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【参考】兵庫県立大学 学生生活実態調査アンケート 調査票 
 

 

 
 

調査について（ご協力のお願い） 
 

この調査は、本学に在学する学部学生と大学院生を対象に、学生生活の実態を把握し、今後の修学支援並びに学生生活支

援の向上を図るための基礎資料とすることを目的として実施するものです。ご回答いただく内容については、すべて個人を

特定できないように取り扱いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力ください。 

なお、今回の調査結果や分析を取りまとめた報告書については、本学ホームページで公開することを予定しています。 
 

平成３１年４月 兵庫県立大学学生部長 
 

 

 

 

 

 

 
 

＜基本事項＞ （平成３１年４月１日現在の状況を回答してください） 

（１）性別（必須）  男性   女性 

（２）年齢（必須）    歳 

（３）所属学部学科等（必須） 

経済学部国際経済学科 経済学部応用経済学科 経営学部組織経営学科 経営学部事業創造学科 工学部電気電子情報工学科 

工学部機械・材料工学科 工学部応用化学工学科 理学部物質科学科 理学部生命科学科 環境人間学部環境人間学科 

看護学部看護学科 経済学研究科 経営学研究科 工学研究科 物質理学研究科 生命理学研究科 環境人間学研究科 看護学研究科 

応用情報科学研究科 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ学研究科 地域資源ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 減災復興政策研究科 会計研究科 経営研究科 緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

（４）学年（必須）   ２年生   ３年生   ４年生以上 

（５）住居（必須）   自宅   自宅外 

（６）キャンパスまでの所要時間（片道）（必須） 

30 分未満   30 分～60 分未満   60 分～90 分未満   90 分～120 分未満   120 分以上 

（７）あなたは留学生ですか（必須）  はい   いいえ 

 

１．授業･学習に関する質問（平成３０年４月～平成３１年３月の間の状況を回答してください） 

Q１ １週間のうち何日登校しますか（課外活動のみによる登校は除く） 

5 日以上   4 日   3 日   2 日   1 日   不定期 

Q２ 授業の平均的な出席率はどの程度ですか 

ほぼ 10 割   8～9 割程度   6～7 割程度   4～5 割程度   3 割未満 

Q３ １日の平均学習時間はどれくらいですか（学期中） 

（１）履修科目に関し、予習･復習、宿題･課題等に費やす時間（授業時間は含みません。） 

0 時間 30 分未満 30 分以上１時間未満 １時間以上２時間未満 ２時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上 

（２）履修科目に限らず、学習に費やす全ての時間 
※（１）の時間も含みます。※自主的な学習（学術書・教養書等の読書、自主勉強会、資格取得等のための学習、学術講演会等の聴講、語学学習等）に費やす時間も含みます。 

0 時間 30 分未満 30 分以上１時間未満 １時間以上２時間未満 ２時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上 

兵庫県立大学 学生生活実態調査アンケート 

調査項目 

［記載上のお願い］ 
 ※ 該当する項目をチェックしてください。（自由記載欄等については記述してください。） 
 ※ 回答は、平成３１年４月１日時点の状況について記入してください。 
※ ただし、期間を伴うものは、平成３０年４月～平成３１年３月の状況について記入してください。 
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Q４ 現在のカリキュラムに満足していますか 

満足している   ほぼ満足している   やや不満である   不満である 
 

Q５ 現在のカリキュラムに満足できない場合、その理由は何ですか《複数回答可》 

授業の内容が高度すぎる 授業の内容がやさしすぎる 履修したい科目が選択できない 

選択科目の種類が少ない 科目配当に問題（配当順位、学年毎の配当の偏り等） その他 
 

２．課外活動に関する質問（平成３０年４月～平成３１年３月の間の状況を回答してください） 

〔クラブ・同好会・サークル活動等〕 

Q６ クラブ・同好会・サークル活動等に参加していますか《複数回答可》 

ア 本学の体育会系クラブ・同好会・サークルに参加  イ 本学の文化会系クラブ・同好会・サークルに参加 

ウ 学生自治会・生協企画実行委員会等に参加  エ 本学の地域貢献等の学生団体に参加 

オ 他大学のサークル・団体等に参加  カ その他  キ 参加していない 

【Ｑ７～Ｑ８の質問は、Ｑ６でキ以外を選択した方のみ回答してください】 

Ｑ７ 参加の動機は何ですか《複数回答可》 

活動内容に興味があった 友人を得るため 健康増進のため 技術・知識向上のため 

レクリエーションとして その他 

Ｑ８ 参加しない理由は何ですか《複数回答可》 

興味がない 時間的余裕がない 経済的余裕がない 勉学に支障が生じる 

自分に適したクラブ・サークルがない その他 

Ｑ９ クラブ・同好会・サークル活動等に関する大学への意見・要望等について、自由に記載してください 

 

 

 

〔ボランティア・社会（地域）貢献活動等〕 

Q10 ボランティア・社会（地域）貢献活動等の経験はありますか 

ア 経験がある   イ ない（興味はあるが機会がなかった）   ウ ない（興味がない） 

【Ｑ11～Ｑ12 の質問は、Ｑ10 でアと回答した方のみ回答してください】 

Q11 主な活動の分野は《複数回答可》 

障害者   高齢者   幼児・児童支援   環境保護   地域振興   災害復旧支援   その他 

Ｑ12 活動日数は、１年間当たりに換算するとおよそ何日程度ですか 

１～２日以内   １週間程度   半月程度   １ヶ月程度   １ヶ月以上 

Ｑ13 活動を経験した感想等について、自由に記載してください 

 

 

 
 

３．アルバイトに関する質問（平成３０年４月～平成３１年３月の間の状況を回答してください） 

Q14 アルバイトをしたことがありますか 

ア したことがある   イ したことがない 
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【Ｑ15～Ｑ19 の質問は、Q14 でアを選択した方のみ回答してください】 

Ｑ15 アルバイトの職種は何ですか《複数回答可》 

家庭教師等   事務系   販売系   飲食業 その他軽労働   重労働･危険作業   特殊技能   その他 

 

 

 

 
 

Q16 週当たりのアルバイトに費やす平均時間は 

（１）学期中の場合 

5 時間未満 5 時間以上 10 時間未満 10 時間以上 20 時間未満 20 時間以上 30 時間未満 30 時間以上 

（２）休業期間中（夏季・春季休業等）の場合 

5 時間未満 5 時間以上 10 時間未満 10 時間以上 20 時間未満 20 時間以上 30 時間未満 30 時間以上 

Q17 アルバイトをする理由は何ですか《複数回答可》 

修学資金として 生活資金として 社会経験のため 小遣いとして 課外活動（ｸﾗﾌﾞ､ｻｰｸﾙ､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等）の費用として その他 

Q18 アルバイトの平均的な終了時間は 

午後 10 時頃まで   深夜 0 時頃まで   深夜 2 時頃まで   深夜 2 時以降まで   その他 

Q19 アルバイトで学業や生活に支障を感じたことがありますか、またそれはどんなことですか《複数回答可》 

授業に集中できない   授業の欠席が多くなった   成績に影響が出ている   睡眠不足 

頭痛などの身体症状がある  その他   感じたことがない 
 

４．日常生活に関する質問（平成３０年４月～平成３１年３月の間の状況を回答してください） 

Q20 夏季及び春季の休業期間中はどのように過ごしましたか《複数回答可》 

勉学 クラブ・同好会・サークル活動 ボランティア・地域貢献活動 アルバイト 旅行 

各種研修（語学研修等） 就職活動（インターンシップ等） 趣味等 その他 

Q21 １日の睡眠時間は平均どれくらいですか（休日をのぞく） 

４時間未満   ４時間以上 6 時間未満   ６時間以上 9 時間未満   9 時間以上 

Q22 ＳＮＳの１日あたりの平均利用時間は 

利用しない   １時間以内   １～２時間   ２～３時間   ３～４時間   ５時間以上 

Q23 ＳＮＳで人と交流することでトラブルに巻き込まれたことはありますか 

よくある   時々ある   あまりない   ない 
 

５．悩み・被害等に関する質問（平成３０年４月～平成３１年３月までの状況をもとに回答してください） 

Q24 学生生活に関する悩み等がありますか、それは何ですか《複数回答可》 

授業の理解度 卒業後の進路への不安 経済的な不安 友人関係 教員等との関係 家庭環境 健康面 

その他 特に悩み等はない 

Q25 学生生活に関する相談等を行ったことがありますか、それは誰ですか《複数回答可》 

教員   職員   保健室   友人   家族   その他   相談に行ったことがない 

Q26 ネットや訪問販売等の被害を受けたことがありますか《複数回答可》 

携帯電話・ネット利用による被害（ネット通販等含む） 訪問販売・マルチ商法 

［家庭教師等］家庭教師､塾･予備校講師､試験監督･採点など ［事務系］一般事務､ﾃﾞｰﾀ入力､ﾊﾟｿｺﾝ入力事務､ｺｰﾙｾﾝﾀｰなど 
［販売系］ｺﾝﾋﾞﾆ･ｽｰﾊﾟｰ･ﾃﾞﾊﾟｰﾄ･量販店等での販売(ﾚｼﾞ係を含む)､営業など ［飲食業］調理､接客､ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰなど 
［その他軽労働］清掃､警備､包装､配布､新聞配達､製造､調査､ｲﾍﾞﾝﾄｽﾀｯﾌなど 
［重労働･危険作業］土木工事､重量物運搬､引越ｽﾀｯﾌ､倉庫整理､ﾌﾟﾚｽ作業､建築の現場作業､高所の屋外作業など 
［特殊技能］通訳､翻訳､製図､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ､ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰなど ［その他］その他上記の職種にあてはまらない職種 
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カルト的宗教団体等からの勧誘  その他  被害を受けたことがない 

Q27 ハラスメントとはどのようなものか知っていますか 

詳しく理解している   ある程度理解している   聞いたことはあるが詳しくは知らない   知らない 

Q28 学内にハラスメントの相談窓口があることを知っていますか 

知っている   知らない 
 

６．情報の入手方法等に関する質問 

Q29 学生生活に関わる情報の主な入手先はどこからですか《複数回答可》 

学内掲示物   大学ホームページ   大学（教員・事務）からのメール   学務課等窓口   ユニバーサルパスポート   友人   その他 

Q30 情報を確認する頻度は 

（１）学内掲示物   毎日 1 回以上 数日に 1 回程度 週に 1 回程度 ほとんど見ない 

（２）大学ホームページ  毎日 1 回以上 数日に 1 回程度 週に 1 回程度 ほとんど見ない 

（３）ユニバーサルパスポート 毎日 1 回以上 数日に 1 回程度 週に 1 回程度 ほとんど見ない 

Q31 最近のニュースや情報をどこから得ていますか《複数回答可》 

ネット（スマホ） ネット（パソコン） テレビ・ラジオ 新聞・雑誌等（紙媒体） 友人 その他 

Ｑ32 大学からの情報発信等に関する意見・要望等について、自由に記載してください 

 

 

 

７．入学に関する質問（平成３０年４月～平成３１年３月までの状況をもとに回答してください） 

Q33 入学後、現在の学部(学科)・研究科に満足していますか 

満足している   ほぼ満足している   やや不満である   不満である 

Q34 現在の学部（学科）・研究科に満足できない場合、その理由は何ですか《複数回答可》 

講義内容等   教員   設備等   友人関係   他大学に入学しかたかった   その他   不満はない 
 

８．施設、サービス等に関する質問 

Q35 設備、サービス等について、充実・改善してほしいものはどれですか《複数回答可》 

教室・演習室 学生窓口 キャリアセンター スポーツ施設（グラウンド・体育館等） 部室 学術情報館 情報処理教育施設（ネット環境を含む） 

食堂・購買部 学生が集える場所 学生用駐車場・駐輪場 トイレ その他（  ｒ                 ） 

Q36 特に充実・改善してほしい内容があれば、自由に記載してください 

 

 

 
 

９．自由意見等 

Q37 その他、大学へのご意見、ご要望、思い（愛着・誇り）など、何でも結構ですので、記載してください 

 

 

 
 

ご協力、ありがとうございました。 

 


