
所属学科 学年

問１. 性別 問２.年齢

問３. 住居区分 問４. 主な通学手段

１日のおよその睡眠時間（長期休業中を除く、問５.平日・問６.休日前・問７.休日）

2016年 2月
学生支援部

平成27年度学生生活実態調査 集計結果

n=1115

n=1115

n=1115

n=1115n=1115

n=1115

（人）

１年
28.5%

２年
23.9%

３年
25.4%

４年
22.2%

男性
12.6%

女性
87.2%

無回答
0.2%

１８歳
14.0%

１９歳
25.0%

２０歳
23.3%

２１歳
21.6%

２２歳
13.7%

２３歳
1.3%

２４歳以上
0.9%

無回答
0.2%

徒歩のみ

21.3%

自転車

57.3%

バイク（原付を

含む）

2.5%

自動車

10.3% JR
8.2%

バス

0.3%
無回答

0.1%
自宅（家族と同

居）

22.1%

アパート・マン

ション等（一人

暮らし）

70.5%

学生寮

6.6%
ルームシェア

0.7%
無回答

0.1%

n=1115

国際文化

17.3%

文化創造

18.1%

社会福祉

31.9%

看護

17.8%

栄養

14.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平日

休日前

休日

9.6%

6.0%

3.5%

36.9%

22.4%

12.6%

34.7%

33.0%

27.5%

12.4%

21.4%

29.1%

2.3%

11.4%

17.8%

3.7%

4.7%

6.8%

0.4%

0.1%

0.1%

５時間未満 ５時間以上６時間未満 ６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満 ８時間以上９時間未満 ９時間以上 無回答



学生生活を楽し

む

50.3%
趣味と一致

33.5%

就職に有利

3.5%

友人を得る

5.6%

居場所の確保

0.9%

試験や履修

の情報源

0.7%
友人や高校の先

輩が参加

3.1%

健康増進

2.1%
無回答

0.4%

問８. １日あたりの授業外学習時間 問９. サークル（クラブ・同好会）への所属

問10. 所属サークル数 問11. サークルに所属する目的

問12. サークル満足度 問13. １週間あたりのサークル活動日数

問14.サークルに所属していない理由 問15. アルバイトの有無

（人）

n=288

n=819

n=1115
n=1115

n=819 n=819

問９で「サークルに所属」
と答えた者のみ

問９で「サークルに所属」
と答えた者のみ

問９で「サークルに未所属」
と答えた者のみ

n=819

n=1115

8
7
25

48
135

396
416

73
4

0 200 400 600

６時間以上

５時間以上６時間未満

４時間以上５時間未満

３時間以上４時間未満

２時間以上３時間未満

１時間以上２時間未満

１時間未満

0時間

無回答

運動系サーク

ルに所属

25.1%

文化系サーク

ルに所属

32.6%

運動系・文化系

の両方に所属

15.9%

所属

したこ

とがな

い

9.9%

以前は所属し

ていたがやめ

た

16.0%

無回答

0.5%

１つ
50.2%

２つ
36.6%

３つ以上
12.7%

無回答
0.5%

満足
40.2%

やや満足
31.1%

普通
22.7%

やや不満
4.3%

不満
1.2%

無回答
0.5%

希望のサーク

ルがないから

13.2%

授業（実習・卒

業研究を含む）

が忙しいから

9.7%

時間に余裕が

ないから

27.1%

健康に問題が

あるから

1.7%

サークル活動

に興味がない

から

10.1%

引退したから

19.1%

その他

12.8%

無回答

6.3%

定期的にしてい

る

60%

不定期にしてい

る

18%

したこと

がない

11%

以前はしていた

がやめた

10%

無回答

1%

14

154

220

220

154

42

15

0 50 100 150 200 250

無回答

１日未満

１日以上２日未満

２日以上３日未満

３日以上４日未満

４日以上５日未満

５日以上



（人）

n=676

問20で「ある」と
答えた者のみ

問16. アルバイト従事時間 問17. アルバイトをする理由

問18.アルバイトをしない理由 問19. 大学で過ごす場所

問20.不安や悩みごとの有無 問21.不安や悩みごとの内容

問22.不安や悩みごとの相談 問23.不安や悩みごとの相談相手

n=670

n=230

n=870

n=1115

n=1115

n=1115

問１5で「定期的にしている」
と答えた者のみ

2

42

153

198

146

76

34

19

0 50 100 150 200 250

無回答

５時間未満

５時間以上１０時間未満

１０時間以上１５時間未満

１５時間以上２０時間未満

２０時間以上２５時間未満

２５時間以上３０時間未満

３０時間以上

必要がない

8.3% 授業（実習・卒

業研究を含む）

が忙しいから

19.6%

時間に余裕が

ないから

24.3%

健康に問題

があるから

0.4%

やってみた

いアルバイ

トが見つか

らないから

15.2%

その他

30.4%

無回答

1.7%

問１5で「したことがない・
以前はしていたがやめた」

と答えた者のみ

4
130
119

27
1

210
8
4

57
5

550

0 100 200 300 400 500 600

無回答

図書館

教室

教員研究室

桜翔館（学習室）

食堂

有隣館

サークルの部室等

学内のその他屋内

芝生・ウッドデッキなど学内の屋外

帰宅する

ある
60.6%

ない
38.5%

無回答
0.9%

学費・生活費

にあてる

34%

サークル

活動費に

あてる

4%旅行・レ

ジャー資金に

あてる

12%

お小遣いに

あてる

36%

携帯電話、イ

ンターネット

等の通信費

にあてる

1%

貯金

8%

その他

3%
無回答

2%

n=870

する
78%

しない
21%

無回答
1%

6
277

503
44

19
6
3
8
1
1
2

0 100 200 300 400 500 600

無回答

家族

友人

恋人

先輩

チューター

チューター以外の教員

学生相談室のカウンセラー

保健室の保健師

学生支援部の職員

学生支援部以外の職員

3
57

402
26
24

49
42

12
18

43

0 100 200 300 400 500

無回答

修学（履修、休・退学）

進路（就職、進学など）

経済的問題

サークル活動

人間関係（教員・友人など）

心身の健康

家庭問題

恋愛問題

それ以外

問22で「する」と
答えた者のみ



問24.不安や悩みごとを相談しない理由 問25.大学の相談対応に関する体制について

問26～30 生活実態について①

. 

n=235 n=1115

自分で解決する

46.8%

相談する相手

がいない

3.4%

誰に相談すれ

ばいいかわから

ない

16.6%

相談したくない

28.9%

無回答

4.3%

十分だと思う

17.3%

ほぼ十分だと思

う

32.6%

どちらともいえな

い

44.6%

やや十分

3.0%
不十分

1.3%
無回答

1.3%

問２６ 大学の友達は、あなたの気持ちをよくわ
かってくれると思う

問２７ 大学で学んでいることに満足している

問２８ 困っていると、大学の友達は、あなたを支
えてくれると思う

問２９ 大学の勉強には難しいことが多くて、興味が
ない

問３０ 遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くこ
とが多いと思う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.9%

0.4%

0.9%

16.7%

6.9%

4.8%

6.5%

4.0%

55.8%

17.5%

24.8%

23.4%

16.2%

22.5%

25.7%

52.2%

53.5%

55.5%

4.1%

33.1%

17.1%

16.1%

23.2%

0.7%

16.5%

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

0.3%

まったくあてはまらない あまりあてはまらない どちらともいえない

かなりあてはまる とてもあてはまる 無回答

問22で「しない」と
答えた者のみ



問31.～問38.生活実感について②

問３１ 大学の授業でわからないことがあった
ら、授業の後で質問したり、自分で調べようと
思う

問３２ 大学の休み時間には、友達と離れて、
ひとりでいることが多いと思う

問３３ 大学の授業には関心がある

問３４ 大学の友達には、恵まれていると思う

問３５ 都合が悪くても、できるだけ大学の授
業には出席しようと思う

問３６ 大学の友達には、何でも話すことがで
きると思う

問３７ 何のために勉強しているのかわからな
いことがある

問３８ 自分で調べたり考えたりすることより
も、先生から教えてもらう授業の方が私には向
いている

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.8%

14.5%

0.6%

1.1%

1.2%

4.4%

11.2%

1.4%

12.1%

36.2%

4.1%

2.6%

2.2%

14.3%

33.1%

13.5%

35.0%

29.8%

17.4%

14.6%

10.3%

32.3%

32.3%

47.8%

44.3%

12.9%

59.7%

46.6%

42.1%

36.7%

18.5%

29.3%

6.7%

6.3%

18.0%

34.9%

44.1%

12.2%

4.8%

7.7%

0.1%

0.3%

0.1%

0.2%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

まったくあてはまらない あまりあてはまらない どちらともいえない かなりあてはまる とてもあてはまる 無回答



問39.～問46.生活実感について③

問47.日本人学生か外国人学生か

n=1115

問３９ グループ学習するのは苦手だ

問４０ 他人と意見交換するのは好きではない

問４１ 大学や地域のイベントに参加したいと思
う

問４２ 周囲の学生から良い影響を受けている
と思う

問４３ 県立大学の学生は信頼できると思う

問４４ 外国人旅行者が困っていたら、何とかコ
ミュニケーションして手助けすると思う

問４５ 全体的に言って、自分は良い方向に向
かっていると思う

問４６ 全体的に言って、大学に入ってよかったと
思う

日本人学生
91.4%

外国人学生
0.5%

無回答
8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.9%

12.7%

3.2%

0.9%

0.4%

1.2%

1.5%

0.8%

30.1%

45.7%

12.9%

4.8%

4.5%

8.6%

7.7%

4.0%

36.1%

26.4%

32.6%

25.2%

28.2%

37.8%

41.4%

16.3%

21.3%

11.7%

38.2%

52.3%

51.7%

37.9%

39.7%

49.0%

5.5%

3.4%

12.8%

16.8%

15.1%

14.3%

9.4%

29.3%

0.1%

0.1%

0.2%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.5%

まったくあてはまらない あまりあてはまらない どちらともいえない

かなりあてはまる とてもあてはまる 無回答



問48.受けたことのある学生支援・学生サービス

問49.力を入れた方がよい学生支援・学生サービス

問50.学習スペースの設置について

n=1115

（人）

（人）

n=1115

※複数回答

※複数回答

n=1115

36

326

216

470

263

201

313

153

19

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

物品の貸出

学習室の充実

学生ラウンジ・談話スペース

カフェテリア

窓口の時間延長

図書館の時間延長

売店の充実

トイレ

その他

まったく希

望しない
2%

あまり希望し

ない
7%

どちらでもな

い
36%

かなり希望し

ている
35%

強く希望する
17%

無回答
3%

180
274

114
104

188
507

116
455

31
144

186
196

108
66

158
163

0 100 200 300 400 500 600

授業に関する相談

履修に関する相談

資格取得に関する相談

留学に関する相談

就職に関する相談

各種証明証発行

授業料（免除及び徴収猶予）手続き

奨学金案内や手続き

保険の手続き

ボランティア活動に関すること

サークル活動に関すること

施設の利用に関すること

健康に関する相談

不安や悩みごとなどの相談

物品の貸し出しに関すること

特になし



問51.１ヶ月の平均的な収入

【収入】※100円単位とし、10円の位を四捨五入（回答数）

問52.１ヶ月の平均的な支出

【支出】 ※100円単位とし、10円の位を四捨五入（回答数）

＜回収率＞

調査対象者：学部学生1,304人（平成27年10月1日現在、休学者を除く） 回収数：1,115人（回収率：85.5%）

おわりに

本学では、学生生活支援の充実に資するため、毎年１０月に学生生活実態調査を実施しています。

今年度も昨年度に引き続き基本的な学生生活に関する設問に「生活実感」に関する質問を加えました。いずれも例年と
ほぼ同様の調査結果となりました。

『力を入れた方がよい学生支援・学生サービス』については、上位に「カフェテリア」、「学習室」、「売店」が挙がっており、
また時間の余裕ができたときには「帰宅する」と答えた学生が約半数いることからも、授業以外に学内で過ごす場所の充実
が求められていると考えられます。
『力を入れた方がよい学生支援・学生サービス』の設問で「その他」に挙げられた主な回答には、土、日のコンピューター

ルーム利用、食堂、体育館、図書館の設備充実などがありました。

不安や悩みごとの内容については、今回も半数近くが「進路（就職、進学など）」をあげており、これらに対する支援の拡充
が強く望まれていると考えられます。

今回の調査によって得られた結果を、今後の学生生活支援に活かしたいと考えます。
調査にあたり、ご協力頂いた全学生の皆さんに厚くお礼申し上げます。

学科

学年 1年 2年 3年 4年 1年 2年 3年 4年 1年 2年 3年 4年

回収数 64 42 44 43 57 49 47 49 100 84 102 70

対象者数 67 68 63 73 57 51 51 62 104 105 110 106

回収率 95.5% 61.8% 69.8% 58.9% 100.0% 96.1% 92.2% 79.0% 96.2% 80.0% 92.7% 66.0%

学科

学年 1年 2年 3年 4年 1年 2年 3年 4年

回収数 56 54 48 41 41 37 43 44

対象者数 56 55 50 51 41 40 47 47

回収率 100.0% 98.2% 96.0% 80.4% 100.0% 92.5% 91.5% 93.6%

1115

1304

85.5%

国際文化(71.2%) 文化創造(91.4%) 社会福祉(83.8%)

看護(93.9%) 栄養(94.3%)
全体

仕送り 奨学金 アルバイト その他
46500円
(597)

54800円
(511)

37300円
(736)

19300円
(61)

住居費 書籍代 食費 昼食代
36900円
(801)

4000円
(571)

16500円
(976)

5800円
(622)

サークル活動費 娯楽費

3400円
(406)

1300円
(969)


グラフ

		所属学科

		国際文化		193

		文化創造		202

		社会福祉		356

		看護		199

		栄養		165

		学年

		１年		318

		２年		266

		３年		283

		４年		248

		問１　性別		性別

		男性		140

		女性		971

		無回答		2

		問２　年齢		年齢

		１８歳		156

		１９歳		279

		２０歳		260

		２１歳		241

		２２歳		153

		２３歳		14

		２４歳以上		10

		無回答		2

		問３　住居区分

		自宅（家族と同居）		246

		アパート・マンション等（一人暮らし）		786

		学生寮		74

		ルームシェア		8

		無回答		1

		問４　主な通学手段

		徒歩のみ		237

		自転車		638

		バイク（原付を含む）		28

		自動車		115

		JR		91

		バス		3

		無回答		1

		問５～７		平日		休日前		休日

		５時間未満		104		65		38

		５時間以上６時間未満		400		243		137

		６時間以上７時間未満		377		358		298

		７時間以上８時間未満		135		232		316

		８時間以上９時間未満		25		124		193

		９時間以上		40		51		74

		無回答		4		1		1

		問８　１日あたりの授業外学習時間

		６時間以上		8

		５時間以上６時間未満		7

		４時間以上５時間未満		25

		３時間以上４時間未満		48

		２時間以上３時間未満		135

		１時間以上２時間未満		396

		１時間未満		416

		0時間		73

		無回答		4

		問９　サークル（クラブ・同好会）への所属

		運動系サークルに所属		279

		文化系サークルに所属		363

		運動系・文化系の両方に所属		177

		所属したことがない		110

		以前は所属していたがやめた		178

		無回答		6

		問１０　所属サークル数

		１つ		411

		２つ		300

		３つ以上		104

		無回答		4

		問１１　サークルに所属している目的

		学生生活を楽しむ		412

		趣味と一致		274

		就職に有利		29

		友人を得る		46

		居場所の確保		7

		試験や履修の情報源		6

		友人や高校の先輩が参加		25

		健康増進		17

		無回答		3

		問１２　サークル満足度

		満足		329

		やや満足		255

		普通		186

		やや不満		35

		不満		10

		無回答		4

		問１３　１週間あたりのサーク活動日数

		５日以上		329

		４日以上５日未満		255

		３日以上４日未満		186

		２日以上３日未満		35

		１日以上２日未満		10

		１日未満		0

		無回答		4

				n=819

		無回答		4

		１日未満		0

		１日以上２日未満		10

		２日以上３日未満		35

		３日以上４日未満		186

		４日以上５日未満		255

		５日以上		329

		問１４　サークルに所属しない理由		n=288

		希望のサークルがないから		38

		授業（実習・卒業研究を含む）が忙しいから		28

		時間に余裕がないから		78

		健康に問題があるから		5

		サークル活動に興味がないから		29

		引退したから		55

		その他		37

		無回答		18

		問１５　アルバイトの有無		n=1115

		定期的にしている		670

		不定期にしている		200

		したことがない		119

		以前はしていたがやめた		111

		無回答		15

		問１６　アルバイト従事時間		n=670

		無回答		2

		５時間未満		42

		５時間以上１０時間未満		153

		１０時間以上１５時間未満		198

		１５時間以上２０時間未満		146

		２０時間以上２５時間未満		76

		２５時間以上３０時間未満		34

		３０時間以上		19

		問１７　アルバイトをする理由

		学費・生活費にあてる		297

		サークル活動費にあてる		35

		旅行・レジャー資金にあてる		104

		お小遣いにあてる		314

		携帯電話、インターネット等の通信費にあてる		8

		貯金		66

		その他		26

		無回答		20

		問１８　アルバイトをしていない理由		n=230

		必要がない		19

		授業（実習・卒業研究を含む）が忙しいから		45

		時間に余裕がないから		56

		健康に問題があるから		1

		やってみたいアルバイトが見つからないから		35

		その他		70

		無回答		4

		問１９　大学で時間の余裕ができたとき、過ごす場所		n=1115

		図書館		130

		教室		119

		教員研究室		27

		桜翔館（学習室）		1

		食堂		210

		有隣館		8

		サークルの部室等		4

		学内のその他屋内		57

		芝生・ウッドデッキなど学内の屋外		5

		帰宅する		550

		無回答		4

		無回答		4

		図書館		130

		教室		119

		教員研究室		27

		桜翔館（学習室）		1

		食堂		210

		有隣館		8

		サークルの部室等		4

		学内のその他屋内		57

		芝生・ウッドデッキなど学内の屋外		5

		帰宅する		550

		問２０　不安や悩みごとの有無		n=1115

		ある		676

		ない		429

		無回答		10

		問２１不安や悩みごとの内容		n=676

		無回答		3

		修学（履修、休・退学）		57

		進路（就職、進学など）		402

		経済的問題		26

		サークル活動		24

		人間関係（教員・友人など）		49

		心身の健康		42

		家庭問題		12

		恋愛問題		18

		それ以外		43

		問２２　不安や悩みごとの相談		n=1115

		する		870

		しない		235

		無回答		10

		問２３　不安や悩みごとの相談相手		n=870

		無回答		6

		家族		277

		友人		503

		恋人		44

		先輩		19

		チューター		6

		チューター以外の教員		3

		学生相談室のカウンセラー		8

		保健室の保健師		1

		学生支援部の職員		1

		学生支援部以外の職員		2

		問２４　不安や悩みごとを相談しない理由		n=235

		自分で解決する		110

		相談する相手がいない		8

		誰に相談すればいいかわからない		39

		相談したくない		68

		無回答		10

		問２５　大学の相談対応に関する体制について		n=1115

		十分だと思う		193

		ほぼ十分だと思う		363

		どちらともいえない		497

		やや十分		33

		不十分		15

		無回答		14

		問２６～問４６　生活実感について		n=1115

				まったくあてはまらない		あまりあてはまらない		どちらともいえない		かなりあてはまる		とてもあてはまる		無回答

		問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う		10		54		277		582		191		1		1115

		問２７　大学で学んでいることに満足している		5		72		261		596		180		1		1115

		問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う		10		45		181		619		259		1		1115

		問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない		186		622		251		46		8		2		1115

		問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う		77		195		287		369		184		3		1115

				まったくあてはまらない		あまりあてはまらない		どちらともいえない		かなりあてはまる		とてもあてはまる		無回答		1115

		問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う		20		135		390		494		75		1		1115

		問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う		162		404		332		144		70		3		1115

		問３３　大学の授業には関心がある		7		46		194		666		201		1		1115

		問３４　大学の友達には、恵まれていると思う		12		29		163		520		389		2		1115

		問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う		13		25		115		469		492		1		1115

		問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う		49		160		360		409		136		1		1115

		問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある		125		369		360		206		53		2		1115

		問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている		16		151		533		327		86		2

				まったくあてはまらない		あまりあてはまらない		どちらともいえない		かなりあてはまる		とてもあてはまる		無回答		1115

		問３９　グループ学習するのは苦手だ		77		336		402		238		61		1		1115

		問４０　他人と意見交換するのは好きではない		142		509		294		131		38		1		1115

		問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う		36		144		364		426		143		2		1115

		問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う		10		53		281		583		187		1		1115

		問４３　県立大学の学生は信頼できると思う		5		50		314		576		168		2		1115

		問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う		13		96		422		423		159		2		1115

		問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う		17		86		462		443		105		2		1115

		問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う		9		45		182		546		327		6

				まったくあてはまらない		あまりあてはまらない		どちらともいえない		かなりあてはまる		とてもあてはまる		無回答		1115

		問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う		9		45		182		546		327		6		1115

		問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う		17		86		462		443		105		2		1115

		問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う		13		96		422		423		159		2		1115

		問４３　県立大学の学生は信頼できると思う		5		50		314		576		168		2		1115

		問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う		10		53		281		583		187		1		1115

		問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う		36		144		364		426		143		2		1115

		問４０　他人と意見交換するのは好きではない		142		509		294		131		38		1		1115

		問３９　グループ学習するのは苦手だ		77		336		402		238		61		1		1115

		問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている		16		151		533		327		86		2		1115

		問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある		125		369		360		206		53		2		1115

		問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う		49		160		360		409		136		1		1115

		問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う		13		25		115		469		492		1		1115

		問３４　大学の友達には、恵まれていると思う		12		29		163		520		389		2		1115

		問３３　大学の授業には関心がある		7		46		194		666		201		1		1115

		問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う		162		404		332		144		70		3		1115

		問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う		20		135		390		494		75		1		1115

		問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う		77		195		287		369		184		3		1115

		問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない		186		622		251		46		8		2		1115

		問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う		10		45		181		619		259		1		1115

		問２７　大学で学んでいることに満足している		5		72		261		596		180		1		1115

		問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う		10		54		277		582		191		1

				問４７　属性		n=1115

				日本人学生		1019

				日本人以外の学生		6

				無回答		90





国際文化	文化創造	社会福祉	看護	栄養	193	202	356	199	165	



問９　サークル（クラブ・同好会）への所属	運動系サークルに所属	文化系サークルに所属	運動系・文化系の両方に所属	所属したことがない	以前は所属していたがやめた	無回答	279	363	177	110	178	6	



問１０　所属サークル数	１つ	２つ	３つ以上	無回答	411	300	104	4	



問１１　サークルに所属している目的	学生生活を楽しむ	趣味と一致	就職に有利	友人を得る	居場所の確保	試験や履修の情報源	友人や高校の先輩が参加	健康増進	無回答	412	274	29	46	7	6	25	17	3	



問１２　サークル満足度	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	無回答	329	255	186	35	10	4	

無回答	１日未満	１日以上２日未満	２日以上３日未満	３日以上４日未満	４日以上５日未満	５日以上	4	0	10	35	186	255	329	







希望のサークルがないから	授業（実習・卒業研究を含む）が忙しいから	時間に余裕がないから	健康に問題があるから	サークル活動に興味がないから	引退したから	その他	無回答	38	28	78	5	29	55	37	18	



定期的にしている	不定期にしている	したことがない	以前はしていたがやめた	無回答	670	200	119	111	15	

無回答	５時間未満	５時間以上１０時間未満	１０時間以上１５時間未満	１５時間以上２０時間未満	２０時間以上２５時間未満	２５時間以上３０時間未満	３０時間以上	2	42	153	198	146	76	34	19	







学費・生活費にあてる	サークル活動費にあてる	旅行・レジャー資金にあてる	お小遣いにあてる	携帯電話、インターネット等の通信費にあてる	貯金	その他	無回答	297	35	104	314	8	66	26	20	



必要がない	授業（実習・卒業研究を含む）が忙しいから	時間に余裕がないから	健康に問題があるから	やってみたいアルバイトが見つからないから	その他	無回答	19	45	56	1	35	70	4	



１年	２年	３年	４年	318	266	283	248	



図書館	教室	教員研究室	桜翔館（学習室）	食堂	有隣館	サークルの部室等	学内のその他屋内	芝生・ウッドデッキなど学内の屋外	帰宅する	無回答	130	119	27	1	210	8	4	57	5	550	4	

無回答	図書館	教室	教員研究室	桜翔館（学習室）	食堂	有隣館	サークルの部室等	学内のその他屋内	芝生・ウッドデッキなど学内の屋外	帰宅する	4	130	119	27	1	210	8	4	57	5	550	







ある	ない	無回答	676	429	10	

無回答	修学（履修、休・退学）	進路（就職、進学など）	経済的問題	サークル活動	人間関係（教員・友人など）	心身の健康	家庭問題	恋愛問題	それ以外	3	57	402	26	24	49	42	12	18	43	







する	しない	無回答	870	235	10	



無回答	家族	友人	恋人	先輩	チューター	チューター以外の教員	学生相談室のカウンセラー	保健室の保健師	学生支援部の職員	学生支援部以外の職員	6	277	503	44	19	6	3	8	1	1	2	







自分で解決する	相談する相手がいない	誰に相談すればいいかわからない	相談したくない	無回答	110	8	39	68	10	



十分だと思う	ほぼ十分だと思う	どちらともいえない	やや十分	不十分	無回答	193	363	497	33	15	14	



まったくあてはまらない	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	10	5	10	186	77	0	20	162	7	12	13	49	125	16	0	77	142	36	10	5	13	17	9	あまりあてはまらない	問２６　大学の友	達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国	人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	54	72	45	622	195	0	135	404	46	29	25	160	369	151	0	336	509	144	53	50	96	86	45	どちらともいえない	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、	大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	277	261	181	251	287	0	390	332	194	163	115	360	360	533	0	402	294	364	281	314	422	462	182	かなりあてはまる	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや	旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	582	596	619	46	369	0	494	144	666	520	469	409	206	327	0	238	131	426	583	576	423	443	546	とてもあてはまる	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で	調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	191	180	259	8	184	0	75	70	201	389	492	136	53	86	0	61	38	143	187	168	159	105	327	無回答	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	1	1	1	2	3	0	1	3	1	2	1	1	2	2	0	1	1	2	1	2	2	2	6	







問２６～問４６　生活実感について



まったくあてはまらない	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあ	ったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	9	17	13	5	10	36	142	77	16	125	49	13	12	7	162	20	77	186	10	5	10	あまりあてはまらない	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは	苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	45	86	96	50	53	144	509	336	151	369	160	25	29	46	404	135	195	622	45	72	54	どちらともいえない	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行	くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	182	462	422	314	281	364	294	402	533	360	360	115	163	194	332	390	287	251	181	261	277	かなりあてはまる	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の	方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	546	443	423	576	583	426	131	238	327	206	409	469	520	666	144	494	369	46	619	596	582	とてもあてはまる	

問４６　	全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	327	105	159	168	187	143	38	61	86	53	136	492	389	201	70	75	184	8	259	180	191	無回答	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	6	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	3	1	3	2	1	1	1	







６時間以上	５時間以上６時間未満	４時間以上５時間未満	３時間以上４時間未満	２時間以上３時間未満	１時間以上２時間未満	１時間未満	0時間	無回答	8	7	25	48	135	396	416	73	4	





問４７　属性





日本人学生	日本人以外の学生	無回答	1019	6	90	

まったくあてはまらない	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	10	5	10	186	77	あまりあてはまらない	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には	難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	54	72	45	622	195	どちらともいえない	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	277	261	181	251	287	かなりあてはまる	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	582	596	619	46	369	とてもあてはまる	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	191	180	259	8	184	無回答	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足してい	る	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	1	1	1	2	3	







まったくあてはまらない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	77	142	36	10	5	13	17	9	あまりあてはまらない	

問３９	　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	336	509	144	53	50	96	86	45	どちらともいえない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	402	294	364	281	314	422	462	182	かなりあてはまる	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	238	131	426	583	576	423	443	546	とてもあてはまる	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	61	38	143	187	168	159	105	327	無回答	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受	けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	1	1	2	1	2	2	2	6	







まったくあてはまらない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	77	142	36	10	5	13	17	9	あまりあてはまらない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	336	509	144	53	50	96	86	45	どちらともいえない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	402	294	364	281	314	422	462	182	かなりあてはまる	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立	大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	238	131	426	583	576	423	443	546	とてもあてはまる	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	61	38	143	187	168	159	105	327	無回答	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーショ	ンして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	1	1	2	1	2	2	2	6	







まったくあてはまらない	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	20	162	7	12	13	49	125	16	あまりあてはまらない	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自	分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	135	404	46	29	25	160	369	151	どちらともいえない	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	390	332	194	163	115	360	360	533	かなりあてはまる	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	494	144	666	520	469	409	206	327	とてもあてはまる	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業	の方が私には向いている	75	70	201	389	492	136	53	86	無回答	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	1	3	1	2	1	1	2	2	







問８　１日あたりの授業外学習時間



６時間以上	５時間以上６時間未満	４時間以上５時間未満	３時間以上４時間未満	２時間以上３時間未満	１時間以上２時間未満	１時間未満	0時間	無回答	8	7	25	48	135	396	416	73	4	







男性	女性	無回答	140	971	2	



１８歳	１９歳	２０歳	２１歳	２２歳	２３歳	２４歳以上	無回答	156	279	260	241	153	14	10	2	



自宅（家族と同居）	アパート・マンション等（一人暮らし）	学生寮	ルームシェア	無回答	246	786	74	8	1	



徒歩のみ	自転車	バイク（原付を含む）	自動車	JR	バス	無回答	237	638	28	115	91	3	1	

５時間未満	

平日	休日前	休日	104	65	38	５時間以上６時間未満	

平日	休日前	休日	400	243	137	６時間以上７時間未満	

平日	休日前	休日	377	358	298	７時間以上８時間未満	

平日	休日前	休日	135	232	316	８時間以上９時間未満	

平日	休日前	休日	25	124	193	９時間以上	

平日	休日前	休日	40	51	74	無回答	

平日	休日前	休日	4	1	1	









グラフ (2)

		問４８　受けたことのある学生支援・学生サービス（複数回答）		n=1115

		授業に関する相談		180

		履修に関する相談		274

		資格取得に関する相談		114

		留学に関する相談		104

		就職に関する相談		188

		各種証明証発行		507

		授業料（免除及び徴収猶予）手続き		116

		奨学金案内や手続き		455

		保険の手続き		31

		ボランティア活動に関すること		144

		サークル活動に関すること		186

		施設の利用に関すること		196

		健康に関する相談		108

		不安や悩みごとなどの相談		66

		物品の貸し出しに関すること		158

		特になし		163

		問４９　本学が特に力を入れた方がよいと思うサービス（複数回答）		n=1115

		物品の貸出		36

		学習室の充実		326

		学生ラウンジ・談話スペース		216

		カフェテリア		470

		窓口の時間延長		263

		図書館の時間延長		201

		売店の充実		313

		トイレ		153

		その他		19

		問５０　一人用学習スペースの設置について		n=1115

		まったく希望しない		22

		あまり希望しない		82

		どちらでもない		397

		かなり希望している		387

		強く希望する		194

		無回答		33



問４８　受けたことのある学生支援・学生サービス

（複数回答）



授業に関する相談	履修に関する相談	資格取得に関する相談	留学に関する相談	就職に関する相談	各種証明証発行	授業料（免除及び徴収猶予）手続き	奨学金案内や手続き	保険の手続き	ボランティア活動に関すること	サークル活動に関すること	施設の利用に関すること	健康に関する相談	不安や悩みごとなどの相談	物品の貸し出しに関すること	特になし	180	274	114	104	188	507	116	455	31	144	186	196	108	66	158	163	





問４９　本学が特に力を入れた方がよいと思うサービス（複数回答）



物品の貸出	学習室の充実	学生ラウンジ・談話スペース	カフェテリア	窓口の時間延長	図書館の時間延長	売店の充実	トイレ	その他	36	326	216	470	263	201	313	153	19	





問５０　一人用学習スペースの設置について





まったく希望しない	あまり希望しない	どちらでもない	かなり希望している	強く希望する	無回答	22	82	397	387	194	33	



表（0空除） 

		問５１　1ヶ月の平均的な収入																						1047		1003		1045		842

																								27782539		27978851		27455442		1175251

		【収入】100円単位とし、10円の位を四捨五入
　　　　（　）内は回答数。																						26535.376313276		27895.1655034895		26273.1502392344		1395.7850356295



		仕送り		奨学金		アルバイト		その他																0、ブランク除く												0、ブランク除く

		46,500円		54,800円		37,300円		19,300円																597		511		736		61						801		571		976		622		406		969

		(597)		(511)		(736)		(61)																27782500		27978800		27455400		1175251						29574634		2285401		16052055		3630675		1365124		1298306

																								46536.85		54753.03		37303.53		19266.4						36922.13		4002.45		16466.77		5837.09		3362.37		13403.82





		問５２　1ヶ月の平均的な支出



		【支出】100円単位とし、10円の位を四捨五入
　　　　（　）内は回答数。



		住居費		書籍代		食費		昼食代

		36,900円		4,000円		16,500円		5,800円

		(801)		(571)		(976)		(622)

		サークル活動費				娯楽費

		3,400円				1,300円

		(406)				(969)

		【回収率】





回収率 (27)

		＜平成27年度学生生活実態調査回収率＞

		調査対象者：学部学生1,304人（平成27年10月1日現在、休学者を除く）																		回収数：1,115人（回収率：85.5%）





		学科		国際文化(71.2%)								文化創造(91.4%)								社会福祉(83.8%)

		学年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年

		回収数		64		42		44		43		57		49		47		49		100		84		102		70

		対象者数		67		68		63		73		57		51		51		62		104		105		110		106

		回収率		95.5%		61.8%		69.8%		58.9%		100.0%		96.1%		92.2%		79.0%		96.2%		80.0%		92.7%		66.0%

		学科		看護(93.9%)								栄養(94.3%)								全体

		学年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年

		回収数		56		54		48		41		41		37		43		44		1115

		対象者数		56		55		50		51		41		40		47		47		1304

		回収率		100.0%		98.2%		96.0%		80.4%		100.0%		92.5%		91.5%		93.6%		85.5%



		※平成26年度学生生活実態調査回収率　80.5%





回答率(27)

		平成27年度学生生活実態調査回答率

				1年						2年						3年						4年						全体

				調査対象者数		回答者数		回答率		調査対象者数		回答者数		回答率		調査対象者数		回答者数		回答率		調査対象者数		回答者数		回答率		調査対象者数		回答者数		回答率

		国際文化学科		67		64		95.5%		68		42		61.8%		63		44		69.8%		73		43		58.9%		271		193		71.2%

		文化創造学科		57		57		100.0%		51		49		96.1%		51		47		92.2%		62		49		79.0%		221		202		91.4%

		社会福祉学科		104		100		96.2%		105		84		80.0%		110		102		92.7%		106		70		66.0%		425		356		83.8%

		看護学科		56		56		100.0%		55		54		98.2%		50		48		96.0%		51		41		80.4%		212		199		93.9%

		栄養学科		41		41		100.0%		40		37		92.5%		47		43		91.5%		47		44		93.6%		175		165		94.3%

		計		325		318		97.8%		319		266		83.4%		321		284		88.5%		339		247		72.9%		1,304		1,115		85.5%





回収率 (26)

		＜平成26年度学生生活実態調査回収率＞

		調査対象者：学部学生1,299人（平成26年10月1日現在、休学者を除く）																		回収数：1,046人（回収率：80.5%）





		学科		国際文化(59.0%)								文化創造(90.2%)								社会福祉(76.1%)

		学年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年

		回収数		38		43		42		37		51		44		52		47		89		95		51		86

		対象者数		68		62		63		78		52		48		61		54		107		102		108		105

		回収率		55.9%		69.4%		66.7%		47.4%		98.1%		91.7%		85.2%		87.0%		83.2%		93.1%		47.2%		81.9%

		学科		看護(90.6%)								栄養(100%)								全体

		学年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年

		回収数		55		48		51		39		41		42		47		48		1046

		対象者数		55		51		51		56		41		42		47		48		1299

		回収率		100.0%		94.1%		100.0%		69.6%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		80.5%



		※平成25年度学生生活実態調査回収率　83.0%






グラフ

		所属学科

		国際文化		193

		文化創造		202

		社会福祉		356

		看護		199

		栄養		165

		学年

		１年		318

		２年		266

		３年		283

		４年		248

		問１　性別		性別

		男性		140

		女性		971

		無回答		2

		問２　年齢		年齢

		１８歳		156

		１９歳		279

		２０歳		260

		２１歳		241

		２２歳		153

		２３歳		14

		２４歳以上		10

		無回答		2

		問３　住居区分

		自宅（家族と同居）		246

		アパート・マンション等（一人暮らし）		786

		学生寮		74

		ルームシェア		8

		無回答		1

		問４　主な通学手段

		徒歩のみ		237

		自転車		638

		バイク（原付を含む）		28

		自動車		115

		JR		91

		バス		3

		無回答		1

		問５～７		平日		休日前		休日

		５時間未満		104		65		38

		５時間以上６時間未満		400		243		137

		６時間以上７時間未満		377		358		298

		７時間以上８時間未満		135		232		316

		８時間以上９時間未満		25		124		193

		９時間以上		40		51		74

		無回答		4		1		1

		問８　１日あたりの授業外学習時間

		６時間以上		8

		５時間以上６時間未満		7

		４時間以上５時間未満		25

		３時間以上４時間未満		48

		２時間以上３時間未満		135

		１時間以上２時間未満		396

		１時間未満		416

		0時間		73

		無回答		4

		問９　サークル（クラブ・同好会）への所属

		運動系サークルに所属		279

		文化系サークルに所属		363

		運動系・文化系の両方に所属		177

		所属したことがない		110

		以前は所属していたがやめた		178

		無回答		6

		問１０　所属サークル数

		１つ		411

		２つ		300

		３つ以上		104

		無回答		4

		問１１　サークルに所属している目的

		学生生活を楽しむ		412

		趣味と一致		274

		就職に有利		29

		友人を得る		46

		居場所の確保		7

		試験や履修の情報源		6

		友人や高校の先輩が参加		25

		健康増進		17

		無回答		3

		問１２　サークル満足度

		満足		329

		やや満足		255

		普通		186

		やや不満		35

		不満		10

		無回答		4

		問１３　１週間あたりのサーク活動日数

		５日以上		329

		４日以上５日未満		255

		３日以上４日未満		186

		２日以上３日未満		35

		１日以上２日未満		10

		１日未満		0

		無回答		4

				n=819

		無回答		4

		１日未満		0

		１日以上２日未満		10

		２日以上３日未満		35

		３日以上４日未満		186

		４日以上５日未満		255

		５日以上		329

		問１４　サークルに所属しない理由		n=288

		希望のサークルがないから		38

		授業（実習・卒業研究を含む）が忙しいから		28

		時間に余裕がないから		78

		健康に問題があるから		5

		サークル活動に興味がないから		29

		引退したから		55

		その他		37

		無回答		18

		問１５　アルバイトの有無		n=1115

		定期的にしている		670

		不定期にしている		200

		したことがない		119

		以前はしていたがやめた		111

		無回答		15

		問１６　アルバイト従事時間		n=670

		無回答		2

		５時間未満		42

		５時間以上１０時間未満		153

		１０時間以上１５時間未満		198

		１５時間以上２０時間未満		146

		２０時間以上２５時間未満		76

		２５時間以上３０時間未満		34

		３０時間以上		19

		問１７　アルバイトをする理由

		学費・生活費にあてる		297

		サークル活動費にあてる		35

		旅行・レジャー資金にあてる		104

		お小遣いにあてる		314

		携帯電話、インターネット等の通信費にあてる		8

		貯金		66

		その他		26

		無回答		20

		問１８　アルバイトをしていない理由		n=230

		必要がない		19

		授業（実習・卒業研究を含む）が忙しいから		45

		時間に余裕がないから		56

		健康に問題があるから		1

		やってみたいアルバイトが見つからないから		35

		その他		70

		無回答		4

		問１９　大学で時間の余裕ができたとき、過ごす場所		n=1115

		図書館		130

		教室		119

		教員研究室		27

		桜翔館（学習室）		1

		食堂		210

		有隣館		8

		サークルの部室等		4

		学内のその他屋内		57

		芝生・ウッドデッキなど学内の屋外		5

		帰宅する		550

		無回答		4

		無回答		4

		図書館		130

		教室		119

		教員研究室		27

		桜翔館（学習室）		1

		食堂		210

		有隣館		8

		サークルの部室等		4

		学内のその他屋内		57

		芝生・ウッドデッキなど学内の屋外		5

		帰宅する		550

		問２０　不安や悩みごとの有無		n=1115

		ある		676

		ない		429

		無回答		10

		問２１不安や悩みごとの内容		n=676

		無回答		3

		修学（履修、休・退学）		57

		進路（就職、進学など）		402

		経済的問題		26

		サークル活動		24

		人間関係（教員・友人など）		49

		心身の健康		42

		家庭問題		12

		恋愛問題		18

		それ以外		43

		問２２　不安や悩みごとの相談		n=1115

		する		870

		しない		235

		無回答		10

		問２３　不安や悩みごとの相談相手		n=870

		無回答		6

		家族		277

		友人		503

		恋人		44

		先輩		19

		チューター		6

		チューター以外の教員		3

		学生相談室のカウンセラー		8

		保健室の保健師		1

		学生支援部の職員		1

		学生支援部以外の職員		2

		問２４　不安や悩みごとを相談しない理由		n=235

		自分で解決する		110

		相談する相手がいない		8

		誰に相談すればいいかわからない		39

		相談したくない		68

		無回答		10

		問２５　大学の相談対応に関する体制について		n=1115

		十分だと思う		193

		ほぼ十分だと思う		363

		どちらともいえない		497

		やや十分		33

		不十分		15

		無回答		14

		問２６～問４６　生活実感について		n=1115

				まったくあてはまらない		あまりあてはまらない		どちらともいえない		かなりあてはまる		とてもあてはまる		無回答

		問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う		10		54		277		582		191		1		1115

		問２７　大学で学んでいることに満足している		5		72		261		596		180		1		1115

		問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う		10		45		181		619		259		1		1115

		問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない		186		622		251		46		8		2		1115

		問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う		77		195		287		369		184		3		1115

				まったくあてはまらない		あまりあてはまらない		どちらともいえない		かなりあてはまる		とてもあてはまる		無回答		1115

		問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う		20		135		390		494		75		1		1115

		問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う		162		404		332		144		70		3		1115

		問３３　大学の授業には関心がある		7		46		194		666		201		1		1115

		問３４　大学の友達には、恵まれていると思う		12		29		163		520		389		2		1115

		問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う		13		25		115		469		492		1		1115

		問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う		49		160		360		409		136		1		1115

		問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある		125		369		360		206		53		2		1115

		問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている		16		151		533		327		86		2

				まったくあてはまらない		あまりあてはまらない		どちらともいえない		かなりあてはまる		とてもあてはまる		無回答		1115

		問３９　グループ学習するのは苦手だ		77		336		402		238		61		1		1115

		問４０　他人と意見交換するのは好きではない		142		509		294		131		38		1		1115

		問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う		36		144		364		426		143		2		1115

		問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う		10		53		281		583		187		1		1115

		問４３　県立大学の学生は信頼できると思う		5		50		314		576		168		2		1115

		問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う		13		96		422		423		159		2		1115

		問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う		17		86		462		443		105		2		1115

		問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う		9		45		182		546		327		6

				まったくあてはまらない		あまりあてはまらない		どちらともいえない		かなりあてはまる		とてもあてはまる		無回答		1115

		問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う		9		45		182		546		327		6		1115

		問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う		17		86		462		443		105		2		1115

		問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う		13		96		422		423		159		2		1115

		問４３　県立大学の学生は信頼できると思う		5		50		314		576		168		2		1115

		問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う		10		53		281		583		187		1		1115

		問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う		36		144		364		426		143		2		1115

		問４０　他人と意見交換するのは好きではない		142		509		294		131		38		1		1115

		問３９　グループ学習するのは苦手だ		77		336		402		238		61		1		1115

		問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている		16		151		533		327		86		2		1115

		問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある		125		369		360		206		53		2		1115

		問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う		49		160		360		409		136		1		1115

		問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う		13		25		115		469		492		1		1115

		問３４　大学の友達には、恵まれていると思う		12		29		163		520		389		2		1115

		問３３　大学の授業には関心がある		7		46		194		666		201		1		1115

		問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う		162		404		332		144		70		3		1115

		問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う		20		135		390		494		75		1		1115

		問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う		77		195		287		369		184		3		1115

		問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない		186		622		251		46		8		2		1115

		問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う		10		45		181		619		259		1		1115

		問２７　大学で学んでいることに満足している		5		72		261		596		180		1		1115

		問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う		10		54		277		582		191		1

				問４７　属性		n=1115

				日本人学生		1019

				日本人以外の学生		6

				無回答		90





国際文化	文化創造	社会福祉	看護	栄養	193	202	356	199	165	



問９　サークル（クラブ・同好会）への所属	運動系サークルに所属	文化系サークルに所属	運動系・文化系の両方に所属	所属したことがない	以前は所属していたがやめた	無回答	279	363	177	110	178	6	



問１０　所属サークル数	１つ	２つ	３つ以上	無回答	411	300	104	4	



問１１　サークルに所属している目的	学生生活を楽しむ	趣味と一致	就職に有利	友人を得る	居場所の確保	試験や履修の情報源	友人や高校の先輩が参加	健康増進	無回答	412	274	29	46	7	6	25	17	3	



問１２　サークル満足度	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	無回答	329	255	186	35	10	4	

無回答	１日未満	１日以上２日未満	２日以上３日未満	３日以上４日未満	４日以上５日未満	５日以上	4	0	10	35	186	255	329	







希望のサークルがないから	授業（実習・卒業研究を含む）が忙しいから	時間に余裕がないから	健康に問題があるから	サークル活動に興味がないから	引退したから	その他	無回答	38	28	78	5	29	55	37	18	



定期的にしている	不定期にしている	したことがない	以前はしていたがやめた	無回答	670	200	119	111	15	

無回答	５時間未満	５時間以上１０時間未満	１０時間以上１５時間未満	１５時間以上２０時間未満	２０時間以上２５時間未満	２５時間以上３０時間未満	３０時間以上	2	42	153	198	146	76	34	19	







学費・生活費にあてる	サークル活動費にあてる	旅行・レジャー資金にあてる	お小遣いにあてる	携帯電話、インターネット等の通信費にあてる	貯金	その他	無回答	297	35	104	314	8	66	26	20	



必要がない	授業（実習・卒業研究を含む）が忙しいから	時間に余裕がないから	健康に問題があるから	やってみたいアルバイトが見つからないから	その他	無回答	19	45	56	1	35	70	4	



１年	２年	３年	４年	318	266	283	248	



図書館	教室	教員研究室	桜翔館（学習室）	食堂	有隣館	サークルの部室等	学内のその他屋内	芝生・ウッドデッキなど学内の屋外	帰宅する	無回答	130	119	27	1	210	8	4	57	5	550	4	

無回答	図書館	教室	教員研究室	桜翔館（学習室）	食堂	有隣館	サークルの部室等	学内のその他屋内	芝生・ウッドデッキなど学内の屋外	帰宅する	4	130	119	27	1	210	8	4	57	5	550	







ある	ない	無回答	676	429	10	

無回答	修学（履修、休・退学）	進路（就職、進学など）	経済的問題	サークル活動	人間関係（教員・友人など）	心身の健康	家庭問題	恋愛問題	それ以外	3	57	402	26	24	49	42	12	18	43	







する	しない	無回答	870	235	10	



無回答	家族	友人	恋人	先輩	チューター	チューター以外の教員	学生相談室のカウンセラー	保健室の保健師	学生支援部の職員	学生支援部以外の職員	6	277	503	44	19	6	3	8	1	1	2	







自分で解決する	相談する相手がいない	誰に相談すればいいかわからない	相談したくない	無回答	110	8	39	68	10	



十分だと思う	ほぼ十分だと思う	どちらともいえない	やや十分	不十分	無回答	193	363	497	33	15	14	



まったくあてはまらない	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	10	5	10	186	77	0	20	162	7	12	13	49	125	16	0	77	142	36	10	5	13	17	9	あまりあてはまらない	問２６　大学の友	達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国	人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	54	72	45	622	195	0	135	404	46	29	25	160	369	151	0	336	509	144	53	50	96	86	45	どちらともいえない	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、	大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	277	261	181	251	287	0	390	332	194	163	115	360	360	533	0	402	294	364	281	314	422	462	182	かなりあてはまる	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや	旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	582	596	619	46	369	0	494	144	666	520	469	409	206	327	0	238	131	426	583	576	423	443	546	とてもあてはまる	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で	調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	191	180	259	8	184	0	75	70	201	389	492	136	53	86	0	61	38	143	187	168	159	105	327	無回答	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	1	1	1	2	3	0	1	3	1	2	1	1	2	2	0	1	1	2	1	2	2	2	6	







問２６～問４６　生活実感について



まったくあてはまらない	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあ	ったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	9	17	13	5	10	36	142	77	16	125	49	13	12	7	162	20	77	186	10	5	10	あまりあてはまらない	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは	苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	45	86	96	50	53	144	509	336	151	369	160	25	29	46	404	135	195	622	45	72	54	どちらともいえない	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行	くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	182	462	422	314	281	364	294	402	533	360	360	115	163	194	332	390	287	251	181	261	277	かなりあてはまる	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の	方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	546	443	423	576	583	426	131	238	327	206	409	469	520	666	144	494	369	46	619	596	582	とてもあてはまる	

問４６　	全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	327	105	159	168	187	143	38	61	86	53	136	492	389	201	70	75	184	8	259	180	191	無回答	

問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問３９　グループ学習するのは苦手だ	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	6	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	3	1	3	2	1	1	1	







６時間以上	５時間以上６時間未満	４時間以上５時間未満	３時間以上４時間未満	２時間以上３時間未満	１時間以上２時間未満	１時間未満	0時間	無回答	8	7	25	48	135	396	416	73	4	





問４７　属性





日本人学生	日本人以外の学生	無回答	1019	6	90	

まったくあてはまらない	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	10	5	10	186	77	あまりあてはまらない	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には	難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	54	72	45	622	195	どちらともいえない	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	277	261	181	251	287	かなりあてはまる	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	582	596	619	46	369	とてもあてはまる	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足している	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	191	180	259	8	184	無回答	

問２６　大学の友達は、あなたの気持ちをよくわかってくれると思う	問２７　大学で学んでいることに満足してい	る	問２８　困っていると、大学の友達は、あなたを支えてくれると思う	問２９　大学の勉強には難しことが多くて、興味がない	問３０　遊びや旅行に、大学の友達と一緒に行くことが多いと思う	1	1	1	2	3	







まったくあてはまらない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	77	142	36	10	5	13	17	9	あまりあてはまらない	

問３９	　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	336	509	144	53	50	96	86	45	どちらともいえない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	402	294	364	281	314	422	462	182	かなりあてはまる	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	238	131	426	583	576	423	443	546	とてもあてはまる	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	61	38	143	187	168	159	105	327	無回答	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受	けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	1	1	2	1	2	2	2	6	







まったくあてはまらない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	77	142	36	10	5	13	17	9	あまりあてはまらない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	336	509	144	53	50	96	86	45	どちらともいえない	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	402	294	364	281	314	422	462	182	かなりあてはまる	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立	大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	238	131	426	583	576	423	443	546	とてもあてはまる	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーションして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	61	38	143	187	168	159	105	327	無回答	

問３９　グループ学習するのは苦手だ	問４０　他人と意見交換するのは好きではない	問４１　大学や地域のイベントに参加したいと思う	問４２　周囲の学生から良い影響を受けていると思う	問４３　県立大学の学生は信頼できると思う	問４４　外国人旅行者が困っていたら、何とかコミュニケーショ	ンして手助けすると思う	問４５　全体的に言って、自分は良い方向に向かっていると思う	問４６　全体的に言って、大学に入ってよかったと思う	1	1	2	1	2	2	2	6	







まったくあてはまらない	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	20	162	7	12	13	49	125	16	あまりあてはまらない	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自	分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	135	404	46	29	25	160	369	151	どちらともいえない	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	390	332	194	163	115	360	360	533	かなりあてはまる	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	494	144	666	520	469	409	206	327	とてもあてはまる	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業	の方が私には向いている	75	70	201	389	492	136	53	86	無回答	

問３１　大学の授業でわからないことがあったら、授業の後で質問したり、自分で調べようと思う	問３２　大学の休み時間には、友達と離れて、ひとりでいることが多いと思う	問３３　大学の授業には関心がある	問３４　大学の友達には、恵まれていると思う	問３５　都合が悪くても、できるだけ大学の授業には出席しようと思う	問３６　大学の友達には、何でも話すことができると思う	問３７　何のために勉強しているのかわからないことがある	問３８　自分で調べたり考えたりすることよりも、先生から教えてもらう授業の方が私には向いている	1	3	1	2	1	1	2	2	







問８　１日あたりの授業外学習時間



６時間以上	５時間以上６時間未満	４時間以上５時間未満	３時間以上４時間未満	２時間以上３時間未満	１時間以上２時間未満	１時間未満	0時間	無回答	8	7	25	48	135	396	416	73	4	







男性	女性	無回答	140	971	2	



１８歳	１９歳	２０歳	２１歳	２２歳	２３歳	２４歳以上	無回答	156	279	260	241	153	14	10	2	



自宅（家族と同居）	アパート・マンション等（一人暮らし）	学生寮	ルームシェア	無回答	246	786	74	8	1	



徒歩のみ	自転車	バイク（原付を含む）	自動車	JR	バス	無回答	237	638	28	115	91	3	1	

５時間未満	

平日	休日前	休日	104	65	38	５時間以上６時間未満	

平日	休日前	休日	400	243	137	６時間以上７時間未満	

平日	休日前	休日	377	358	298	７時間以上８時間未満	

平日	休日前	休日	135	232	316	８時間以上９時間未満	

平日	休日前	休日	25	124	193	９時間以上	

平日	休日前	休日	40	51	74	無回答	

平日	休日前	休日	4	1	1	









グラフ (2)

		問４８　受けたことのある学生支援・学生サービス（複数回答）		n=1115

		授業に関する相談		180

		履修に関する相談		274

		資格取得に関する相談		114

		留学に関する相談		104

		就職に関する相談		188

		各種証明証発行		507

		授業料（免除及び徴収猶予）手続き		116

		奨学金案内や手続き		455

		保険の手続き		31

		ボランティア活動に関すること		144

		サークル活動に関すること		186

		施設の利用に関すること		196

		健康に関する相談		108

		不安や悩みごとなどの相談		66

		物品の貸し出しに関すること		158

		特になし		163

		問４９　本学が特に力を入れた方がよいと思うサービス（複数回答）		n=1115

		物品の貸出		36

		学習室の充実		326

		学生ラウンジ・談話スペース		216

		カフェテリア		470

		窓口の時間延長		263

		図書館の時間延長		201

		売店の充実		313

		トイレ		153

		その他		19

		問５０　一人用学習スペースの設置について		n=1115

		まったく希望しない		22

		あまり希望しない		82

		どちらでもない		397

		かなり希望している		387

		強く希望する		194

		無回答		33



問４８　受けたことのある学生支援・学生サービス

（複数回答）



授業に関する相談	履修に関する相談	資格取得に関する相談	留学に関する相談	就職に関する相談	各種証明証発行	授業料（免除及び徴収猶予）手続き	奨学金案内や手続き	保険の手続き	ボランティア活動に関すること	サークル活動に関すること	施設の利用に関すること	健康に関する相談	不安や悩みごとなどの相談	物品の貸し出しに関すること	特になし	180	274	114	104	188	507	116	455	31	144	186	196	108	66	158	163	





問４９　本学が特に力を入れた方がよいと思うサービス（複数回答）



物品の貸出	学習室の充実	学生ラウンジ・談話スペース	カフェテリア	窓口の時間延長	図書館の時間延長	売店の充実	トイレ	その他	36	326	216	470	263	201	313	153	19	





問５０　一人用学習スペースの設置について





まったく希望しない	あまり希望しない	どちらでもない	かなり希望している	強く希望する	無回答	22	82	397	387	194	33	



表（0空除） 

		問５１　1ヶ月の平均的な収入																						1047		1003		1045		842

																								27782539		27978851		27455442		1175251

		【収入】100円単位とし、10円の位を四捨五入
　　　　（　）内は回答数。																						26535.376313276		27895.1655034895		26273.1502392344		1395.7850356295



		仕送り		奨学金		アルバイト		その他																0、ブランク除く												0、ブランク除く

		46,500円		54,800円		37,300円		19,300円																597		511		736		61						801		571		976		622		406		969

		(597)		(511)		(736)		(61)																27782500		27978800		27455400		1175251						29574634		2285401		16052055		3630675		1365124		1298306

																								46536.85		54753.03		37303.53		19266.4						36922.13		4002.45		16466.77		5837.09		3362.37		13403.82





		問５２　1ヶ月の平均的な支出



		【支出】100円単位とし、10円の位を四捨五入
　　　　（　）内は回答数。



		住居費		書籍代		食費		昼食代

		36,900円		4,000円		16,500円		5,800円

		(801)		(571)		(976)		(622)

		サークル活動費				娯楽費

		3,400円				1,300円

		(406)				(969)

		【回収率】





回収率 (27)

		＜平成27年度学生生活実態調査回収率＞

		調査対象者：学部学生1,304人（平成27年10月1日現在、休学者を除く）																		回収数：1,115人（回収率：85.5%）





		学科		国際文化(71.2%)								文化創造(91.4%)								社会福祉(83.8%)

		学年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年

		回収数		64		42		44		43		57		49		47		49		100		84		102		70

		対象者数		67		68		63		73		57		51		51		62		104		105		110		106

		回収率		95.5%		61.8%		69.8%		58.9%		100.0%		96.1%		92.2%		79.0%		96.2%		80.0%		92.7%		66.0%

		学科		看護(93.9%)								栄養(94.3%)								全体

		学年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年

		回収数		56		54		48		41		41		37		43		44		1115

		対象者数		56		55		50		51		41		40		47		47		1304

		回収率		100.0%		98.2%		96.0%		80.4%		100.0%		92.5%		91.5%		93.6%		85.5%



		※平成26年度学生生活実態調査回収率　80.5%





回答率(27)

		平成27年度学生生活実態調査回答率

				1年						2年						3年						4年						全体

				調査対象者数		回答者数		回答率		調査対象者数		回答者数		回答率		調査対象者数		回答者数		回答率		調査対象者数		回答者数		回答率		調査対象者数		回答者数		回答率

		国際文化学科		67		64		95.5%		68		42		61.8%		63		44		69.8%		73		43		58.9%		271		193		71.2%

		文化創造学科		57		57		100.0%		51		49		96.1%		51		47		92.2%		62		49		79.0%		221		202		91.4%

		社会福祉学科		104		100		96.2%		105		84		80.0%		110		102		92.7%		106		70		66.0%		425		356		83.8%

		看護学科		56		56		100.0%		55		54		98.2%		50		48		96.0%		51		41		80.4%		212		199		93.9%

		栄養学科		41		41		100.0%		40		37		92.5%		47		43		91.5%		47		44		93.6%		175		165		94.3%

		計		325		318		97.8%		319		266		83.4%		321		284		88.5%		339		247		72.9%		1,304		1,115		85.5%





回収率 (26)

		＜平成26年度学生生活実態調査回収率＞

		調査対象者：学部学生1,299人（平成26年10月1日現在、休学者を除く）																		回収数：1,046人（回収率：80.5%）





		学科		国際文化(59.0%)								文化創造(90.2%)								社会福祉(76.1%)

		学年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年

		回収数		38		43		42		37		51		44		52		47		89		95		51		86

		対象者数		68		62		63		78		52		48		61		54		107		102		108		105

		回収率		55.9%		69.4%		66.7%		47.4%		98.1%		91.7%		85.2%		87.0%		83.2%		93.1%		47.2%		81.9%

		学科		看護(90.6%)								栄養(100%)								全体

		学年		1年		2年		3年		4年		1年		2年		3年		4年

		回収数		55		48		51		39		41		42		47		48		1046

		対象者数		55		51		51		56		41		42		47		48		1299

		回収率		100.0%		94.1%		100.0%		69.6%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		80.5%



		※平成25年度学生生活実態調査回収率　83.0%
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