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ⅢⅢⅢⅢ    資料資料資料資料    学生生活実態調査アンケート項目（もみじ画面）学生生活実態調査アンケート項目（もみじ画面）学生生活実態調査アンケート項目（もみじ画面）学生生活実態調査アンケート項目（もみじ画面） 

 

アンケート作成／回答  

 

タイトルタイトルタイトルタイトル        学生生活実態調査（学生生活実態調査（学生生活実態調査（学生生活実態調査（2012201220122012））））     

アンケートの目的アンケートの目的アンケートの目的アンケートの目的    

広島大学では，学生生活での現状や，大学や周囲による支援，学内施設や学生サー広島大学では，学生生活での現状や，大学や周囲による支援，学内施設や学生サー広島大学では，学生生活での現状や，大学や周囲による支援，学内施設や学生サー広島大学では，学生生活での現状や，大学や周囲による支援，学内施設や学生サー

ビスなどの面で改良すべき事柄を把握するためのアンケートを行います。ビスなどの面で改良すべき事柄を把握するためのアンケートを行います。ビスなどの面で改良すべき事柄を把握するためのアンケートを行います。ビスなどの面で改良すべき事柄を把握するためのアンケートを行います。    

皆さんからの率直な意見や感想を得て，今後の大学運営の参考にしたいと考えていま皆さんからの率直な意見や感想を得て，今後の大学運営の参考にしたいと考えていま皆さんからの率直な意見や感想を得て，今後の大学運営の参考にしたいと考えていま皆さんからの率直な意見や感想を得て，今後の大学運営の参考にしたいと考えていま

すので，広島大学をもっと充実させるため，ぜひ協力してください。すので，広島大学をもっと充実させるため，ぜひ協力してください。すので，広島大学をもっと充実させるため，ぜひ協力してください。すので，広島大学をもっと充実させるため，ぜひ協力してください。 

回答状態回答状態回答状態回答状態    未回答未回答未回答未回答  

※※※※このアンケートは「記名式」です。このアンケートは「記名式」です。このアンケートは「記名式」です。このアンケートは「記名式」です。  

 

1:1:1:1:大学生活において何を最優先していますか。大学生活において何を最優先していますか。大学生活において何を最優先していますか。大学生活において何を最優先していますか。    

【【【【8888 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 勉強・研究 

2. クラブ・サークル活動 

3. 友人関係 

4. 趣味・娯楽 

5. アルバイト 

6. 将来に備えた資格取得等 

7. その他 

8. 特になし 

2:2:2:2: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）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）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）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）    

【【【【7777 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（6666 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 本学のスポーツ系クラブ・サークルに参加している 

2. 本学の文化系クラブ・サークルに参加している 

3. 本学の音楽系クラブ・サークルに参加している 

4. 学外のスポーツ系クラブ・サークルに参加している 

5. 学外の文化系クラブ・サークルに参加している 

6. 学外の音楽系クラブ・サークルに参加している 

7. 参加していない 

3:3:3:3:大学祭，ゆかた祭，フェニックス駅伝等の大学行事に参加したことがありますか。大学祭，ゆかた祭，フェニックス駅伝等の大学行事に参加したことがありますか。大学祭，ゆかた祭，フェニックス駅伝等の大学行事に参加したことがありますか。大学祭，ゆかた祭，フェニックス駅伝等の大学行事に参加したことがありますか。    

【【【【3333 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 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 

2. 見物や応援等でこれらイベントに関わったことがある 

3. 上記いずれにも参加したことがない 

4:4:4:4: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）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）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）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）    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（5555 個まで選べ個まで選べ個まで選べ個まで選べます）】ます）】ます）】ます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. ボランティア活動 

2. 国際交流活動 

3. 地域活動（町内会等の活動） 

4. 学外のクラブ・サークル活動 
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5. その他 

6. 参加したことがない 

5:5:5:5: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）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）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）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）    

【【【【8888 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（7777 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. アルバイトをしたことがない → （設問８へ） 

2. 家庭教師をしたことがある（している） 

3. 塾・予備校の講師をしたことがある（している） 

4. 一般事務のアルバイトをしたことがある（している） 

5. 調査･技術のアルバイトをしたことがある（している） 

6. 販売・サービスのアルバイトをしたことがある（している） 

7. 飲食・接客のアルバイトををしたことがある（している） 

8. 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） 

6:6:6:6:アルバイトの主な目的は何ですか。（複数回答可）アルバイトの主な目的は何ですか。（複数回答可）アルバイトの主な目的は何ですか。（複数回答可）アルバイトの主な目的は何ですか。（複数回答可）    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（6666 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】     

1. 学費・生活費 

2. サークル活動 

3. 高額商品等購入のため 

4. 趣味・娯楽 

5. 就職準備や社会経験のため 

6. その他 

7:7:7:7:アルバイトに充てている時間を「月曜から金曜」「アルバイトに充てている時間を「月曜から金曜」「アルバイトに充てている時間を「月曜から金曜」「アルバイトに充てている時間を「月曜から金曜」「土曜土曜土曜土曜    及び及び及び及び    日曜・休日」それぞれの中から一つずつ選択してく日曜・休日」それぞれの中から一つずつ選択してく日曜・休日」それぞれの中から一つずつ選択してく日曜・休日」それぞれの中から一つずつ選択してく

ださい。ださい。ださい。ださい。    

【【【【8888 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（2222 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】     

1. 月曜から金曜 ０時間～１時間未満 

2. 月曜から金曜 １時間以上～６時間未満 

3. 月曜から金曜 ６時間以上～１２時間未満 

4. 月曜から金曜 １２時間以上 

5. 土曜 及び 日曜・休日 ０時間～１時間未満 

6. 土曜 及び 日曜・休日 １時間以上～６時間未満 

7. 土曜 及び 日曜・休日 ６時間以上～１２時間未満 

8. 土曜 及び 日曜・休日 １２時間以上 

8:8:8:8:大学構内にどれくらいの時間滞在していますか。大学構内にどれくらいの時間滞在していますか。大学構内にどれくらいの時間滞在していますか。大学構内にどれくらいの時間滞在していますか。    

【【【【4444 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. ０時間～１時間未満 

2. １時間以上～３時間未満 

3. ３時間以上～６時間未満 

4. ６時間以上 

9:9:9:9: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。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。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。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。    

【【【【8888 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 教室 

2. 研究室・実験室等 

3. 図書館 

4. サークル棟・課外活動施設等 

5. 食堂・喫茶・売店等の福利施設 

6. 学生プラザ１階等のフリースペースや多目的室 
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7. 構内の緑地・野外施設 

8. その他 

10:10:10:10: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。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。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。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。    

【【【【8888 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 教室 

2. 研究室・実験室等 

3. 図書館 

4. サークル棟・課外活動施設等 

5. 食堂・喫茶・売店等の福利施設 

6. 学生プラザ１階等のフリースペースや多目的室 

7. 構内の緑地・野外施設 

8. その他 

11:11:11:11: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）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）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）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）    

【【【【9999 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（8888 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 教室 

2. 研究室・実験室等 

3. 図書館 

4. サークル棟・課外活動施設等 

5. 食堂・喫茶・売店等の福利施設 

6. 学生プラザ１階等のフリースペースや多目的室 

7. 構内の緑地・野外施設 

8. その他 

9. ない 

12:12:12:12:１ヶ月の生計費（収入）はいくらですか。１ヶ月の生計費（収入）はいくらですか。１ヶ月の生計費（収入）はいくらですか。１ヶ月の生計費（収入）はいくらですか。    

【【【【4444 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. ０～５万円未満 

2. ５万円以上～１０万円未満 

3. １０万円以上～１５万円未満 

4. １５万円以上 

13:13:13:13:１ヶ月の生計費（収入）のうち，１番多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，１番多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，１番多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，１番多い収入は，次のどれですか。    

【【【【5555 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 仕送り 

2. 奨学金 

3. 就労・アルバイト 

4. 借金・ローン 

5. その他 

14:14:14:14:１ヶ月の生計費（収入）のうち，２番目に多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，２番目に多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，２番目に多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，２番目に多い収入は，次のどれですか。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 仕送り 

2. 奨学金 

3. 就労・アルバイト 

4. 借金・ローン 

5. その他 

6. 設問１３で回答したもの以外の収入はない 
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15:15:15:15:１ヶ月の生計費（収入）のうち，３番目に多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，３番目に多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，３番目に多い収入は，次のどれですか。１ヶ月の生計費（収入）のうち，３番目に多い収入は，次のどれですか。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 仕送り 

2. 奨学金 

3. 就労・アルバイト 

4. 借金・ローン 

5. その他 

6. 設問１３，１４で回答したもの以外の収入はない 

16:16:16:16:１ヶ月の生計費の支出はいくらですか。１ヶ月の生計費の支出はいくらですか。１ヶ月の生計費の支出はいくらですか。１ヶ月の生計費の支出はいくらですか。    

【【【【3333 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. １万円以上～５万円未満 

2. ５万円以上～１０万円未満 

3. １０万円以上 

17:17:17:17:１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 住居費（アパート等の家賃） 

2. 生活費（衣食住に必要な経費） 

3. 修学費（授業料は含まない） 

4. サークル等課外活動 

5. 娯楽費 

6. その他 

18:18:18:18:１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 住居費（アパート等の家賃） 

2. 生活費（衣食住に必要な経費） 

3. 修学費（授業料は含まない） 

4. サークル等課外活動 

5. 娯楽費 

6. その他 

19:19:19:19:１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。１ヶ月の生計費（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。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 住居費（アパート等の家賃） 

2. 生活費（衣食住に必要な経費） 

3. 修学費（授業料は含まない） 

4. サークル等課外活動 

5. 娯楽費 

6. その他 

20:20:20:20:授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業・ゼミにあてていますか。授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業・ゼミにあてていますか。授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業・ゼミにあてていますか。授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業・ゼミにあてていますか。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. ０～３時間未満 

2. ３時間以上～６時間未満 

3. ６時間以上～１２時間未満 

4. １２時間以上～１８時間未満 

5. １８時間以上～３６時間未満 
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6. ３６時間以上 

21:21:21:21:授業期間中，平均して授業期間中，平均して授業期間中，平均して授業期間中，平均して 1111 週間でどれくらいの時間を研究や授業・ゼミの予習・復習・レポート作成などにあててい週間でどれくらいの時間を研究や授業・ゼミの予習・復習・レポート作成などにあててい週間でどれくらいの時間を研究や授業・ゼミの予習・復習・レポート作成などにあててい週間でどれくらいの時間を研究や授業・ゼミの予習・復習・レポート作成などにあててい

ますか。ますか。ますか。ますか。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. ０～１時間未満 

2. １時間以上～２時間未満 

3. ２時間以上～５時間未満 

4. ５時間以上～７時間未満 

5. ７時間以上～１０時間未満 

6. １０時間以上 

22:22:22:22:授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業・ゼミ・研究以外の学習にあてていますか。授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業・ゼミ・研究以外の学習にあてていますか。授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業・ゼミ・研究以外の学習にあてていますか。授業期間中，平均して１週間でどれくらいの時間を授業・ゼミ・研究以外の学習にあてていますか。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. ０～１時間未満 

2. １時間以上～２時間未満 

3. ２時間以上～５時間未満 

4. ５時間以上～７時間未満 

5. ７時間以上～１０時間未満 

6. １０時間以上 

23:23:23:23:所有もしくは専有物がありますか。（複数回答可）所有もしくは専有物がありますか。（複数回答可）所有もしくは専有物がありますか。（複数回答可）所有もしくは専有物がありますか。（複数回答可）    

【【【【8888 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（8888 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】     

1. 自動車 

2. オートバイ 

3. 原付・スクーター 

4. 自転車 

5. 携帯電話 

6. ルームエアコン 

7. ネットに接続できるパソコン 

8. ipod などの携帯音楽プレーヤー 

24:24:24:24: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）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）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）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）    

【【【【9999 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（8888 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. マルチ商法・悪徳販売による被害 

2. アルバイト先での賃金未払いや不当解雇の被害 

3. セクハラ，ストーカー等の性的犯罪の被害 

4. ３．以外のハラスメント 

5. 窃盗，強盗による盗難の被害 

6. けんか等の暴行被害 

7. アルコールの痛飲による急性アルコール中毒 

8. その他 

9. 被害にあったことがない 

25:25:25:25:在学中交通事故に遭ったことがありますか。（複数回答可）在学中交通事故に遭ったことがありますか。（複数回答可）在学中交通事故に遭ったことがありますか。（複数回答可）在学中交通事故に遭ったことがありますか。（複数回答可）    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（5555 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. ある（自転車） 

2. ある（バイク） 

3. ある（自動車） 

4. ある（歩行者） 



- 52 - 

 

5. ある（その他） 

6. 遭ったことがない 

26:26:26:26: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。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。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。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。    

【【【【5555 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 吸わない 

2. １～５本 

3. ６～１０本 

4. １１～１５本 

5. １６本以上 

27:27:27:27: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    

【【【【5555 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. ０日（ほとんど飲まない） 

2. １日以内 

3. ２日 

4. ３日 

5. ４日以上 

28:28:28:28:薬物（大麻等・覚醒剤）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）（複数回答薬物（大麻等・覚醒剤）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）（複数回答薬物（大麻等・覚醒剤）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）（複数回答薬物（大麻等・覚醒剤）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）可）可）可）    

【【【【4444 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（3333 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 自分の周囲で薬物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 

2. 自分の周囲から使用や栽培を誘われたことがある 

3. 見たり聞いたりしたことはない 

4. 入手する方法を具体的に知っている 

29:29:29:29:授業以外の学生生活を充実して過ごしていますか。授業以外の学生生活を充実して過ごしていますか。授業以外の学生生活を充実して過ごしていますか。授業以外の学生生活を充実して過ごしていますか。    

【【【【5555 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. とても充実している 

2. やや充実している 

3. 普通である 

4. あまり充実していない 

5. 全く充実していない 

30:30:30:30: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。だと思いますか。だと思いますか。だと思いますか。    

【【【【4444 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで個まで個まで個まで選べます）】選べます）】選べます）】選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 充分である 

2. 普通 

3. 充分でない 

4. わからない 

31:31:31:31:学生生活の中で悩みがありますか。（複数回答可）学生生活の中で悩みがありますか。（複数回答可）学生生活の中で悩みがありますか。（複数回答可）学生生活の中で悩みがありますか。（複数回答可）    

【【【【10101010 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（9999 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 修学上のこと 

2. クラブ・サークル活動のこと 

3. 将来（進路）のこと 

4. 家庭のこと 
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5. 経済的なこと 

6. 健康上のこと 

7. 人間関係のこと 

8. 自分の性格など 

9. その他 

10. 悩みはない 

32:32:32:32: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）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）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）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）    

【【【【5555 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（4444 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 相談したことがない 

2. 修学について相談したことがある 

3. 学生生活について相談したことがある 

4. 進路について相談したことがある 

5. 相談したことがある（その他） 

33:33:33:33:現在の健康状態はどうですか。（複数回答可）現在の健康状態はどうですか。（複数回答可）現在の健康状態はどうですか。（複数回答可）現在の健康状態はどうですか。（複数回答可）    

【【【【9999 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（8888 個まで選べます個まで選べます個まで選べます個まで選べます）】）】）】）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 特に問題ない 

2. よく眠れないことが２週間以上続いている 

3. すぐ疲れる 身体がだるい 

4. 頭痛，肩こり，めまい，吐き気などがある 

5. 胃腸の調子が悪い 食欲がない 

6. 動悸がしたり，手が震える 

7. 対人緊張が強くて困っている 

8. イライラして落ち着かない 

9. その他 

34:34:34:34: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）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）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）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）    

【【【【9999 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（8888 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 保健管理センターに相談する 

2. 「何でも相談」に相談する 

3. 教員に相談する 

4. 先輩や友人に相談する 

5. 家族に相談する 

6. 医療機関に相談する 

7. 自分だけで考える 

8. どうすべきかわからない 

9. その他 

35:35:35:35:友人についてお尋ねします。（複数回答可）友人についてお尋ねします。（複数回答可）友人についてお尋ねします。（複数回答可）友人についてお尋ねします。（複数回答可）    

【【【【7777 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（6666 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. いろいろなことを話せる友人がいる 

2. 楽しみや夢を共有できる友人がいる 

3. 試験・勉強などで困った時，相談できる友人がいる 

4. 悩みを相談できる友人がいる 

5. 大学の中で誰とも話さずに帰ることが多い 

6. 人付き合いが苦手で孤独である 

7. ひとりでいて楽しめる 
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36:36:36:36:教員についてお尋ねします。（複数回答可）教員についてお尋ねします。（複数回答可）教員についてお尋ねします。（複数回答可）教員についてお尋ねします。（複数回答可）    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（6666 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 大学の中に尊敬できる教員がいる 

2. 自分のことを理解してくれている教員がいる 

3. 困った時に相談できる教員がいる 

4. 教員との関係で困っていることがある 

5. 教員とのコミュニケーションの取り方が分からない 

6. 楽しみにしている授業がある 

37:37:37:37:「学生プラザ１階フリースペース」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。「学生プラザ１階フリースペース」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。「学生プラザ１階フリースペース」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。「学生プラザ１階フリースペース」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。    

【【【【5555 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 週４日以上 

2. 週２日以上 

3. 週１日以上 

4. 月１回以上 

5. 利用したことがない 

38:38:38:38: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。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。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。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。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 利用したり接触したことがないのでわからない 

2. 満足である 

3. どちらかといえば満足である 

4. 普通 

5. どちらかといえば不満である 

6. 不満である 

39:39:39:39: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。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。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。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。    

【【【【6666 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 利用したり接触したことがないのでわからない 

2. 満足である 

3. どちらかといえば満足である 

4. 普通 

5. どちらかといえば不満である 

6. 不満である 

40:40:40:40: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。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。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。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。    

【【【【5555 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 満足である 

2. どちらかといえば満足である 

3. 普通 

4. どちらかといえば不満である 

5. 不満である 

41:41:41:41:居住形態を教えてください。居住形態を教えてください。居住形態を教えてください。居住形態を教えてください。    

【【【【4444 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 自宅 

2. 賃貸アパート・マンション等 

3. 本学学生宿舎又は国際交流会館 

4. その他 
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42:42:42:42:通学方法を教えてください。（複数回答可）通学方法を教えてください。（複数回答可）通学方法を教えてください。（複数回答可）通学方法を教えてください。（複数回答可）    

【【【【8888 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（8888 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】    ((((回答必須回答必須回答必須回答必須) ) ) )  

1. 徒歩 

2. 自転車 

3. 原付・バイク 

4. 自動車 

5. バス 

6. ＪＲ 

7. 広電電車 

8. その他 

43:43:43:43: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。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。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。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。    

【【【【10101010 個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（個の選択肢から選んでください（1111 個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】個まで選べます）】     

1. 学内行事等に関すること 

2. 課外活動に関すること 

3. 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） 

4. 福利厚生に関すること（生協，貸出物品等） 

5. 就職・資格取得に関すること 

6. 授業料・奨学金等経済支援に関すること 

7. 学内の治安や規範（マナー・モラル等）に関すること 

8. 相談体制・保健管理センターに関すること 

9. 本アンケートに関すること 

10. その他 

44:44:44:44:「設問４３」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。「設問４３」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。「設問４３」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。「設問４３」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。    

【記述式【記述式【記述式【記述式        1000100010001000 文字以内】文字以内】文字以内】文字以内】     
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