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Ⅰ 調査概要 

ア 調査目的 

在学する学生の生活環境や学習環境等の現状を把握することにより、今後の修学支援及

び学生生活支援等を検討するための基礎資料とする。 

イ 調査時期 

平成２９年４月（平成２８年４月～平成２９年３月の間の状況を回答） 

ウ 調査対象 

調査時点(H29.４.1 現在)において、本学に在籍する学部及び大学院の全学生 

※ただし、平成 29 年度入学生を除く 

エ 調査方法 

無記名のアンケートにより、授業・ゼミ等において調査票を配布 

各学生は本学学生支援システム「ユニバーサルパスポート」を利用し、web 上で回答 

オ 調査項目（詳細は調査票（P.81）参照） 

【基本事項 ８項目】 

【質問数 ５８問】 

１．授業･学習に関する質問（９問） 

２．課外活動に関する質問（８問） 

３．アルバイトに関する質問（７問） 

４．学内生活に関する質問（６問） 

５．日常生活に関する質問（８問） 

６．悩み･被害等に関する質問（６問） 

７．経済状況等に関する質問（２問） 

８．入学に関する質問（２問） 

９．進路（進学・就職）に関する質問（９問） 

10. 自由意見（１問） 

カ 回答数・回答率 

 
 

  

回答数 対象者数 回答率

経済学部 307 672 45.7%

経営学部 247 723 34.2%

工学部 268 1,202 22.3%

理学部 107 566 18.9%

環境人間学部 225 655 34.4%

看護学部 70 311 22.5%

大学院生 195 642 30.4%

計 1,419 4,771 29.7%


