険ですので、異なるキャンパスの授業の１−

２限、３−４−５限の連続履修はしないように保護者様からもご指導いただきますようお願い申しあ

げます。 

 

Q-6．成績送付をもう少し早くしてほしい。 

A-6．成績は、前期または後期の全ての成績が確定され次第送付させていただいております。定期試験

期間の終了後におきましても、夏季休暇などの間に集中講義等の開講もあることから、それに伴っ

て成績送付が遅れることがございます。何卒、ご理解ご了承いただきたくお願いいたします。 

 

Q-7． 子どもの学習状況に関する情報提供について、以下の改善を希望いたします。 

・単位取得状況の連絡頻度増加（またはHP での公開）年2 回→クォータ毎または、随時 新化 

・進級、卒業などに必要な単位の取得状況。不足単位が一目で分かるような表示の改善 

A-7．成績表は前期終了後と後期終了後の年２回保護者へ送付しています。神戸大学はクォーター制を

導入しており、成績は各クォーター終了後に教務情報システム“うりぼーネット”（web）でのみ発

表されますが、単位の修得は学期末となりますので、成績表の更新は年２回、保護者への送付もそ

れに合わせて年２回となります。 

不足単位の表示についてはシステムの設計上難しく、ご不便をおかけしますが学生便覧(規則集）と

ともに成績表をご確認いただけますと幸いです。卒業要件(便覧より抜粋）は海事科学部HP[保護者

の方へ]のページにてご覧いただけます。学生には入学時に配布しています。 

成績が「不可」の理由は開示しておりませんが、成績評価に疑義がある場合、成績発表後１週間以

内であれば担当教員へ成績評価の開示請求をすることができますので、希望される場合は教務学生

グループにて申請してください。 

 

Q-8．成績表が送付されてきましたが、とても字が薄くて小さくて見えづらかったです。単位がしっか

り取れているのか心配です。個人的な事では1Q の中国語の試験を受験することができず、落とし

てしまったのですが、また受講するにあたり、他の科目と重なって取ることができず留年しないか
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と心配しています。履修科目の相談とかするにはどこに行けばよいのか、チェックとかしてほしい。

親と離れて住んでいるので心配です。よろしくお願いします。 

A-8．成績表の印字に関しては見づらくて申し訳ございません。成績表出力時の用紙サイズ等の関係で

印字サイズを大きくすることは難しいのが現状です。 

外国語の再履修の場合は、他学部生向けに開講されているコマに空きがあれば登録が可能ですので、

どこかの空きコマで履修が可能かと思います。抽選登録科目ですので、申請忘れのないようにお願

いします。 

履修の相談は海事科学部の事務棟１F 教務学生グループの窓口にて受け付けています。成績が開示

される度に全学生分の単位修得状況のチェックはできかねますので、まずはご本人、ご家庭で確認

のうえ、不明点があれば窓口へ来るようご子息・ご息女へお伝えください。 

 

Q-9． 成績表も子どもを通じてでは登録してくれず、どの状態でいるのかこの先留年せずに上に上がれ

るのか知りたいです。（入学時に登録忘れ） 

A-9． 成績表の送付に関しては、ご子息・ご息女と相談され、教務学生グループへ同意書を提出してい

ただければ、後期からでも保護者の方へ成績を送付することは可能です。 

 

Q-10．いつも子どもがお世話になっています。2018 年10 月4 日付け学業成績表を拝見させていた

だきました。ある必修科目についてお尋ねします。子どもに聞いたところ、上の学年の学生も受講

していたとのことです。毎年真面目に受講していた人も単位を落としたと聞きました。私の子ども

もその一人です。他の科目との均衡を考慮して、今後の講義にあり方、試験のあり方について再考

をお願いいたします。 

A-10．神戸大における開講科目の成績評価については、シラバスにて成績評価基準と方法が公開されて

おります。ご指摘の授業においては、科目内容の理解を促すために、複数回のレポート課題を課し、

学生の質問に応じた指導が行われております。定期試験では、教科書の例題、章末の練習問題、演

習問題集、レポート課題を基に標準的難易度の問題が出題されている他、 終評価については、例

えば当該科目では、「秀」判定合格者割合が履修者の10％以上あるなど、客観的見地からも適切さ

を欠いている評価がなされた事実は認められておりません。また、大学の授業科目の評価は、科目

毎に絶対評価を行うため、他の専門科目の評価との均衡を図る等の措置はできません。本学の全教

員は、授業を通じて、学生達の理解をより深め、専門知識をしっかり修得できるように意識して教

育に努めておりますことをご理解いただきたくお願い申しあげます。 
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【学生生活・就職・留学等について】 

Q-11．就職に有利な資格、検定を子どもに勧めてほしい。 

A-11．各学科やコースの授業や就学指導において、それぞれの専門性の中で必要な資格や将来役立つ可

能性のある資格などを紹介したり取得を勧めるなどを行ってきております。質問等があれば学級指

導教員などにお尋ねください。 

 

Ｑ-12．「平成○○年度海事科学部卒業（見込）者の進路内定状況」のレジュメについて、就職内定先が

詳細に記載されているのに比べて大学院進学予定者の進学予定先が記載されていません。大学院進

学も進路の一つであると思いますので、本年のレジュメには記載していただきたいと思います。 

A-12．進路先状況一覧は、本学部および研究科の人材輩出の実績成果を示すために公表していることか

ら、社会へ送り出した先と人数をアウトカムとして公表することに意義があると考えております。

大学院は教育課程であり、社会への輩出実績に当たらないことから、本進路状況一覧表における大

学院進学者数につきましては、進学先の詳細を示す必要があるとは考えておりません。 

 

Q-13．息子は、毎日楽しくサークル活動、勉強、生活（アパート暮らし）と頑張っているようです。

早3 回生となりました。卒業後は大学院（もしくは米国留学）を希望しています。本人が言うには、

米国の大学の提携先が少ないため（本人が希望する大学は提携校ではないため）全て自分で情報収

集し、確認を取る必要があるそうです。それ自体は本人がすればよいのですが、留学（提携校以外）

に関する（困った時に）相談ができる窓口があれば、と親として思っています。 

A-13．留学に関する相談については、国際教育総合センター（六甲台キャンパス）にて、留学相談担当

教員による個別相談を行っていますのでご利用ください。詳しくは、神戸大学HP トップ＞国際交流

＞国際留学プログラム＞留学相談・フェア情報 のページの中で紹介しています。留学を希望する学

生に対しては、海事科学部としてもできる限りのサポートをしておりますので、是非積極的に海外留

学に挑戦していただきたいと思います。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/international/study-abroad-ograms/howto.html） 

 

Q-14．夏、各教室ごとにエアコンの調整ができていないこともあり、暑い教室が多かったようです。

空調設備の改善を要望します。 

A-14．神戸大学では夏場のエアコンの設定温度は、環境省が推奨する28 度と決められています。学

生や教職員から暑いとの訴えがあれば、その都度室温を測り、室温が28 度以上の場合は、エアコ

ンの設定温度を28 度以下に下げ室温を28 度にしています。教室等が28 度より暑いと感じられ

た場合は教務学生グループまでご連絡願います。 

 

Q-15．現在、3 年生ですが、就職に関する情報を離れて生活している保護者にも分かるように送って

貰えると助かります。基本、本人任せなのですが、本人は何も話をしてくれないのでどういう事をし

ているのか全く分からないです。 
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A-15．平成30 年度海事科学部・海事科学研究科の就職内定先の情報に関しては、後援会行事終了後、

海事科学部のHP[保護者・OB の方へ]のページに掲載しますのでご覧ください。また海事科学部の

HP[在学生の方へ]＞[キャリアガイダンス]の中に海事科学部で開催しているキャリアガイダンスを

はじめ、神戸大学で行っている就職支援についても掲載していますのでご覧ください。 

（http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/alumni/） 

（http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/job/job_guidance.html） 

 

Q-16．学校のことや学部、学生支援についても無関心というわけではありませんが、ある程度の意識

はあるものの、本人からの情報しか入ってくるという感覚ではございません。しかし、もし良ければ、

子どもの情報以外からでもツールやイベントがあれば都合が合えば参加したり、よく見て理解してい

きたいと改めてこのアンケートを機に考えております。今後ともより良い学校運営と教育環境をつく

り出していただくよう、切に希望します。 

A-16．学校の行事等については、ＨＰにて紹介しておりますので参考にしてください。保護者の方が学

校にお越しいただく学生後援会の行事としては、今回案内させていただいております「後援会行事」、

また5 月に開催する「後援会総会」があります。後援会総会は、深江キャンパスの学園祭である「深

江祭」の日に開催しますので、ぜひ後援会総会にご出席していただき深江祭もご観覧ください。 

 

Q-17．六甲台地区のサークル参加のために、深江からの移動にとても不便です。いろいろな学部の学

生との交流も深めてほしいので、朝昼夕方3 便ぐらい直行便（バス）があればとても助かります。

夕方のみでもあればいいのにと思います。利用者がどれぐらいあるのか分かりませんが、バスがあ

ればもっと活発に行き来ができるのではないかと思います。 

A-17．六甲キャンパス－深江キャンパス間の市バスの運行を神戸市と数年前に検討した結果、直通は神

戸市交通局の事情で実現できませんでしたが、海事科学部の働きかけによってＪＲ摂津本山駅から

海事科学部前まで４３系統が実現しておりますのでご利用ください。 

 

Q-18．・深江キャンパスの生協食堂について、決して利用者は少なくないと聞いていますし、周辺に食

事の出来る店が少ない状況なので、スペースを拡大していただきたいところですが、財源的に、ま

た物理的に困難ということであれば、テイクアウトを充実させていただけないでしょうか。生協の

HP にメニューを見て注文できるサイトを設ければ学生の利便も向上し、生協もロスを少なくするこ

とができると思います。 

    ・学生食堂のメニューが男子中心（揚げ物が多い）でもっとバランスのとれた美味しいものにし

てもらいたい。学生生協の利用も六甲まで行かなくてはならないものもあるので、六甲と同じよう

に利用できるようにしてもらいたい。 

    ・一人暮らしをしていますので、一日のメインは昼食で、必ず学食を利用するよう勧めています。

良質の食材を使用し、バランスのとれたメニューを揃えていただけると嬉しいです。 

    ・食堂を充実させて利用しやすくしてほしい。時間、内容等他大学に比べて不便に感じている学
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生が多いと思う。 

A-18．＜生協より回答＞ 

（メニューに関しまして） 

海事科学部食堂は六甲キャンパスの食堂に比べて、ご提供するカウンターが狭く、カフェテリアスタ

イルの提供が実現できない環境です。 

※カフェテリアスタイル＝好きな主菜（炒め物、魚、煮物、焼き物など）等を選んで組み合せてい

ただくご提供方法です。 

ただ、カウンターを含めました設備面に於きまして難しいところもありますが、工夫を持って対応す

ることを心掛けています。特にメニューに際しましては、揚げ物以外に煮物、魚、焼き物３種類を日

替わりで提供しております。 

※昨年、冷蔵ショーケースをあらたに設置し、小鉢の種類と提供数を増加し、売り切れをしないよう

にしました。 

また、栄養バランスの良い食事を取っていただけるように、栄養士が考案しました野菜を120ｇ以

上使った「バランスセット」（主菜+小鉢）を日替わりでご提供しております。 

「バランスセット」以外のメニューに関しましても、小鉢とセットで食べていただければ、六甲キャ

ンパスの食堂には負けない栄養バランスの取れる食事をご提供しております。 

※レシートに栄養価等が表示され、ご確認頂けます。 

（営業時間に関しまして） 

学期末試験の期間や１月の卒業論文作成時期には、遅くまでキャンパス内に留まっている学生の皆

様を応援するために夕食営業を行なっています。 

（テイクアウトに関しまして） 

テイクアウトメニューの販売につきましては、神戸大学全キャンパスにて利用が減少しており、提

供等を見直さざるを得ない状況です。ご期待にお応えすることは難しいです。ただ、ショップ店舗

にて、サンドイッチやおにぎり、お弁当等を販売しております。ぜひご利用をお願いします。 

 

【その他】 

Q-19．・施設の印象があまり良くありません。国立大学法人としての難しさもあると思いますが、キャ

ンパスらしく施設の改善向上を望みます。 

・神戸大学の一学部として学舎をもう少し整えるだけでも魅せることができると思います。 

・地震、津波、大雨による浸水などが心配です。すぐには難しいと思いますが、そういった震災

にも対応できる施設に将来的になれば良いのにと思います。 

・六甲キャンパスを比べるとどうしても設備的に見劣りしてしまう内容と実績なので、カバーし

てもらいたいです。 

・深江キャンパスは比較的設備が古いと感じました。先日の台風、今後想定される南海トラフ地

震など、学生の安全を担保できるように設備を改修してほしい。 

A-19．施設の老朽化問題は、本学部だけでなく神戸大学全体の大きな課題となっております。ご承知の
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とおり、国立大学の運営費交付金は年々削減されており、老朽化施設の補修費用等の予算も少なく、

神戸大全学内で優先順位を決めて、順次対応しているのが実態です。定期的な点検などに努め、早

期に危険な箇所を特定し、安全対策を万全に図っている状況です。ご理解賜りたくお願い申しあげ

ます。深江キャンパスの施設整備につきましては、今年度は２号館北側の改修工事を行い外観や内

部を刷新し、同時に耐震化しました。また、教室棟についても耐震化工事は完了しており、ポンド

の防潮堤や屋外の災害時放送設備の整備もなされております。また、キャンパスの有効利用と機能

向上を図るため、今後約10 年間で深江キャンパス西側の老朽化した建物を取り壊し、新たに機能

を集約化させた新しい建物の建築計画が、「深江キャンパス再開発計画」として別途神戸大学で策定

されています。 

 

Q-20．カフェ、ビッフェなど、海に面して設けたり、博物館をオープンしたらしてイメージアップも

必要なのではないでしょうか。本人は特に何も不満はないかと思いますが、キャンパスが素敵な方

が（今も充分良いですが）より良い学生さんが育つような気がします。 

A-20．素敵なご意見をいただきありがとうございます。ご子息・ご息女がより充実したキャンパスライ

フが送れるよう、キャンパス環境の整備に努めます。 

 

Q-21．・海事科学部の広報について、海洋国家の日本において大切な学部だと思いますので、もっとア

ピールされてはどうでしょうか。せっかく学部独自で学部案内のパンフレットを作成されているの

で、大学のHP にデジタルパンフレットといて掲載してはどうでしょうか。パンフレット内の「学

生が語る学科の魅力VOICE」はとても分かり易く学科を紹介されていると思います。 

A-21．・貴重なご意見をありがとうございます。海事科学部の広報やアピールに関しては、海事科学部

の広報委員会が外部組織や高校等に向けて発信していますが、ご意見をいただいたように、発信方

法や内容等、お気付きの改善事項がございましたら、学級指導教員などへお知らせ頂けると幸いで

す。 

・日本にとって海の活用は重要であり、海上輸送や海事産業に関係する業界は幅広く、技術力も高

く、日本国内での知名度が低くとも世界的に輝いている企業が多数あります。本学部・大学院で海

洋や海事を学んだ卒業生・修了生が、海に関する様々な業界で活躍するによって日本や世界に貢献

してもらうことが、本学部・研究科にとって有効な知名度アップや広報につながるものと信じてお

ります。是非、皆様も機会がございましたら、お近くの方々に本学の良さをお伝えいただければ幸

いです。  

 

Q-22．先日、深江キャンパス内で先生が亡くなられたと子どもから聞きました。ご冥福をお祈り申し

上げます。子どもが申すには大学からの正式な発表ではなく、学生間の噂で耳にしたとのことです。

定期考査や一ヶ月の船舶実習を前にショックを受け動揺している様子でした。大学側から学生のメ

ンタルケアも含めた何らかの対応がなかったことを大変遺憾に思います。 

A-22．本件につきましてご心配をおかけし申し訳ございません。突発的な事象への対応として、関係す
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る学生のメンタルケアについて対応しておりました。ご子息・ご息女に精神的症状を訴えておられ

たとのことですが、そのような際には、いつでも学級指導教員や保健管理センターの医師へご相談

いただきたくお願い申しあげます。また、本学部では、毎年定期的に簡易のメンタルケア調査を実

施しており、学生の状況を学級指導教員が把握し、必要に応じて保健管理センターの医師に相談す

る体制を取っております。 

 

Q-23．2 年生以上の保護者には、同じアンケートになるということですが、今年は度重なる台風や地

震など、非常に災害の多い年でした。そのため、将来船舶に関係する仕事を目指す学生の保護者と

しては、色々な不安や要望などを持っておられる方が多いのではないかと思います。アンケートの

質問の中にそのような質問があっても良かったのではないかなと思いました。 

A-23．ご意見、ありがとうございます。同じ内容のアンケートを毎年取らせていただき、保護者の方の

ご意見等をデータで比較検討することで、海事科学部の今後に役立てて行きたいと考えております

のでご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、アンケートの内容については、時事に即し

た新たな項目も検討いたします。 

 

Q-24．女子トイレの数が少ないのではないか。 

A-24．海事科学部の女子学生数の割合は、約15％ですが、トイレについては男子トイレと同じ数があ

りますので、男子トイレと比較して少ないということはございませんが、特に混み合って不便と感

じられるトイレがありましたら事務に相談してください。 

 

Q-25．後援会はなかなか参加できませんが、文書やホームページでお知らせ頂ければ拝見したいと思

います。今後もよろしくお願い致します。 

A-25．学生後援会の情報については、海事科学部のHP[保護者・OB の方へ]のページに掲載しますの

でご覧いただきたく存じます。 

（http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/alumni/） 

 

Q-26．創基100 周年記念行事の一つに「学生食堂の改修」があったようですが、今後どのように進め

ていかれるのかお尋ねします。 

A-26．創基１００周年の記念事業では、募金等へのご協力ありがとうございました。募金期間は本年３

月に終了いたしましたが、本年度に遅れて入金される寄付企業等があったため、まだ、活動自体は

継続状態であり、 終的な募金額の確定はもうしばらく後となります。募金額が確定後、寄付金の

使途について募金委員会にて検討されることとなります。 

 

Q-27．理学部との統合が近い将来計画されているように聞きましたが、差し支えない範囲でご説明い

ただければと思います。 

A-27．現在、神戸大学全体の経営改革の中で、全学的に海事・海洋へ向けた教育研究を柱のひとつに据
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える方向で、海事科学部の改組について検討が進められておりますが、理学部との統合などという

計画はございません。改組の内容については鋭意検討中です。 

 

Q-28．・私学に比べ学校の情報（研究や成果）の保護者への直接の開示（報告）が少ないと思います。

もう少し多くの情報を開示していただくようにお願いします。 

・もっと外へ教育内容、研究等を発信してほしい。 

A-28．ご承知のように国立大学の運営状況は年々厳しさを増し、教員だけでなく事務職員も削減傾向の

中、学生サービスの維持向上が十分に進められないのが実情です。しかしながら、学部のホームペ

ージには、教育や研究活動に関する話題や各種報告書など、各教員のページでは研究業績などの情

報が掲載されておりますので、是非ご覧ください。情報発信についてアイデア等ございましたら、

学生後援会などを利用してお知らせいただければ幸いです。 

 

Q-29．数学の授業で公立の高校では習得していない問題の解き方が多々あり、授業が分からない点が

あると聞く。その場合は私学高校出身者や浪人経験者に授業後教えてもらっていると聞く。せめて

一年生の間は、教える側も”公立”の範囲を理解、踏まえて授業を進めて欲しい。その一つの説明

で授業を理解度が変わると思われる。 

A-29．授業でわからない点を友人や先輩等に教えてもらって勉強されるのも良いですが、理解できない

点があれば、是非とも積極的に教員に直接質問してみてください。その質問をきっかけとして様々

な数学の知識や新たな数学への興味が生まれるかもしれません。また同時に、教員側も教授内容や

方法について多くの気づきを得ることができます。 
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自由記述に寄せられたご意見、ご要望等 

 

・息子が4 年生になり、卒業前に深江祭に行ってきました。深江丸の体験乗船は、約1 時間のクルージ

ング、とても贅沢なひとときでした。海事博物館の見学は、船の歴史が分かり感動しました。正直、望

んで入学した学部ではなかったのですが、今ではよかったな！と思っています。保護者みなさま、是非

深江祭への参加をお勧めします。 

 

・子どもから、大変充実した学生生活を送っていると聞いており、感謝しています。ありがとうござい

ます。 

 

・台風 21 号の被害について、地元もそれなりに被害があって、とても大変ですが、ヨット部の 10 年

ぶりの全国大会なので、協力できればと思います。他にもいろいろ問題があると思いますが、関西全体

にあることなので。とても困った事があれば出来ることなら協力したいを思います。お知らせいただけ

ればありがたいです。 

 

・本人は下宿のため、日々の様子がわかるわけではありませんが、息子本人がとても毎日が充実し、大

学での学びが楽しいと話してくれていますので、とても大切に息子を育てていただけているのだと感謝

しております。海事科学部は、元は別の大学のため、六甲キャンパスとは建物など少し古いかとも思う

ところがありますが、実習の船等はとても素晴らしく、他の大学ではなかなか見られない設備がたくさ

んある事を息子共々満足しております。今後もどうぞよろしくお願い致します。 

 

・親元を離れ、寮生活も3 年目となりました。「寮は嫌だ」を言うこともなく、なじんでいるようで安心

しております。勉学にも励んでいるようで、海技士の国家試験にも挑戦していました。大学院に進学し

ても良いと伝えていましたが、本人は就職を希望し、8 月にはインターンシップに参加して実りも多か

ったようです。今後も、健康に注意し、学生生活を楽しんでもらえたらそれで充分かと思っています。

どうぞ、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

・学習面、寮生活、サークルと充実した時間を過ごしているように思います。ありがとうございます。 

 

・息子が、遠い神戸大学に進学し一人でやっていけるか入学時は不安でしたが、就職のこともきちんと

考えているようで、今では大分成長したなあと安心しています。今後共、ご指導をよろしくお願いいた

します。 

 

・子どもが海事科学部でお世話になりありがとうございます。大学から遠方のため、大学や学部のこと

を実際に見る機会はほとんどないですが、後援会活動で積極的に保護者に情報提供等してくださり、学

生のことを考えて頂ける大学だと感じます。 
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・現在は休学中で、海外での生活が1 年半です。その中で、様々な国の方と交流をもち、異文化に触れ、

一人で生活しております。休学 2 年目においては、海外からのやりとりの中で、先生・職員の方に大変

お世話になりました。また、お仕事でたまたま息子の滞在地に来られた先生とお会いすることができ、

多くの学生がおられる中で、細やかに見ていただいているのかなと思い親としてはうれしく思っていま

す。来年の春には、3 回生として、学校に戻る予定ですが、これからはやはり世界で活躍できるよう、

語学はもちろん、広い視野がもてるようになってほしいと思います。 

 

・8 月に日本丸にて乗船実習を行ってきまして、精神的にも強くなったと感じております。素晴らしい

実習だと聞き、海技教育機構の方にも大変お世話になりました。厚くお礼申し上げます。 

 

・今後もさらなる発展を！ 

 

・このようなアンケートがあり、大変感謝しております。もう大人ですので、本人からの細かな報告な

どはなく、学生生活等全く知る術がなく心配だけでしたが、少し見えた気がします。分野は特定せず、

海に関する勉強を希望し、また山があり海がある街を希望し志望校を絞って進路を考え神戸になりまし

た。実家からは遠く、なかなか様子も分からず、行事にも伺うことは難しいですが、学内外の方々のお

世話になり自立・成長していくことと遠くから案じております。卒業までには是非、何かの後援会行事

には参加してみたいと思っております。 

 

・世界中のどこの国に行っても通用する人材を育ててほしい。日本の財産になると思います。 

 

・自宅が遠方のため、学校生活が全く分かりません。成績表で単位は取っていることがわかるぐらいで

す。万が一問題となる行動がありましたら、お知らせいただけると助かります。 

 

・いつも息子がお世話になっています。海事科学部に入学し、早 3 年が経とうとしています。特殊な学

部に不安を感じながら見守って参りましたが、親の不安をよそに航海士への道を進む息子。本人の口か

らも何度も航海マネジメントコースに入ったことを良かったと聞くことがあり、充実した大学生活を送

らせて頂いているのだと感じ、ありがたく思っております。まだまだ道のりは遠いですが、ご指導をよ

ろしくお願いします。特に先輩方からの話を聞く機会がある事で将来への希望、夢が湧いている様で生

き生きと話をしてくれる姿に嬉しく思います。 

 

・子どもからの話によると、あまり意欲のない学生さんも多いとのことでした。しかし、それはどの大

学も同じ位の割合でいると思います。ここに在学しているのであれば、どこかで自分の意志で決めたこ

となので、そこに責任を持って楽しさを感じるよう日々過ごしてもらったらいいのになと思います。先

生方もどんな学生でも頑張る気になれるよう、授業や研究をしてくださったらうれしいです。ここでさ

れている内容は、他にないものだったり、特殊だと思うので、もっとアピールされていいのではないで
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しょうか。さらなる発展を願います。 

 

・昨年出席させていただき、学部の流れが少し分かりました。特殊な学部なので持続してください。 

 

・実験、実習をできるだけ多く体験し、座学の理解度を効率良く深めることができるのが貴学部の座学

のメリットと思うので、実習と座学のバランスを良く考えたカリキュラムをお願いします。 

 

・海事科学部は、大学ではあるが専門学校のような実学を身につける学部である。それは、医、歯、薬、

獣医などと同じ。専門的な知識や技術をより一層深めることに期待する。 


