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. 年度調査の目的
本調査は，学生部から委嘱された「学生生活実
態調査委員会」が学生課の協力を得て計画・実施
したものである．本調査の目的は次の通りである．

◯

学生生活満足度の現状を明確にする．定点調

表1
学

年

在籍人数と回収数・回収率
在籍数

回収枚数

回収率()

1 年生

333

262

78.7

3 年生

332

249

75.0

4 年生
(卒業時)

313

150

47.9

査により，現在の問題点の改善・解決に向けて
各種委員会等で活用されるべき基礎資料を得る．

◯

現状を踏まえて，継続的かつ時系列的な学生

サンプル数と回収率は表 1 の通りである．

生活調査への展望を明らかにする．

.

調査の対象・方法・実施期間とサン
プル数

スポーツ健康科学部（スポーツ科学科，スポー
ツマネジメント学科，健康学科）
の 1 年生333人，
3 年生 332 人，および前年度（ 2006 年度） 4 年生

.

調査項目

調査項目は表 2 に示すとおり，9 項目に分類さ
れ，それぞれについて細部にわたり調査項目を設
けた．

.

年生および年生の調査分析結果

313人の合計978人を対象とし，アンケート調査と




して実施した．寮祭後でかつ定期前期試験前

図 1, 2 に示すように， 1, 3 年生とも，本学を

本学受験の理由と入学決定時の気持ち

（ 2007 年 6 月 26 日から 7 月 21 日の期間）に， 1 年

第一志望としていた学生は70を超え，第二志望

生は寮において， 3 年生は必修授業科目の時間

を含めると90を超える．第一志望の学科に入学

に，担当教職員の協力を得てアンケート用紙を配

した学生も80を超えており，第二志望まで含め

布し，回収を行った．4 年生については前年度の

ると95を超えている．このように，例年同様，

卒業時（2007年 3 月）に実施し，郵送で回収した．

志望をかなえて入学した学生が 1, 3 年生とも大
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基本属性
入学から現在まで
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調査項目
学科，学年，性別

本学受験理由，志望校・志望学科か否か，入学決定時の感想，学生生活に対する期待と現状，
入学に対する満足度，大学生活の充実度，悩みの相談相手，セクハラの有無
〔1 年生，4 年生〕授業の形式や内容についての全体的満足度，時間割・必修科目等の編成のし
かた，授業中の教員の全体的な姿勢や態度

学生生活（カリキュ
ラム，授業内容，時 〔3 年生〕授業の形式や内容についての満足度（講義形式の授業，実習・演習形式の授業，実
技形式の授業，ゼミナールの学習や活動，必修科目や選択必修科目の配置，時間割
間割等）
の編成のしかた，授業中の教員の全体的な姿勢や態度，自分の生き方や考え方への
今の学習の影響力）

課外活動

〔1 年生，4 年生〕クラブ・同好会への満足度，クラブ・同好会の指導者への満足度
〔3 年生〕所属，所属の経緯，退部あるいは転部の理由，クラブ・同好会と学業の両立，競技
力向上，クラブ活動による学生生活の充実，指導者のクラブ指導の熱心さ，クラブ
指導者の学業・進路指導の熱心さ，課外活動への要望

寮生活

寮生活への満足度（全体的な満足度，寮内での人間関係，寮の学習環境，…）

キャンパスの施設・
設備

施設への満足度（全体的満足度，屋内運動施設（体育館など），屋外運動施設（陸上競技場，
サッカーなど），トレーニング場，教室（全般的），コンピュータの設置場所や台数，図書館の
施設・設備，駐車場・駐輪場，中央掲示板の見やすさとわかりやすさ）

学校行事への参加態
度

寮祭，学園祭（順風祭）
〔1 年生，4 年生〕就職へのサポート体制に対する満足度，大学事務業務への満足度，教員の担
任業務への満足度，立地条件の満足度

大学全体

生活費
全体的な大学生活イ
メージ

〔3 年生〕就職関連項目（進路への全体的満足度，進路決定の上での大学の授業の有効性，進
路決定の上での大学教職員のサポート），事務部関連項目（大学事務業務への全体的
満足度，大学事務窓口の利用可能時間，事務部内の整理整頓・清潔さのイメージ
等，事務職員の電話対応・態度等，要望に対する事務職員の対応の迅速さ），教員関
連項目（面会希望や担任業務時の全体的満足度， 1 年次の担任の教務上の指導・助
言， 3 年次の担任の教務上の指導・助言，クラブ指導者の教務上の指導・助言，進
路・学生生活への担任等のサポート），立地条件項目（総合的な立地条件の満足度）
〔1 年生，4 年生〕月額の生活費，月額の生活費に対する満足度
〔3 年生〕月額の生活費，月額の生活費に対する満足度，仕送り月額，アルバイト収入月額
全体的にみた大学生活満足度，後輩への本学推薦意向，大学に対する意見

図1

本学志望であったか（1 年生）
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図2

図3

図4
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本学志望であったか（3 年生）

本学入学を決めたときの気持ち（1 年生）
図5

あなたが受験した理由は何か（1 年生）

図6

あなたが受験した理由は何か（3 年生）

本学入学を決めたときの気持ち（3 年生）

多数を占めている．これを反映して，図 3, 4 の
ように，入学決定時の満足度もきわめて高く，9
割以上が満足と回答している．
受験理由についても，例年と大きな違いは無

たらよいか，なお工夫の余地があるかも知れない．



入学後の学生生活充実度

い．図 5 および 6 に見られるように，「将来の進

図 7 から，1 年生はほぼ 7 割が学生生活を期待

路に有利」，「クラブ活動が充実」，「教育研究内

通りと感じている．「入学してよかった」，「学生

容」，「校風」
，「知名度」が多く，いずれも15前

生活は充実している」と考えている学生の割合は

後を占める．「指導陣」を挙げたのが 5 前後な

さらに高くなっており，それぞれ85, 75を超

のも例年見られる傾向であり，本学の指導陣につ

えている．「楽しく大学生活を送れている」とい

いて，受験前の学生がどのくらい詳しい情報を持

う声が多い中，「寮祭くらいに盛り上がるイベン

っていたか，ということとも関係していると思わ

トがもう 1 回ほしい」といった意見もあった．3

れる．「順大は外から見てすごくいい大学に見え

年生になると，図 8 のように，学生生活を期待通

た」という意見もあったが，パンフレットや説明

りでないと感じる学生が増え，期待通りとの答え

会，ホームページなどをはじめとして，本学から

は 4 割程度に減るものの，ほぼ80が「入学して

広く社会に向けてどのように情報を発信していっ

よかった」，65が「学生生活は充実している」
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図7

入学から現在までをどう思うか（1 年生）

図8

入学から現在までをどう思うか（3 年生）

悩みや不満が生じたとき誰に相談するか（ 1
年生）

図 10

悩みや不満が生じたとき誰に相談するか（ 3
年生）

と答え，逆に「入学してよくなかった」と感じて

入れなかったり，資格取得のための科目が履修で

いる学生は 1 割程度である．現在までの学生生活

きなかったりした場合も見逃せないようである．

を肯定的にとらえ，充実した毎日を送っている学

不安や悩みの相談相手は，図 9, 10に示す通り，

生が多数派であると考えられる．学生生活を“期

1 年生と 3 年生でほとんど差は見られない．多い

待はずれ”と感じる一因として，希望したゼミに

ものから「友人」，「家族」
，「先輩」であり，これ
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ることなく一貫して部活動を継続している．図12

相談するケースの割合は数程度と高くない．

のように，3 年生でクラブ活動が学業と両立して

「学生相談室をもっと利用しやすくしてほしい」

いない学生は14と少なく，また，図13が示すよ

という意見も見られた．



クラブ・同好会活動への参加

クラブ・同好会活動の各調査項目の結果につい
て，例年の傾向と目立った差は見られない．大半
の学生（1 年生の93, 3年生の85）がクラブ・
同好会活動に参加しており，図11のように，3 年
生の参加者の約 8 割は，入学時から転部・退部す

図 11

あなたのクラブ・同好会への所属の経緯（ 3
年生）

図14

図12

図13

クラブ・同好会と学業の両立は（3 年生）

クラブ活動が学生生活を充実させたか（3 年
生）

部活・同好会とその指導者への満足度（1 年生）

図15

クラブ指導者は熱心か（3 年生）
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うに，70以上にとって，充実した学生生活を送

いう意見もあった．また，図17で，寮の学習環境

る上でクラブ活動が重要な役割を果たしている．

への不満は，以前の調査結果と比較して減少して

図14から，1 年生も 6 割以上が，部活・同好会に

きているものの，なお35を超える 3 年生が不満

全体的に満足していることがわかる．クラブ指導

を感じている．「夜間，寮がうるさい」という意

者については，1 年生の半数が満足しており，図

見も複数あった．

15では，3 年生の 6 割近くが，クラブ活動での指

導を熱心だと感じている．一方，同じ図15の，ク




キャンパスの施設・設備，総合的にみた立

地条件に対する満足度

ラブ指導者の学業・進路指導の熱心さについての

図18から，食堂，駐車場・駐輪場，中央掲示板

3 年生の回答は，「どちらともいえない」が最も

への満足度は相変わらずかなり低いことがわか

多く，3 割を超えている．

る．また，図書館，コンピューター，教室などの

「部活・同好会の数が少ない」，「メジャーでな

“学習施設”への満足度も，今一つである．
「図書

いクラブも一生懸命やって結果を出しているの

館の本が少ない」，「コンピューター室のプリン

で，施設面も含めもっとサポートしてほしい」と

ターをいつでも使えるようにしてほしい」などの

いった学生の意見も見られた．

意見もあった．これに比べ，図 18 で，運動施設




寮生活への満足度

図 16, 17 に見られるように， 1, 3 年生とも， 7
割が寮生活に満足しており，特に，寮内での人間
関係を高く評価していることが見て取れる．一方
で，寮の設備等には不満があるようである．例え
ば，「寮内で食事ができる設備がほしい」という
意見が非常に多く見られ，「部屋の換気，暑さ・
寒さ対策の設備が不十分」，「部屋にネットを」と

図17

図16

寮生活への全体的満足度（1 年生）

寮生活への満足度（3 年生）
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図18

キャンパスの施設・設備，立地条件への満足度（3 年生）

図19

キャンパスの施設・設備，立地条件への満足度（1 年生）
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（トレーニング場，屋外および屋内運動施設）へ

場などの「利用可能な時間をもっと長くしてほし

の満足度は高い．特に，トレーニング場は，実に

い」というものが特に目立った．学食の場合，

85を超える学生が満足と答えており，予算を投

「部活の練習が遅くまであると，閉店で食べられ

じて全面的な改修と設備拡充を行った成果がはっ

ない」という意見がかなりあった．学食について

きりと見て取れる．

はこの他，（単品）メニューの増加やサラダ・野

総合的に見た本学部の立地条件については，図

菜類の充実への要望，学食の店舗数を増やすこと

19 および 18 にあるように， 1 年生の半数近く， 3

（あるいは学食以外の飲食店の設置）への要望も

年生の 6 割近くが不満を訴えている．「田舎で通

かなりあり，「もっと充実させれば利用者も増え

学にも不便である」という意見が多く，「閉鎖的

ると思う」という意見もあった．また，教室や各

な環境なのでもっと外部との交流を増やしてほし

種運動施設で整備が十分でないものがあるので，

い」といった意見も見られた．

整備してほしいという要望や，1 学年全員が入れ

学生の具体的要望として，学食，コンビニ，図

る大教室や新しい運動施設の新設への要望，学生

書館，コンピューター室，体育館，トレーニング

が自由に過ごしたり集まってミーティングを開い
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たりできるスペースや私物を置けるロッカーがほ
しいという要望もあった．

65

.

年生卒業時の調査分析結果

教員の業務および就職サポートへの満足度

志望をかなえて入学した学生が，大多数を占め

担任をはじめとする教員の業務に対しては，図

ており，本学受験の理由や入学決定時の気持ちに

20, 21のように，1, 3 年生とも不満は多くない．

ついても，上で述べた 1, 3 年生の場合と比べて




しかし，「 3 年時の担任の教務上の指導・助言」

大きな違いはなかった．例えば，85以上が，入

以外は，満足度は今一つといえる．3, 4 年時に比

学決定時に満足であったと回答している．図 22

べると，1, 2 年時には，教員と学生が直接接する

は，卒業時に，学生生活に満足であると答えた学

機会が多くはないことが影響しているのかも知れ

生が，やはり85を超えており，不満と答えてい

ない．学生の寄せた具体的意見からは，教員の担

る学生が少ないことを示している．「 4 年間充実

任業務のみならず，授業中の姿勢や態度も含め，

して過ごすことができた」といった意見が多数見

教員の熱意・積極性を学生が非常に敏感に感じ取

られた．前回の 4 年生卒業時調査では，入学時と

っている様子がうかがえた．

卒業時に満足と答えたのは，それぞれ76と65

また，就職関連のサポートについて「1, 2 年生

程度であり，これと比べると，パーセンテージの

のときから進路の情報をもっと知りたい」という

上では，今回は満足度がかなり上昇している．た

3 年生の意見もあった．

だし，今回調査では，郵送によるアンケート提出
の形をとり，結果的に回収率が50を下回ってし
まったので，これが影響して満足度の割合がより
上がった（例えば，満足感を得ている学生が，よ
り積極的にアンケート提出に協力したことになっ
てしまっているかも知れない）可能性も考えられ
ることを付け加えておく．本学受験を後輩に薦め
るとの答えも70を超えており，また，寮生活へ
の満足感も高い．4 年間の大学生活の中でも，特

図20

教員の担任業務への全体的満足度（1 年生）

図21

に寮で「一生の友達と出会えた」，
「貴重な体験が

教員関連項目に関する満足度（3 年生）
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でき楽しかった」といった意見が多く見られた．

教員の姿勢や態度」をはじめとする，その他の項

その一方で，前回調査や上述の 1, 3 年生の結果

目への全体的満足度は今一つである．

と同様に，キャンパスの立地条件への不満は高

学生から寄せられた具体的意見としては，部

く，図22にあるように，ほぼ60の学生が不満を

活・同好会に関して「部活のおかげで大学生活に

感じている．「田舎で不便だが，この立地・学生

ハリが出た」という意見がある一方，「部活をや

数だからこそできるようなオリジナリティーを出

っていない人にとって，一生懸命取り組めるもの

した教育をすべき」
，「ほとんどの学生の生活の場

が少ない」という意見もあった．施設・設備に関

が大学近辺に限られているので，学生に社会的な

して，「グラウンド，体育館，トレーニング場な

マナー・常識を身に付けさせるような教育への配

どもっと自由に使えるようにしてほしかった」，

慮を」，「海外との接点を」といった意見も見られ

教員やゼミ活動に関して，「学生から見て，教員

た．

間，あるいは研究室間で温度差があるように感じ

図 23, 24 のように，「部活・同好会」や「ゼミ

る」，「異なるゼミ間の交流が必要」，時間割や授

活動・教員の担任業務」への満足度が高い一方

業について，「資格取得に必要な科目が必修科目

で，「部活・同好会指導者」，「さくらキャンパス

とぶつかっていた」，
「ゼミをもっと増やした方が

の施設・設備」，「就職サポート体制」
，「授業中の

よい」，「医学部の授業を受けられて幅広い教養が

図22

図23

学生生活全般への満足度（4 年生）

大学のサポート・クラブ活動などへの満足度（4 年生）
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授業・ゼミなどへの満足度（4 年生）

ついた」といった意見が見られ，また，「常に新

る部分もあるだろうが，その一方で，学生の感じ

しいチャレンジをし続ける大学であってほしい」

ている不満や要望に対する本学の対応が，学生の

という意見もあった．

目から見ると必ずしも十分とは言えない状況を表

.

総

括

この「学生生活満足度調査」は2002年度から継

していることも考えられる．適切な対応に一層努
めるとともに，調査結果を反映して改善した点を
学生に広報していくことも重要と思われる．

続的に行われている．今回の調査結果を昨年度お

.

よび一昨年度のものと比較してみると，大きな違

謝

辞

いは見られず，今年度も同様な傾向を示す結果が

最後に，本調査実施に際し御協力いただいた教

得られていることがわかる．これは毎年入学して

職員各位，ならびに，アンケートに回答して貴重

くる学生の考え方・感じ方が，2, 3 年程度でそれ

な意見をお寄せいただいた学生の皆様に感謝いた

ほど大きく変わるものではないことを反映してい

します．

