
アンケート作成／回答

タイトル
学生生活実態調査(2017)【所要時間8分】 Questionnaire of Actual Conditions of
Student Life (2017)【It takes 8 minutes】

アンケートの目的

今後の学生支援の参考にしたいと考えていますので，アンケートにぜひご協力ください。
Please cooperate with the questionnaire.
Hiroshima University will refer to the result of the questionnaire for future students
support.

回答状態 未回答

※このアンケートは「記名式」です。

1:大学生活において何を大切にしていますか。　What do you value in the university life?
【8個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

 勉強・研究　Learning and research1. 
クラブ・サークル活動　Club/circle activities2.
友人関係　Friendship3.
趣味・娯楽　Hobbies and entertainment4.
アルバイト　Part time work5.
将来に備えた資格取得等　Qualification acquisition etc. to prepare for the future6.
その他　Other7.
特になし　Nothing in particular8.

2:学内外のクラブやサークル活動に参加していますか。（複数回答可）　Do you participate in any club and circle
activities in/outside school? (Multiple answers possible)
【7個の選択肢から選んでください（6個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SEVEN choices (It is possible to choose up to SIX)】 (Required question)

本学のスポーツ系クラブ・サークルに参加している　I participate in sports clubs and circles of the university1.
本学の文化系クラブ・サークルに参加している　I participate in cultural clubs and circles of the university2.
本学の音楽系クラブ・サークルに参加している　I participate in music clubs and circles of the university3.
 学外のスポーツ系クラブ・サークルに参加している　I participate in sports clubs and circles outside of the

university
4. 

 学外の文化系クラブ・サークルに参加している　I participate in cultural clubs and circles outside of the
university

5. 

学外の音楽系クラブ・サークルに参加している　I participate in music clubs and circles outside of the university6.
参加していない　I'm not participating in any club activities7.

3:大学祭，ゆかたまつり，フェニックスリレーマラソン等の大学の行事に参加したことがありますか。　Have you ever
participated in university events such as the university festival, the yukata festival, the phoenix long distance
relay marathon, etc?
【3個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from THREE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

 主催者側（役員，模擬店，ステージ発表等）や選手等で積極的にこれらイベントに関わった　I have participated
actively in these events as an organizer (staff, refreshment booth, stage announcement, etc.) and/or performer,
athlete etc.

1. 

 見物や応援等でこれらイベントに関わったことがある　I have participated in these events as a spectator,
supporter etc.

2. 

上記いずれにも参加したことがない　I have not participated in any of the above-mentioned manners3.

4:ボランティア活動や地域の活動に参加したことがありますか。（複数回答可）　Have you ever participated in
volunteer and community activities? (Multiple answers possible)
【6個の選択肢から選んでください（5個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to FIVE)】 (Required question)

ボランティア活動　Volunteer activity1.
国際交流活動　International exchange activity2.
地域活動（町内会等の活動）　Community activity (neighborhood association activity, etc.)3.
学外のクラブ・サークル活動　Club and circle activity ouside of the university4.
その他　Other5.
参加したことがない　I haven't participated in any such activities6.

5:入学後何らかのアルバイトに就業したことがありますか。（複数回答可）　Have you ever engaged in part-time
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work after entering the university? (Multiple answers possible)
【8個の選択肢から選んでください（7個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to SEVEN)】 (Required question)

 アルバイトをしたことがない　→　（設問８へ）　I haven't done any part-time work 　→　 (to question 8)1. 
家庭教師をしたことがある（している）　I used to be/am a tutor2.
塾・予備校の講師をしたことがある（している）　I used to be/am a lecturer in a private school/prep school3.
 一般事務のアルバイトをしたことがある（している）　I have/am engaged in general office work related part-time

work
4. 

 調査･技術のアルバイトをしたことがある（している）　I have/am engaged in research and technology related
part-time work

5. 

 販売・サービスのアルバイトをしたことがある（している）　I have/am engaged in sales and service related part-
time work

6. 

 飲食・接客のアルバイトををしたことがある（している）　I have/am engaged in food and serving related part-time
work

7. 

 重労働・危険作業のアルバイトをしたことがある（している）　I have/am engaged in heavy labor and hazardous
work related part-time work

8. 

6:アルバイトの主な目的は何ですか。（複数回答可）　What's your main purpose of doing part-time work?
【6個の選択肢から選んでください（6個まで選べます）】

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to SIX)】

学費・生活費　Tuition fees and living expenses1.
サークル活動　Circle activity2.
高額商品等購入のため　For purchase expensive products, etc.3.
趣味・娯楽　Hobby and entertainment4.
就職準備や社会経験のため　For employment preparation and the social experience5.
その他　Other6.

7:一週間あたりアルバイトを何時間していますか。「平日」は選択肢1～4から，「週末・休日」は選択肢5～8から一つず
つ選択してください。　How many hours in a week do you work part-time?　Please choose the appropriate
answer for both "Weekdays" and "Weekends/Holidays". The answer must be chosen from option 1 to 4 for
"Weekdays" and from option 5 to 8 for "Weekends/Holidays"
【8個の選択肢から選んでください（2個まで選べます）】

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to TWO)】

平日：０時間～１時間未満　Weekdays: no work or less than 1 hour1.
平日：１時間以上～６時間未満　Weekdays: 1 hour ～ less than 6 hours2.
平日：６時間以上～１２時間未満　Weekdays: 6 hours ～ less than 12 hours3.
平日：１２時間以上　Weekdays: 12 hours or more4.
週末・休日：０時間～１時間未満　Weekends/Holidays: no work or less than 1 hour5.
週末・休日：１時間以上～６時間未満　Weekends/Holidays: 1 hour ～ less than 6 hours6.
週末・休日：６時間以上～１２時間未満　Weekends/Holidays: 6 hours ～ less than 12 hours7.
週末・休日：１２時間以上　Weekends/Holidays: 12 hours or more8.

8:一日に大学構内にどれくらいの時間滞在していますか。　How much time do you spend on the campus of the
university in a day?
【4個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FOUR choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

１時間未満　Less than 1 hour1.
１時間以上～３時間未満　1 hour ～ less than 3 hours2.
３時間以上～６時間未満　3 hours ～ less than 6 hours3.
６時間以上　6 hours or more4.

9:大学構内の滞在時間のうち，１番多く滞在している場所はどこですか。　Where do you spend the most time on
the university campus?
【8個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

教室　Classroom1.
研究室・実験室等　Study room and laboratory, etc.2.
図書館　Library3.
サークル棟・課外活動施設等　Circle building/extracurricular activities facilities, etc.4.
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 食堂・喫茶・売店等の福利施設　Welfare facilities such as dining halls, cafeterias, and shops5. 
 学生プラザ１階等のフリースペースや多目的室　Free space and multipurpose room (such as the first floor in

student plaza, etc.)
6. 

構内の緑地・野外施設　Green space/outdoor facilities in premises7.
その他　Other8.

10:大学構内の滞在時間のうち，２番目に多く滞在している場所はどこですか。　 Where do you spend the second-
most time on the university campus?
【8個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

教室　Classroom1.
研究室・実験室等　Study room and laboratory, etc.2.
図書館　Library3.
サークル棟・課外活動施設等　Circle building/extracurricular activities facilities, etc.4.
食堂・喫茶・売店等の福利施設　Welfare facilities such as dining halls, cafeterias, and shops5.
 学生プラザ１階等のフリースペースや多目的室　Free space and multipurpose room (such as the first floor in

student plaza, etc.)
6. 

構内の緑地・野外施設　Green space/outdoor facilities in premises7.
その他　Other8.

一時保存推奨
Please save your answers temporary.

11:大学構内にくつろいで過ごせる場所がありますか。（複数回答可） Is there a place where you can relax in the
university campus? (Multiple answers possible)
【9個の選択肢から選んでください（8個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from NINE choices (It is possible to choose up to EIGHT)】 (Required question)

教室　Classroom1.
研究室・実験室等　Study room and laboratory, etc.2.
図書館　Library3.
サークル棟・課外活動施設等　Circle building/extracurricular activities facilities, etc.4.
食堂・喫茶・売店等の福利施設　Welfare facilities such as dining halls, cafeterias, and shops5.
 学生プラザ１階等のフリースペースや多目的室　Free space and multipurpose room (such as the first floor in

student plaza, etc.)
6. 

構内の緑地・野外施設　 Green space/outdoor facilities in premises7.
その他　Other8.
ない　None9.

12:1ヶ月の収入はいくらですか。 How much is your income for one month?
【5個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

２万円未満　Less than 20,000 yen1.
２万円以上～５万円未満　20,000 yen ～ less than 50,000 yen2.
５万円以上～１０万円未満　50,000 yen ～ less than 100,000 yen3.
１０万円以上～１５万円未満　100,000 yen ～ less than 150,000 yen4.
１５万円以上　150,000 yen or more5.

13:1ヶ月の収入のうち１番多い収入は，次のどれですか。　From the following items, which is the main sourse of
your monthly income?
【5個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

家庭からの給付　Payment from family1.
奨学金　Scholarship2.
就労・アルバイト　Employment or part-time job3.
借金・ローン　Loan4.
その他　Other5.

14:１ヶ月の収入のうち，２番目に多い収入は，次のどれですか。　From the following items, which is the second-
main source of your monthly income?
【6個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

- 49 -



 家庭からの給付　Payment from family1. 
奨学金　Scholarship2.
就労・アルバイト　Employment or part-time job3.
借金・ローン　Loan4.
その他　Other5.
 設問１３で回答したもの以外の収入はない　There are no other sources of income other than what was

answered in question 13
6. 

15:１ヶ月の収入のうち，３番目に多い収入は，次のどれですか。　From the following items, which is the third-
main source of your monthly income?
【6個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

家庭からの給付　Payment from family1.
奨学金　Scholarship2.
就労・アルバイト　Employment or part-time job3.
借金・ローン　Loan4.
その他　 Other5.
 設問１３，１４で回答したもの以外の収入はない　There are no other souce of income other than what was

answered in question 13 and 14
6. 

16:１ヶ月の支出はいくらですか。 How much is your monthly expenditure?
【5個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

２万円未満　Less than 20,000 yen1.
２万円以上～５万円未満　20,000 yen ～ less than 50,000 yen2.
５万円以上～１０万円未満　50,000 yen ～ less than 100,000 yen3.
１０万円以上～１５万円未満　100,000 yen ～ less than 150,000 yen4.
１５万円以上　150,000 yen or more5.

17:１ヶ月の支出のうち，１番多く必要とする経費は何ですか。ただし，授業料は含みません。　What is the largest
expenditure among your monthly expenses? (excluding tuition fees)
【6個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

住居費（アパート等の家賃）　Housing expense (rent etc.)1.
生活費（衣食住に必要な経費）　Living expense (necessary expense for food, clothing and shelter)2.
修学費（授業料は含まない）　Study expense (excluding tuition fees)3.
サークル等課外活動　 Extracurricular activities such as circles4.
娯楽費　Entertainment expense5.
その他　Other6.

18:１ヶ月の支出のうち，２番目に多く必要とする経費は何ですか。ただし，授業料は含みません。　What is the
second largest expenditure among your monthly expenses? (excluding tuition fees)
【6個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up toONE)】 (Required question)

住居費（アパート等の家賃）　Housing expense (rent etc.)1.
生活費（衣食住に必要な経費）　Living expense (necessary expense for food, clothing and shelter)2.
修学費（授業料は含まない）　Study expense (excluding tuition fees)3.
サークル等課外活動　Extracurricular activities such as circles4.
娯楽費　Entertainment expense5.
その他　Other6.

19:１ヶ月の支出のうち，３番目に多く必要とする経費は何ですか。ただし，授業料は含みません。　What is the third
largest expenditure among your monthly expenses? (excluding tuition fees)
【6個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

住居費（アパート等の家賃）　Housing expense (rent etc.)1.
生活費（衣食住に必要な経費）　Living expense (necessary expense for food, clothing and shelter)2.
修学費（授業料は含まない）　Study expense (excluding tuition fees)3.
サークル等課外活動　Extracurricular activities such as circles4.
娯楽費　Entertainment expense5.
その他　Other6.
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20:授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業（講義・演習・実験・実習若しくは実技）の出席にあてていま
すか。　On average, how much time do you spend in class (lectures, seminars, experiments, practical training
course etc.) on a weekly basis?
【8個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

０時間　Zero hours1.
５時間未満（０時間含まない）　Less than 5 hours (Zero hours is excluded)2.
５時間以上～１０時間未満　5 hours ～ less than 10 hours3.
１０時間以上～１５時間未満　10 hours ～ less than 15 hours4.
１５時間以上～２０時間未満　15 hours ～ less than 20 hours5.
２０時間以上～２５時間未満　20 hours ～ less than 25 hours6.
２５時間以上～３０時間未満　25 hours ～ less than 30 hours7.
３０時間以上　30 hours or more8.

一時保存推奨
Please save your answers temporary.

21:授業期間中，平均して1週間でどれくらいの時間を授業（講義・演習・実験・実習若しくは実技）の課題，準備・復習
などにあてていますか。　On average, how much time do you spend on assignments, reviews, and preparation
for class, lectures etc. on a weekly basis?
【8個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

０時間　Zero hours1.
５時間未満（０時間含まない）　Less than 5 hours (Zero hours is excluded)2.
５時間以上～１０時間未満　5 hours ～ less than 10 hours3.
１０時間以上～１５時間未満　10 hours ～ less than 15 hours4.
１５時間以上～２０時間未満　15 hours ～ less than 20 hours5.
２０時間以上～２５時間未満　20 hours ～ less than 25 hours6.
２５時間以上～３０時間未満　25 hours ～ less than 30 hours7.
３０時間以上　30 hours or more8.

22:授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業とは関係のない自主的な学習にあてていますか。　On
average, how much time do you spend on independent study that is unrelated to class work on a weekly
basis?
【8個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

０時間　Zero hours1.
５時間未満（０時間含まない）　Less than 5 hours (Zero hours is excluded)2.
５時間以上～１０時間未満　5 hours ～ less than 10 hours3.
１０時間以上～１５時間未満　10 hours ～ less than 15 hours4.
１５時間以上～２０時間未満　15 hours ～ less than 20 hours5.
２０時間以上～２５時間未満　20 hours ～ less than 25 hours6.
２５時間以上～３０時間未満　25 hours ～ less than 30 hours7.
３０時間以上　30 hours or more8.

23:所有もしくは専有物がありますか。（複数回答可）　Which of the following items do you possess or have access
to? (Multiple answers possible)
【8個の選択肢から選んでください（8個まで選べます）】

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to EIGHT)】

自動車　Car1.
オートバイ　Motorcycle2.
原付・スクーター　Moped/scooter3.
自転車　Bicycle4.
携帯電話　Mobile phone5.
ルームエアコン　Room air conditioner6.
ネットに接続できるパソコン　Personal computer that can connect to the internet7.
ipodなどの携帯音楽プレーヤー　Portable music player such as ipod8.

24:Facebook・mixi ・LINE・Twitter等のSNS（Social Network Service）を1日でどれくらいの時間使用していますか。
　How much time do you spend on SNS (Social Net Service) networks such as Facebook, mixi, LINE, Twitter
etc. in a day?
【5個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

- 51 -



【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

 使用していない　I don't use SNS services1. 
１時間未満（０時間含まない）　Less than 1 hour (Zero hours is excluded)2.
１時間以上～２時間未満　1 hour ～ less than 2 hours3.
２時間以上～３時間未満　2 hours ～ less than 3 hours4.
３時間以上　3 hours or more5.

25:学生生活において，何らかの犯罪や民事上の被害・トラブルを経験したことがありますか。（複数回答可）　Have
you experienced any crimes, harassment, or civil troubles in your student life? (Multiple answers possible)
【10個の選択肢から選んでください（9個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from TEN choices (It is possible to choose up to NINE)】 (Required question)

マルチ商法・悪徳販売による被害　Victim of multi-level marketing and/or unscrupulous sales1.
アルバイト先での賃金未払いや不当解雇の被害　Victim of unfair dismissal and/or unpaid wages at work2.
セクハラ，ストーカー等の性的犯罪の被害　Victim of a sexual crime such as sexual harassment, stalker, etc.3.
 ３．以外のハラスメント　Victim of some other form of harassment other than above mentioned (academic, racial

etc.)
4. 

窃盗，強盗による盗難の被害　Victim of theft, robbery etc.5.
けんか等の暴行被害　Assault victim of a fight etc.6.
アルコールの痛飲による急性アルコール中毒　Acute alcohol poisoning by drinking7.
インターネット上でのトラブルに関すること　Trouble on the Internet8.
その他　Other9.
被害にあったことがない　I haven't been a victim10.

26:在学中交通事故に遭ったことがありますか。（複数回答可）　Have you ever been involved in a traffic accident
while attending school? (Multiple answers possible)
【6個の選択肢から選んでください（5個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to FIVE)】 (Required question)

ある（自転車）　Yes (Bicycle)1.
ある（バイク）　Yes (Motorcycle)2.
ある（自動車）　Yes (Car)3.
ある（歩行者）　Yes (Pedestrian)4.
ある（その他）　Yes (Other)5.
遭ったことがない　I haven't encountered an accident6.

27:喫煙の習慣がありますか。１日に吸う本数をお答えください。　Do you smoke? If so, please answer the average
number of cigarettes you smoke in a day
【5個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

吸わない　I don't smoke1.
１～５本　1～5 cigarettes2.
６～１０本　6～10 cigarettes3.
１１～１５本　11～15 cigarettes4.
１６本以上　More than 16 cigarettes5.

28:飲酒の習慣がありますか。１週間に飲む日数でお答えください。　Do you have a habit of drinking? If so, please
answer the average number of days you drink in one week
【5個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

０日（ほとんど飲まない）　0 day (hardly drink)1.
１日以内　One day2.
２日　Two days3.
３日　Three days4.
４日以上　More than four days5.

29:薬物（大麻等・覚醒剤）や危険ドラッグ等について，該当するものを選択してください。（授業・研究目的のものは除
く）（複数回答可）　Please select the corresponding answer about substances (marijuana, other stimulants) and
dangerous drugs, etc. (Substances used in class and for research purposes are excluded) (Multiple answers
possible)
【4個の選択肢から選んでください（3個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FOUR choices (It is possible to choose up to THREE)】 (Required question)
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 見たり聞いたりしたことはない　I haven't seen or heard about it1. 
 自分の周囲で薬物や危険ドラッグ等を所持又は使用している人を見たり，聞いたりしたことがある　I have

seen/heard about people who have or are using such substances and dangerous drugs etc. in my environment
2. 

 自分の周囲から使用や栽培を誘われたことがある　I have been invited by people in my environment to use
and/or cultivate such substances

3. 

入手する方法を具体的に知っている　I know specifically how to get it4.

30:授業以外の学生生活を充実して過ごしていますか。　Have you spent an enriched/fulfilling student life outside
the classroom?
【5個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

とても充実している　Strongly enriched1.
やや充実している　A little enriched2.
普通である　It is so-so3.
あまり充実していない　Not so enriched4.
全く充実していない　Not enriched at all5.

一時保存推奨
Please save your answers temporary.

31:授業以外の学生生活に関して，大学側のサポート（支援）体制やサービス内容・メニューは，全般的に見て充分だ
と思いますか。　Outside of classroom support, do you think that the university support and service system
relating to student's lives are sufficient?
【4個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FOUR choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

充分である　It's sufficient1.
普通　It's so-so2.
充分でない　It's not sufficient3.
わからない　I don't know4.

32:学生生活の中で悩みがありますか。（複数回答可）　Do you have any trouble or worries - in your student life?
　(Multiple answers possible)
【10個の選択肢から選んでください（9個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from TEN choices (It is possible to choose up to NINE)】 (Required question)

修学上のこと　Study1.
クラブ・サークル活動のこと　Club and circle activity2.
将来（進路）のこと　Future (expected plans)3.
家庭のこと　Family4.
経済的なこと　Economy5.
食生活や健康上のこと　Dietary habits and Health6.
人間関係のこと　Human relations7.
自分の性格など　Your own personality etc.8.
その他　Other9.
悩みはない　None10.

33:修学や学生生活に関して相談するチューター教員がいますが，チューターに相談したことがありますか。相談したこ
とがある場合は，相談内容を選択してください。（複数選択可）　Have you consulted with educaiton tutors about
your study and/or student life? If so, please select the content of the consultation (Multiple answers possible)
【5個の選択肢から選んでください（4個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to FOUR)】 (Required question)

相談したことがない　I haven't consulted1.
修学について相談したことがある　I have consulted about study2.
学生生活について相談したことがある　I have consulted about student life3.
進路について相談したことがある　I have consulted about future plans4.
相談したことがある（その他）　I have consulted (Other affairs)5.

34:現在の健康状態はどうですか。（複数回答可）　How is your present health condition? (Multiple answers
possible)
【9個の選択肢から選んでください（8個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from NINE choices (It is possible to choose up to EIGHT)】 (Required question)
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 特に問題ない　There are no particular problems1. 
よく眠れないことが２週間以上続いている　Not sleeping well (continuing for two weeks or more)2.
身体がだるい　 Feeling constantly tired/languid3.
頭痛，肩こりがある　Headaches and stiff shoulders4.
胃腸の調子が悪い　A bad condition of stomach and intestines5.
動悸がする　Heart palpitations6.
対人緊張が強くて困っている　Troubles with strong interpersonal tension7.
イライラして落ち着かない　I get irritated and can't calm down8.
その他　Other9.

35:身体面，心理面で何か悩みが生じた場合には，解消に向けてどうしますか。（複数回答可）　In the case of
trouble, what do you do to resolve physical and psychological problems? (Multiple answers possible)
【9個の選択肢から選んでください（8個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from NINE choices (It is possible to choose up to EIGHT)】 (Required question)

保健管理センターに相談する　I consult the Health Service Center1.
「何でも相談」に相談する　I consult the "Conｓultation counter for anything"2.
教員に相談する　I consult a teacher3.
先輩や友人に相談する　I consult a senior or friend4.
家族に相談する　I consult family5.
医療機関に相談する　I consult a doctor/medical institution6.
自分だけで考える　I think on my own7.
どうすべきかわからない　I don't know what to do8.
その他　Other9.

36:友人についてお尋ねします。（複数回答可）　Please answer about your friends (Multiple answers possible)
【7個の選択肢から選んでください（6個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SEVEN choices (It is possible to choose up to SIX)】 (Required question)

いろいろなことを話せる友人がいる　I have friends/a friend with whom I can speak to about anything1.
楽しみや夢を共有できる友人がいる　I have friends/a friend with whom I can share enjoyment and dreams2.
 試験・勉強などで困った時，相談できる友人がいる　I have friends/a friend with whom I can talk to when I'm

troubled with exams and study, etc.
3. 

悩みを相談できる友人がいる　I have friends/a friend with whom I can consult about my anxieties4.
大学の中で誰とも話さずに帰ることが多い　I often go home without speaking with anyone at the university5.
人付き合いが苦手で孤独である　I am not good at socializing and often feel lonely6.
ひとりでいて楽しめる　I can enjoy being alone7.

37:教員についてお尋ねします。（複数回答可）　Please answer about your teachers (Multiple answers possible)
【7個の選択肢から選んでください（6個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SEVEN choices (It is possible to choose up to SIX)】 (Required question)

大学の中に尊敬できる教員がいる　There is a teacher who I respect in the university1.
自分のことを理解してくれている教員がいる　There is a teacher who understands me2.
困った時に相談できる教員がいる　There is a teacher with whom I can consult when I'm in trouble3.
楽しみにしている授業がある　There is a class which I look forwaｒd to4.
教員との関係で困っていることがある　I am troubled by a relationship with a teacher5.
教員とのコミュニケーションの取り方が分からない　I don't know how to communicate with a teacher6.
教員との関わりが特にない　I don't have any particular relationship with my teachers7.

38:「学生プラザ1階のフリースペース」や「西第1福利会館」の集会室を利用したことがありますか。利用している場合，
どのくらいの頻度で利用しますか。　Have you ever used the "Free space on the first floor in the Student
Plaza" and/or the "Meeting room on the first floor of the west welfare hall"? If so, please answer how often
you use it
【6個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

週４日以上　Four or more days a week1.
週２日以上　Two or more days a week2.
週１日以上　One or more days a week3.
月１回以上　One or more days a month4.
 利用したことはあるが，上記ほどの回数ではない　I have used it, but not with any of the above-mentioned

frequencies
5. 

利用したことがない　I haven't used it6.
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39:所属学部・研究科の学生支援室の対応について，印象や満足度を教えてください。　Please answer about your
impressions and satisfaction rating in regard to the response of the Student Support Office of your particular
school/graduate school
【6個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

満足である　Satisfied1.
どちらかといえば満足である　Mostly satisfied2.
普通　So-so3.
どちらかといえば不満である　A little dissatisfied4.
不満である　Not satisfied5.
利用したり接触したことがないのでわからない　I don't know because I haven't used or contacted it6.

40:学生プラザの学生支援部門の対応について，印象や満足度を教えてください。　Please answer about your
impressions and satisfaction rating in regard to the response of the Student Support Department in the
Student Plaza
【6個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from SIX choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

満足である　Satisfied1.
どちらかといえば満足である　Mostly satisfied2.
普通　So-so3.
どちらかといえば不満である　A little dissatisfied4.
不満である　Not satisfied5.
利用したり接触したことがないのでわからない　I don't know because I haven't used or contacted with it6.

一時保存推奨
Please save your answers temporary.

41:本学での教育・学習，学生生活などに関して，全体として「良い」，「楽しい」と感じるなど，満足していますか。　How
satisfied are you with your education, study, and general student life etc. at this university? (In terms of
enjoyableness, quality of education, etc.)
【5個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FIVE choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

満足である　Satisfied1.
どちらかといえば満足である　Mostly satisfied2.
普通　So-so3.
どちらかといえば不満である　A little dissatisfied4.
不満である　Not satisfied5.

42:居住形態を教えてください。　Please answer about your residence status
【4個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from FOUR choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

自宅　Home1.
賃貸アパート・マンション等　Rented accommodation (apartment, etc.)2.
本学学生宿舎又は国際交流会館　University student dormitory or International House3.
その他　Other4.

43:通学方法を教えてください。（複数回答可）　Please answer about your method of commuting to school
(Multiple answers possible)
【8個の選択肢から選んでください（8個まで選べます）】 (回答必須)

【Please choose from EIGHT choices (It is possible to choose up to EIGHT)】 (Required question)

徒歩　Walking1.
自転車　Bicycle2.
原付・バイク　Moped/motorcycle3.
自動車　Car4.
バス　Bus5.
ＪＲ　JR6.
広電電車　Hiroden train7.
その他　Other8.

44:本学に最も伝えたいこと（要望・意見等）を，選択肢の中から１つ選ぶとしたらどれですか。　If you had to pick one
thing that you would want to convey requests and opinions, etc. about to the university, which would it be?
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【10個の選択肢から選んでください（1個まで選べます）】

【Please choose from TEN choices (It is possible to choose up to ONE)】 (Required question)

 学内行事等に関すること　About school events1. 
課外活動に関すること　About extracurricular activities2.
 施設・設備に関すること（学生プラザ，駐輪場，課外活動施設等）　About facilities and equipment (Student

Plaza, bicycle-parking space, extracurricular activities facilities, etc.)
3. 

福利厚生に関すること（生協，貸出物品等）　About the welfare facilities (Coop and lending article, etc.)4.
就職・資格取得に関すること　About employment and qualification acquisition5.
授業料・奨学金等経済支援に関すること　About economic support such as tuition fees and scholarships, etc.6.
 学内の治安や規範（マナー・モラル等）に関すること　About the public peace and the standard of manners and

moralities etc. on campus
7. 

相談体制・保健管理センターに関すること　About the consultation system and the Health Service Center8.
本アンケートに関すること　About this questionnaire9.
その他　Other10.

一時保存推奨
Please save your answers temporary.

45:「設問４４」で選んだ本学に最も伝えたいことについて，意見・要望があれば自由に記入してください。（ただし，個人
の特定ができる記載はしないでください)　About the option chosen in "Question 44"of things you wish to convey
to the university, please feel free to write any opinions, suggestions, and requests etc. （Please do not write a
description that can identify individuals）
【記述式  1000文字以内】

【 Narrative form, within 1000 characters 】
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