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学部学生編 
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第３章 入学動機と学部の適性、授業、卒業後の進路 
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第４章 学生生活 
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第５章 課外活動 

 表５－１ 入学年度（2016 年又は 2015 年以前）、住居区分×クラブ・サークルへの 
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目的（全てまで選ぶ多重回答）･･･････････････････････････････････････････････38 

 表５－４ 所属学部×クラブ・サークル活動の目的（全てまで選ぶ多重回答）･･･････････････39 

 表５－５ 入学年度（2016 年又は 2015 年以前）、住居区分×クラブ・サークル活動 

時間（１週間）･････････････････････････････････････････････････････････････39 

 表５－６ 所属学部×クラブ・サークル活動時間（１週間）･･･････････････････････････････39 

 表５－７ 入学年度（2016 年又は 2015 年以前）、住居区分×クラブ・サークルに 

加入しない理由（全てまで選ぶ多重回答）･････････････････････････････････････40 

 表５－８ 所属学部×クラブ・サークルに加入しない理由（全てまで選ぶ多重回答）･････････40 

 表５－９ 入学年度(2016 年又は 2015 年以前)・住所区分×競技順位や技術の向上 

（全てまで選ぶ多重回答）･･････････････････････････････････････････････････40 

 表５－10 所属学部×競技順位や技術の向上････････････････････････････････････････････40 

 

第６章 学生寮 

表６－１ 入学年度（2013 年又は 2012 年以前）、住居区分×入寮希望の有無････････････････41 

 表６－２ 所属学部×入寮希望の有無･････････････････････････････････････････････････41 

 表６－３ 入学年度（2013 年又は 2012 年以前）、住居区分×寮への改善希望事項･･･････････41 

 表６－４ 所属学部×寮への改善希望事項･････････････････････････････････････････････41 
 
第７章 経年変化 

 
【実施時期・方法・回収率】 

経年変化表１－１  実施時期・方法・回収率･･･････････････････････････････････････････42 

 

【基本事項】 

経年変化表１－３  住居区分（％）･･･････････････････････････････････････････････････42 

経年変化表１－４  通学方法（％）･･･････････････････････････････････････････････････43 

経年変化表１－５  通学時間（片道）（％）･･･････････････････････････････････････････43 

 

 【経済状況】 

経年変化表２－１  主たる家計支持者（％）･･･････････････････････････････････････････43 

経年変化表２－10  アルバイトの有無（％）･･･････････････････････････････････････････44 

経年変化表２－12  アルバイトの職種（％）･･･････････････････････････････････････････44 

経年変化表２－14  アルバイトの程度（％）･･･････････････････････････････････････････44 

経年変化表２－17  １週間のアルバイト時間（％）･････････････････････････････････････45 

経年変化表２－19  アルバイトの目的（％）･･･････････････････････････････････････････45 

 

 【入学動機と学部の適性、授業、卒業後の進路】 

経年変化表３－１  進学目的（％）･･･････････････････････････････････････････････････46 

経年変化表３－３  本学受験の動機（％）･････････････････････････････････････････････46 

経年変化表３－５  受験時のアドバイス（％）･････････････････････････････････････････46 

経年変化表３－７  学部の適性（％）･････････････････････････････････････････････････47 
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経年変化表３－９  学部が不適だと思う理由･･････････････････････････････････････････47 

経年変化表３－11  学部不適と思った時期（％）･･･････････････････････････････････････47 

経年変化表３－13  １日あたりの授業時間（％）･･･････････････････････････････････････48 

経年変化表３－14  １日あたりの自主学習時間（％）･･･････････････････････････････････48 

経年変化表３－17  授業時間外の勉強方法（多重回答、％）･････････････････････････････48 

経年変化表３－19  授業等での不明な場合の対処法（多重回答、％）･････････････････････49 

経年変化表３－21  卒業後の進路（％）･･･････････････････････････････････････････････49 

 

【学生生活】 

経年変化表４－１  悩み（％）･･･････････････････････････････････････････････････････50 

経年変化表４－３  悩みの対処法（多重回答、％）･････････････････････････････････････50 

経年変化表４－９  教員との接触（％）･･･････････････････････････････････････････････51 

 

【課外活動】 

経年変化表５－１  サークルへの加入状況（％）･･･････････････････････････････････････51 

経年変化表５－３  サークル活動の目的（多重回答、％）･･･････････････････････････････52 

経年変化表５－５  サークル活動時間（1 週間）（％）･･････････････････････････････････52 

経年変化表５－７  サークルに加入しない理由（多重回答、％）･････････････････････････53 

 

 


