女子が多い

５票

４位

不真面目な人が多い

４票

５位

忙しい

２票

26.5％
男子

14.8％
Q5

回答した人数 ７６人

Q.5 理科大に入って良かった？

「わからない」

５０． ６％

「はい」

４６． ８％

２． ５％
「いいえ」

回答した人数 ７９人

となりうる。
ンパス在籍の人で「神楽坂
しかし、悪い意見ばかり においしそうなお店がたく
ではない。本学は理系大学 さんある」や、葛飾キャン
であり「設備が充実してい パス在籍の人で「図書館が
る」
、
「図書館、ターミナル きれい」など各キャンパス
室がきれい」といった意見 特有の理由も見られ、新入
もあり、設備の面で学生は 生がそれぞれのキャンパス
非常に充実した環境で過ご で充実した生活を送ってい
すことができているとわか ることがうかがえる。
また、
る。実際、ターミナル室で 「二浪を回避した」という
はパソコンを使うことがで 切実な意見も寄せられ、新
き、印刷も無料のため有効 入生が本学に入学してます
活用してほしい。
ます成長していくことを純
理
. 科大に入って良かっ 粋に願う。
た？
はい、もしくはまだわか
本学に入学した新入生
らない、と答えた人がそれ は、不平不満もあるようだ
ぞれ半数を占め、いいえと が、大学生活に満足してい
回答する人はほぼいなかっ る人が多い。その生活の中
た。まだわからない、と答 で新しい友人に出会い、取
えた人の理由は「まだ日数 り組みをしたり、と新しい
が経っていないため具体的 ことばかりである。しかし
にどういった学生生活なの 今の生活は大学生のときに
かわからないため」と答え しか味わうことができない
る人が数多くいた。
一方で、 貴重な期間である。ぜひ新
はい、と答えた理由は、
「友 しいことに挑戦して、多く
人が多くできた」
、
「サーク の経験を得てほしい。
ルが楽しい」
、
「興味のある
ことを勉強することができ ＊インタビューにご協力い
る」といった意見が多く見 ただき誠にありがとうござ
られた。他方、神楽坂キャ いました。

女子

に聞いてみた！

３位

36

22

理科大は忙しい ？

６票

「出来そう」 と回答した人の割合
13

4

恋人 はできそう？

おしゃれな人が多い

Q.3 彼氏 ・ 彼女は出来そう？
Q4

た の は 人、で き な さ そ
うと回答したのは 人、女
子で彼氏ができそうと答え
た の は 人、で き な さ そ
うと回答したのは 人とい
う結果になった。できそう
と回答した数の方が少数意
見となっている。一方、で
きなさそうと回答した人の
方が男女ともにかなり多数
となっている。しかし、互
いにそう思っているのでア
クションを起こせばできる
チャンスも大いにあるだろ
う。今回のアンケートを見
て、少しでも自信をもって
恋愛してほしい。
ど
. んなところで理科大
だと感じた？
この質問で多く寄せられ
た意見は「祝日に授業があ
る」
、
「夏休みの日数を知っ
たとき」など高校までと違
い、祝日にもかかわらず授
業が通常通りある場合が多
く、夏休みも他大学に比べ
て短くなっている。また、
「レポートで土日が潰れる」
と回答する学科もあり、ま
すます学校への不満が浮か
び上がっていく要因の一つ

うイベントが行われてい
る。チェックシャツを着た
学生が多くみられ、本学と
チェックシャツとの繋がり
が深いことを実感すること
となるだろう。
ど
. んな同級生（友達）
ができた。
やはり「真面目」や「趣
味が合う」などの回答が多
く、同じ道を進んできた者
同士気も合うのだろう。な
ので、友達をもっと作りた
い人は積極的に話してみる
と意外とすぐに意気投合す
ることもあるので、ぜひ行
動に移してほしい。
また「他県」
、
「外国人」
というのは大学生らしい回
答といえる。地方から上京
してきた学生も多く、一人
暮らしをする人は少なくな
い。また、留学制度がある
ために大学には他国籍の学
生もいるため、日本以外の
国の人と話す貴重な機会が
得られるだろう。
彼
. 氏、 彼 女 は で き そ
う？
新入生全体の内、男子で
彼女ができそうと回答し

８０人
回答した人数

Q2

２位

いえる。経営学部があるも
のの、東京理科大学という
名前からもわかるように理
系大学ということは明らか
だ。理系の学生のイメージ
としてチェックシャツは広
く根付いているため、まさ
に本学は数多くの学生が着
ているのだと思われている
のだろう。しかし実際には
回答にもあるようにキャン
パスを歩いていて、そこま
で頻繁に目撃するわけでは
ない。だが、某大学の浴衣
デーに合わせて本学では
チェックシャツデーとい

着ている人が少ない

科もあり、多種多様な学生
が輩出されそうである。ま
た、今年度より久喜キャン
パスから神楽坂キャンパス
へ移転した経営学部の学生
は「女子が多い」
、
「明るい
感じ」などステレオタイプ
ではあるが、理系にはなか
なか見られない華やかさを
感じられる。
他に多く得た回答として
非常に興味深いものを取
り上げる。
「チェックシャ
ツが少ない」
。この回答は
他大学で行っても得られな
い、本学ならではのものと

９票
１位 チェックシャツを

Q3

１年生

Q1

ついこの前まで咲いてい
た桜が散り、間もなく夏が
訪れようとしている。今年
も入学式が終わり、あっと
いう間に時間が過ぎたこと
がうかがえる。短い期間で
はあるが、新入生はいかに
して過ごしてきたのだろ
う。まだまだわからないこ
とが多く、不安や焦りもあ
ると思うが、新しい日々を
友と過ごし、熱心にサーク
ル活動や勉学に取り組むこ
とで充実した大学生活を
送っている新入生も数多く
いるはずだ。逆に、５月病
で大学に来なくなる学生も
出てきたころであろうか。
いずれにせよ、この数カ月
間の過ごし方は人それぞれ
で大学に対する思いも徐々
に変わってきたことだろ
う。そこで今回は、新入生
名に対し、本学に入学し
てからどのような大学生活
を送っているか「理科大ど
う？」というインタビュー
を行った。インタビュー内
容は、以下の五つ。これら
の回答をそれぞれいくつか
紹介していく。
80

思
. ったより理科大は○
○だった。
この質問に対しては、ば
らつきがあり勉強に関して
は「忙しい」
、「授業が大変」
と回答する学科が多かった
が、
一方では「緩い」や「忙
しくなさそう」と答える学

Q.1 思ったより理科大は○○だった

[４]

４５２号
水曜日
２０１6 年６月１日

