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表1

. 年度調査の実施
本調査は，学生部から委嘱された「学生生活調
査委員会」が「学生課」の協力を得て計画・実施
したもので，その任務は，

1.

学生生活満足度の現状を明らかにすること

2.

現状を踏まえて，継続的・時系列的な学生

在籍人数と回収数・回収率

学年

在籍数

回収枚数

回収率()

1 年生

332

331

99.7

3 年生

295

239

81.0

4 年生
(卒業時)

335

238

71.0

生活調査への展望を明らかにすること
にあると言える．
従って，本調査の報告は，上記 1 に当る資料で

いては前年度（平成16年度）卒業時に実施したも

あると同時に現在の問題点を改善・解決して行く

のである．回収数と回収率は表 1 で示す通りであ

資料として各種委員会等において参考・活用して

る．

いただければ幸いである．

.

実施日と回収率

本調査は，前年とほぼ同時期の2005年 6 月下旬
から 7 月上旬に実施され，対象はスポーツ健康科
学部 1 年生及び 3 年生であった．尚，4 年生につ

調査は寮祭後でかつ定期前期試験前の必修授業
科目の時間に，担当教員の協力を得て行った．在
籍数に対する回答数の割合（回収率）は 1 年生，

3 年生及び 4 年生でそれぞれ 99.7 ， 81.2 ， 71.0 
であった．
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調査項目

調査項目は表 2 に示すように 9 のカテゴリーに
分類され，それぞれについて細部にわたる調査項
目を設けた．

表2
基本属性

調査項目
学科，学年，性別

入学から現在まで

大学生活充実度，本学受験理由，入学決定時の気持ち，悩みの相談相手，セクハラについて

学校行事への参加

6 月の寮祭，秋の学園祭，学校行事への要望

学習生活（カリキュ
ラム，授業内容，時
間割等）

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（3 年生）の学習や活動，必修科目や選択必修科目の配置，時間割の編成のし
かた，授業中の教員の姿勢や態度（全般的），自分の生き方や考え方への今の学習の影響力，
学習生活についての要望

課外活動

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，競技力の向上，
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（全体的満足度，寮内での人間関係，寮の学習環境，寮祭，寮の秋のイベン
ト），寮生活に対する要望

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，
サッカー場など）
，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，食堂の施設・設備，駐車場・駐輪場，中央掲示板の見やすさと分かりやす
さ），施設に対する要望

大学全体

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，進路・学生生活へのクラ
ブ指導者のサポート）立地条件項目（総合的な立地条件の満足度）

生活費

生活費月額，生活費への満足度，仕送り月額，アルバイト収入月額

全体的な大学生活イ
メージ

全体的にみた大学生活満足度，後輩に順天堂大学の受験を薦めるか否か，大学に対する意見
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学生生活の充実度（3 年生）

. 結果・考察



入学後の学生生活充実度

図 1 ， 2 に見られるように， 3 年生は今から 2
年 3 ヶ月前の入学時点では，本学に入学した満足
感と入学後の大学生活に大きな期待を持っている

図2

本学を決めたときの気持ち（3 年生）

かが，「入学を決めたときの気持ち」の満足度
（ 90 以上）に現れている．更に，現在までの
「入学をどうのように考えているか」の問にも

える．

70を超える学生がほぼ満足感を得ており，どち




らかといえば不満と答えた10数を大きく上回っ

1 年生では，どちらかいうと後輩に本学受験を

た．大学そのものに対する満足感とは異なり，学

薦めないが11（図 4），3 年生では19（図 5），

生生活全般の「充実度」や「期待通りか」との

受験を薦めるが同様に72と54になっている．

後輩への受験の薦め

問いにほぼ満足と答えたのは65，38で，どち

特に 3 年生では，「どちらともいえない」とする

らといえば「不満足」と答えた結果がそれぞれ12

学生が27を占めた．これらを更に好転させるに

，32程度となり，特に少なくとも学生生活に

は学生の要望等を聞いて対応していくことが重要

対する期待感を満たしているとは言えない．これ

といえる．
本学受験の理由

は，大学入学前後に抱いている学生生活への期待




や夢といったものがいかに大きいかということが

本学への進学理由として，1 年生では将来に有

窺がえるが，その後の現実の学生生活は，必ずし

利，教育内容，校風，クラブ活動，知名度を上げ

も期待通りではないことを，感じ取っている表れ

た学生は80に上り（図 6），3 年生でも同項目で

と思われる．

1 年生でも90以上の学生が「入学したことに」

80 近くと同様の結果となった（図 7 ）．これは
学生がスポーツやそれに関連した将来を設計した

満足と回答し，学生生活を始める環境として，十

いという希望が現れているように思われる．ま

分機能する位置にあることを表している（図 3）．

た，大学の選択などに関しても 1 ， 3 年生で同様

しかし，学生生活に対する期待は，ほぼ期待通り

の結果が得られ，第一志望を本学に上げた者が70

と答えた学生は55程度にとどまり，大学の置か

近く他大学が 4 人に 1 人，第一志望学科入学が

れている環境に対する満足感が得にくい結果と言

80であったが，その後本学への入学を肯定的に
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学生生活の充実度（1 年生）

図4

後輩に本学受験を薦めますか（1 年生）

図5

後輩に本学受験を薦めますか（3 年生）

図7

図8

あなたが受験した理由（3 年生）

本学はあなたの志望校でしたか（1 年生）

捉える率が90近くに上ることから，他大学・他
学科志望であってもその後の学生生活如何によっ
て，十分満足度が得られることを示唆していると
思われる（図 8～10，2）．



授業への満足度

学習生活に関する質問に対する結果について 3
年生の調査結果では，図 11 に示すように，「授業
図6

あなたが受験した理由（1 年生）

中の教員の態度」「時間割りの編成の仕方」に不
満感を示す割合が30～45，どちらとも言えない
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が40前後を示した．その他の項目では，いずれ
も不満感を示す学生は 10 程度から 20 数と低
く，満足感を示す割合は 40 数から 60 数を示
し，前者に比べかなり高い割合となった．しか
し，「どちらともいえない」の割合も 20 前後か
図9

本学はあなたの志望校でしたか（3 年生）

ら40を占め，これらについても，工夫や配慮次
第で満足感を示す割合が多くなると推測される．
例えば「生徒の意見を一方的に批判するだけで，
内容が分かるように説明してくれない教員がい
る」「熱意を持ってやっている教員とそうでない
教員の温度差が激しい」「学費が高いが授業の内
容が薄い」「専門の授業を早い学年でやってほし
い．ゼミ選びに役立つ」「授業が教員の自己満足

図10

現在の学科は志望学科でしたか（3 年生）

で終わっている」「実技科目が同じ日に集中して
いるので辛い」「授業の評価アンケートがどこに

図11

授業の形式や内容についての満足度（3 年生）

図12

授業の形式や内容について（1 年生）
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反映しているのか疑問だ」など厳しい意見が見ら

それぞれ 93, 85 に上り（図 13 ， 14 ），同好会に

れる．

参加している者を加えると90前後の学生が課外

このなかで，両学年共通に，授業形式は講義形

活動に参加している．しかし，一方では入学前に

式より実技・実習形式の方がより満足感を得ると

はクラブ活動していた者が，「○○部で以前は楽

いう結果になり（図11 ，12 ），過去の調査と同様

しかったが全く楽しくない．常にプレッシャーが

に身体全体を使ったりする授業等は楽しいという

ある」
「部活に差別・不公平が多い」
「○○部は変，

ものになった．しかし，自らが定めた目標でもあ

特に指導者」等という理由で部活動を辞めてしま

る種々の資格を取得するための授業等に対する忍

う学生がいるのも現実である．また，「もっと新

耐と言った面も自覚する必要があるように思われ

サークル・同好会が作りやすい環境であってほし

る．

い」などの要望も沢山よせられ，クラブや大学側




課外活動への参加

の対応が重要かと思われる．

1, 3 年生共にクラブ活動に参加している学生は




寮生活満足度

3 年生では65 近くが満足感を得ており，10数
の学生がどちらかと言えば不満足であったと答
えている（図 15 ）．しかし， 1 年生の調査では 20
を超える学生がどちらかと言えば不満足である
と答えている（図12 ），どちらともいえないとす
る学生を含めた寮生活に対し，きめ細かい対応が
求められている．
また，不安や悩みの相談相手は，
「友人・家族・
図13

クラブ活動を行っているか（3 年生）

先輩・自分だけ」と答えたものが 90 以上を占
め，「学生相談室」「教員（担任）」がまだ十分機
能していない状況は続いている（図16，17）．



施設・設備に対する満足度

本学学生の日常生活を取り巻く環境で，その満
足度に大きな影響を与えているのが第一に大学の
施設・設備や立地条件が挙げられる．図18に見ら
図14

クラブ活動を行っているか（1 年生）

図15

れるように，食堂の施設・設備に対する不満は70

寮生活への満足度（3 年生）
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に達し，駐車場・駐輪場に対する不満足も60

依然として高い．
「駐車場・駐輪場」に対しては，

近くになった．また，大学の立地条件への不満も

依然として「もっと近く．少ない」や「屋根をつ
けて欲しい」などの要求が寄せられている．こう
した問題に対し，より良い食事内容のものを提供
するために，学生および学生部委員会で調査・検
討して，今春より学生食堂委託業者の交替を大学
側に要望している．学生の勉学環境で，特に教室
環境では「教室が狭い」「教室の椅子と机が少な
い」など改善を求めている要望が目立った．
大学の屋内外の運動施設に対する満足度は60

図 16

悩みや不満が生じたとき誰に相談するか（ 3
年生）

以上が満足感を得ており，トレーニングセンター
の設備などには80近くが満足感を示した．これ
は学生自らが運営することを実施して，改善など
にもかかわっていることなどが結果に現れている
ものと考えられる．一方，屋内外運動施設に対し
ては60余が満足を得る結果となったが，屋内施
設の球技場などの「屋内プールの設置，寮を広く
してほしい」「他の運動施設を作ってほしい」，屋
外施設では，「プレーグランドなどの整備をして
欲しい」などの要望は変わらず出されていた．
更に，大学の立地条件については，1 年生は40

図 17

悩みや不満が生じたとき誰に相談するか（ 1
年生）

図18

程度が不満足，3 年生では 2/3 が不満足という
結果となり，個々の意見でも「悪さ」を指摘する

キャンパスの施設設備への満足度（3 年生）
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図19

事務所関連項目に関する満足度（3 年生）

図20

図21

就職関連項目への満足度（3 年生）

教員関連項目に関する満足度（3 年生）
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声が多く寄せられ，これは「大学周辺に何もなさ

と時間の調整が難しいかもしれないが，部署間の

過ぎる．余暇を楽しく過ごす施設がない．田舎過

応援（昼食時に学生が多く来る部署への）体制な

ぎて買い物できるところもないので，ストレスの

どを考える措置が必要であるのかもしれない．
就職関連への満足度

解消もできない」など，キャンパス以外で日ごろ




のストレスなどを発散する施設がないことを表し

3 年生では，全ての項目について40を割る満

ている．一方，保護者からは「勉学に打ち込める

足度であった．また，どちらともいえないがいず

いい環境だ」という声も聞こえるが，環境として

れも 30 ～ 40 と高い値となった（図 20 ）．また，

は文化的な匂いも必要と思われる．

不満を感じている学生の割合が満足しているもの




大学事務への満足度

よりやや多い結果となった．しかし，個人の意見

事務関連について学生の反応は全体にどちらと
も云えないが 30 ～ 40 数を占める結果となった

は前年度に比べほとんどなかった．




教員の指導・助言関連項目

（図 19 ）．中でも，「事務窓口の利用可能時間」に

いずれの項目でも不満足を示す割合は10数～

ついての満足度が35（3 年生）と低い値となっ

20 数と比較的低いものとなった（図12 ，21 ）．

た．これは「窓口の延長や混雑する昼休み時間で

しかし，満足感を示す割合も30前後～40余り

の対応を考慮してほしい」という要望からも窺え

に止まり，「どちらとも言えない」と答えた学生

た．事務職員の方々にとっては，対応できる人員

がいずれも40前後になった．個々の意見や要望
から見ると，クラブ指導やクラス担任などにおい
て，学生は教員の指導や助言に十分満足している
とはいえない結果であった．

一方こうした中

で，唯一 3 年時の担任の指導・助言（ゼミ活動）
に対し60以上が満足であると答えている．ゼミ
図22

入学時の気持ち（4 年生）

図23

活動（ 3 ・ 4 年生）を通して担任と接する機会が

4 年生の学生生活への満足度など
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大学のサポートなどへの満足度（4 年生）

授業・ゼミなどへの満足度（4 年生）

増え，教員との距離が近づいている結果と思わ

設備」「授業全般」に対する満足度が20 数～40

れ，「1・2 年時の担任教務…」に対する満足度よ

数にとどまっていることが挙げられる．本学部

り約20上昇した結果から窺える．

が一層の発展を目指す上で，こうした問題点を積





卒業時の調査（年生）

4 年生を対象にした調査では，入学時は満足感
を得ていたものが70数であったが，卒業時には

極的に改善することが肝要であると考えられる．




その他の項目

大学の危機管理の一項目として「ハラスメント」

65 程度に落ちている（図 22 ， 23 ）．後輩に薦め

について，学生には「セクシャルハラスメントを

る割合も60程度になっている．これらの結果の

受けたことがあるか」という調査を行い，事前に

背景には「キャンパスの立地条件」「大学の施設

防ぐ観点から対応する必要があると考えられる．
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特に，教員・職員を対象にした研修会は実施され

ったと感じられた．本学建学の理念を実現するた

ているが，学生間のトラブルを予防するシステム

めには，キャンパス内の施設・設備の一層の充実

は構築されていない現状があり，学生を対象にし

と，学生を含んだ人的連携（ソフト面）の充実が

た定期的な研修会などの開催が必要ではないかと

求められると感じた．

思われる．

.
. 総

括

今回の「学生生活満足度調査」は14年度から継
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続的に行われている流れであるが，学生と教員・
事務という大学を構成している構成員の間に未だ
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に信頼感が十分に築かれていないという結果であ



