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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、兵庫県立大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
支援を検討す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２９年４月 兵庫県立大学学生部長 
 

 

 

 

 

 
＜基本事項＞ （平成２９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 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）入学年度（必須） 2016 年度 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度 2011 年度 2010 年度 2009 年度 2009 年度以前 

（５）学年（必須）   ２年生   ３年生   ４年生以上 

（６）住居（必須）   自宅   自宅外 

（７）社会人経験（必須）※ ここでの「社会人経験」とは、主に就業（学生アルバイトを除く）経験を指します。 

現在社会人である   過去に社会人経験がある   なし 

（８）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２８年４月～平成２９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 今期（前期・後期を通じて）、１週間あたりで受講している授業数（コマ数）はどれくらいですか ※ １時限（1.5 時間）を１コマとします 

30 コマ以上   20～30 コマ未満   10～20 コマ未満   5～10 コマ未満   5 コマ未満 

Q４ 受講している授業のうち、理解できていると思う授業の割合はどの程度ですか 

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

Q５ 授業が理解できない場合、その理由は何だと思いますか《複数回答可》 

卒業に必要な科目数が多すぎる   授業内容が難しすぎる   講義方法に問題がある 

授業の準備と復習の時間が不足している   勉学意欲や努力が不足している   その他 

Q６ 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 

Q７ 自身の学習時間について、どのように評価していますか 

多い   ちょうど良い   不足している 

Q８ 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 

Q９ 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 
 

［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２９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２８年４月～平成２９年３月の状況について記入してください。 

兵庫県立大学 学生生活実態調査アンケート 
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２．課外活動に関する質問（平成２８年４月～平成２９年３月の間の状況を回答してください） 

Q10 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ﾌﾞ･同好会・ｻｰｸﾙに参加 イ 本学の文化会系ｸﾗﾌﾞ･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 

【Ｑ11 の質問は、Ｑ10 でキ以外を選択した方のみ回答してください】 

Ｑ11 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 
 

【Ｑ12 の質問は、Ｑ10 でキを選択した方のみ回答してください】 

Ｑ12 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 

Q13 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） 

【Ｑ14～Ｑ17 の質問は、Ｑ13 でアと回答した方のみ回答してください】 

Q14 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 

Ｑ15 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 

Ｑ16 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 

 （                                             ） 

Ｑ17 ボランティア等の情報入手先は《複数回答可》 

学内外のサークル 学内掲示板・大学ホームページ等 生協 友人・知人 地域連携のセンター 授業 その他 
 

３．アルバイトに関する質問（平成２８年４月～平成２９年３月の間の状況を回答してください） 

Q18 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 

【Ｑ19～Ｑ24 の質問は、Q18 でアを選択した方のみ回答してください】 

Ｑ19 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 

 

 

 

 

 
 
Q20 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 

Q21 月当たりのアルバイト平均収入額は 

（１）学期中の場合 

１万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（２）休業期間中（夏季・春季休業等）の場合 

１万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

Q22 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 

Q23 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 

Q24 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．学内生活に関する質問（平成２８年４月～平成２９年３月の間の状況を回答してください） 

Q25 主たる通学手段は何ですか《複数回答可》 

徒歩のみ   自転車   電車・バス   バイク   自動車   その他 

Q26 キャンパスまでの所要時間（片道）はどのくらいですか 

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 

Q27 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 
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Q28 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 

Q29 設備を充実してほしい既存施設はどれですか《複数回答可》 

教室・演習室 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（                    ） 

Q30 学術情報館に改善すべき点があるとすれば、それは何ですか《複数回答可》 

図書・雑誌の充実 情報検索機器の充実 閲覧環境の改善 開館時間の延長 貸出システム その他（            ） 
 

５．日常生活に関する質問（平成２８年４月～平成２９年３月の間の状況を回答してください） 

Q31 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 

Q32 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   ４～７時間   ７～１０時間   １０時間以上 

Q33 普段、どのように朝食を摂っていますか（主なものを１つだけ選んでください） 

自宅で 学外の飲食店等で 学食等で コンビニ等で購入し学内で コンビニ等で購入し通学中に アルバイト先で 朝食は食べない 

Q34 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 

Q35 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 

Q36 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 

Q37 今年７月に実施された参議院議員選挙（H28.6.22 公示、7.10 投開票）について 

投票に行った（期日前投票を含む）   行かなかった 

【Q38 は、Q37 で 2)を選択した方のみ回答してください】 

Ｑ38 参議院選挙に行かなかった理由は何ですか《複数回答可》 

忙しくて行く暇がなかったから 政治にあまり関心がないから 誰に投票すればよいかよくわからなかったから 

入学後の転居先に住民票を移していないから 投票日を忘れていたから その他 
 

６．悩み・被害等に関する質問（平成 28 年４月～平成 29 年３月までの状況をもとに回答してください） 

Q39 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 

Q40 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 

Q41 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 

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 

Q42 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 

Q43 「兵庫県立大学ハラスメント対策に関するガイドライン」を知っていますか 

内容をよく理解している 内容をある程度理解している 知っているが、内容は理解していない 知らない 

Q44 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 
 

７．経済状況等に関する質問（平成 28 年４月～平成 29 年３月までの状況をもとに回答してください） 

Ｑ45 あなたの１ヶ月当たりの平均収入額はいくらですか（学生本人の収入のみ） 

（１）家族からの支援 （仕送り等含む。ただし、大学の授業料等に該当するものは含まない） 

収入なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（２）奨学金等 

収入なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（３）アルバイト （夏季･春季休業期間等のアルバイト収入がある場合は、月当たりに換算してください） 

収入なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（４）その他 

収入なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（５）総額 

収入なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 
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Ｑ46 あなたの１ヶ月当たりの平均支出額はいくらですか（学生本人が支出するもののみ） 

（１）食費 （学生本人が支出するものについては、家等での食費も含む） 

支出なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（２）住居費等 （光熱水道費等含む） 

支出なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（３）修学費（書籍（教科書等の教材含む）等購入費、新聞･雑誌等購読料、各種講座等受講料、資格試験受験費用など）（大学の授業料等は含まない。情報・通信費は含まない） 

支出なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（４）通学費 （本学への通学費のみ） 

支出なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（５）課外活動 （クラブ､サークル､ボランティアなど） 

支出なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（６）情報通信費 （ネット、携帯電話等） 

支出なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（７）その他 （衣料、娯楽等含む） 

支出なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 

（８）総額 

支出なし １万円未満 １万円以上３万円未満 ３万円以上５万円未満 ５万円以上 10 万円未満 10 万円以上 20 万円未満 20 万円以上 
 

８．入学に関する質問（平成 28 年４月～平成 29 年３月までの状況をもとに回答してください） 

Q47 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 

Ｑ48 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 
 

９．進路（進学・就職）に関する質問（平成 28 年４月～平成 29 年３月までの状況をもとに回答してください） 

Q49 将来どのような方面で働きたいですか（最も希望するものを１つだけ回答して下さい） 

（※有資格の専門職＝公認会計士、看護師、管理栄養士、建築士等） 

ア 研究職（大学教員を含む） イ 教員（大学教員を除く） ウ 有資格の専門職 エ 公務員（ア～ウを除く）  オ 民間企業（ア～ウを除く） 

カ 自営業（家業を含む） キ 起業（ベンチャービジネスを含む） ク その他 

Q50 現時点で、職業として興味を持っている職種（部門･分野）は何ですか《複数回答可》 

総務･経理･人事などの管理部門 営業･販売 商品企画･開発･設計 広報･宣伝 海外営業などの海外事業 研究･開発 

調査･企画 製造技術･生産管理 情報システム 技術サービス 報道・マスコミ その他専門職 その他 

Q51 職業を選択時に重視することは何ですか《複数回答可》 

社会に貢献できる 自身の知識、能力が生かせる 自身の成長が期待できる 仕事にプライドが持てる 

十分な収入が得られる 安定した生活が確保できる 仕事と私生活の両立ができる その他 

Q52 希望の勤務地はどこですか（最も希望するものを１つだけ回答して下さい） 

兵庫県内   京阪神地域   首都圏   出身県   地域は問わない   その他 

Q53 大学院へ進学する希望はありますか 

ア 希望する   イ 希望しない   ウ わからない（未定） 

【Q54 は、Q53 でアを選択した方のみ回答してください】 

Ｑ54 進学先の希望は《複数回答可》 

本学大学院（現在専攻している分野）   本学大学院（現在専攻している分野以外） 

他大学大学院（現在専攻している分野） 他大学大学院（現在専攻している分野以外） その他 

【Q55～Q57 は、学部３年次以上、大学院生のみ回答してください】 

Q55 就職や進学に関する情報の入手先はどこですか《複数回答可》 

キャリアセンター 就職情報サイト ユニバーサルパスポート 学内でのガイダンス・会社説明会等 

学外での会社説明会等 先輩・知人 その他 

Q56 就職活動で頼りになる、なったことは何ですか《複数回答可》 

キャリアセンターの指導   教員のアドバイス   先輩などのアドバイス 

就職ガイダンス、講座、説明会等   その他 

Q57 就職・資格取得のために専門学校等へ通っていますか。またその種類は何ですか《複数回答可》 

パソコン   語学   秘書・簿記   公認会計士・税理士・公務員 学内の公務員講座   通信教育講座   その他   通っていない 
 

10．自由意見 

Q58 その他、大学へのご意見、ご要望等あれば記載してください 

 

 

 

ご協力、ありがとうございました。 


