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1.学びについて

第1章
教員とのコミュニケーション

（1-1）教員と話をする機会はありますか？ N=3217

■ある 27.8%

■たまにある 31.7%

■あまりない 27.4%

■ない 13.0%

■無回答 0.1%

（1-2）［（1-1）で「ある」「たまにある」と回
答した方にお尋ねします］よく話をするのは
どんな先生ですか？ （複数回答可）

N=3051

■クラス担任　 12.2%

■語学の教員　 24.4%

■演習・ゼミの教員（指導教員）　 55.4%

■講義の担当教員 34.0%

■指導教員（大学院） 25.5%

■課外活動団体の責任者（会長、部長） 2.6%

■その他の教員 4.7%

■無回答 0.6%

（1-3）［（1-1）で「あまりない」「ない」と回
答した方にお尋ねします］教員と話をしてい
ない理由はどういうところにありますか？ （主
なものを2つまで選択）

N=2234

■用がない　 65.2%

■雰囲気が近寄りがたい　 31.4%

■研究室に訪問するのは気が引ける 29.2%

■授業の前後は慌ただしそうで話し掛けにくい 23.3%

■教員が多忙でアポイントメントが取れない 2.1%

■どこに行ったらいいか分からない 16.5%

■その他 2.1%

■無回答 2.1%

第2章
授業への興味・出席

（2-1）大学の授業に興味がありますか？　 N=3217

■ある 49.1%

■ややある 40.4%

■あまりない 8.5%

■ない 1.6%

■無回答 0.5%

（2-2）週当たりの授業のための通学日数はど
れくらいですか？ N=3217

■0日 2.0%

■1日 4.8%

■2日 6.9%

■3日 10.6%

■4日 24.1%

■5日 38.1%

■6日 12.4%

■無回答 1.1%

（2-3）今年度春学期の授業平均出席率はど
れくらいですか？ N=3217

■20%未満 1.1%

■20～ 40%未満 0.8%

■40～ 60%未満 3.0%

■60～ 80%未満 11.3%

■80～ 100% 80.7%

■無回答 3.1%

（2-4）現在、あなたが取っている授業の中で
満足するものはどれくらいありますか？　 N=3217

■20%未満 6.9%

■20～ 40%未満 13.1%

■40～ 60%未満 26.6%

■60～ 80%未満 30.1%

■80～ 100% 19.8%

■無回答 3.5%

（2-5）あなたが授業を選ぶ際に重要だと思
う要素は何ですか？ （主なものを2つまで選
択）

N=6335

■授業内容 84.0%

■担当教員 25.6%

■曜日・時間帯 53.0%

■出席チェックの有無 2.4%

■単位取得の難易 30.6%

■その他 0.7%

■無回答 0.7%

（2-7）あなたは次のような形態の授業を選び
たいと思いますか？ N=3217

■夏季・冬季・春季休業期間中の集中授業 8.7%

■オンデマンド授業 16.8%

■フィールドワーク形式の授業 21.3%

■特に授業の形態にこだわらない 50.7%

■無回答 2.4%

第3章
卒業・修了後の進路

（3-1）大学（学部・大学院）での授業や研究
は、将来自分の進路先で何らかの役に立つ
と思いますか？　

N=3217

■思う 42.6%

■やや思う 40.2%

■あまり思わない 14.0%

■思わない 2.8%

■無回答 0.4%

（3-2）学部・大学院を卒業・修了後の進路
はどうしたいと考えていますか？ （複数選択
可）

N=5286

■民間企業 61.8%

■公務員 22.1%

■小・中・高教員 7.5%

■大学教員 8.1%

■大学院進学 18.4%

■研究所・シンクタンク 11.4%

■起業家 4.8%

■各種資格試験受験 6.1%

■留学 7.5%

■未定 12.5%

■その他 3.3%

■無回答 0.9%

（3-4）その進路を考え始めたのはいつくらい
からですか？　 N=3217

■中学生以前 4.8%

■中学生のころから 7.6%

■高校生のころから 31.3%

■大学に入ってから 40.1%

■大学院に入ってから 5.6%

■（高校・大学を）卒業後、一度社会に
　出てから 2.0%

■その他 2.0%

■無回答 6.6%

（3-5）将来の進路についてどのようなことが
不安になりますか？ （主なものを2つまで選
択）

N=5566

■やりたいことが見つからない 29.3%

■志望する進路が絞り切れない 30.6%

■志望する進路先の情報が少ない 16.4%

■志望する進路先に進む能力がない 30.4%

■性別・年齢など、自分の能力以外の面で
　判断され選考に落ちる 5.3%

■進路先でやりたいことができるか
　分からない 20.0%

■志望する進路で自活できるか心配 28.5%

■不安はない 8.0%

■その他 3.0%

■無回答 1.7%

※設問で選択肢の数に指定がない場合
は、最も適切なものを1つ選んで回答。

※注記がない限り、数値は学部学生と大学
院学生（専門職大学院学生を除く）を含め
た全体の調査結果を示しています。

※複数回答を可とする質問の回答比率の合
計は100%を超えます。

2015年度 学生生活調査　質問項目・単純集計結果



15

2. 学生生活・早稲田大学の
　 取り組みについて

第4章
心身の健康・マナー

（4-1）あなたは今、身体面で健康な状態（勉
学に支障がない程度）だと思いますか？　 N=3217

■健康である（勉学に支障がない） 72.5%

■ほぼ健康である（月に1回程度支障がある） 23.4%

■あまり健康ではない
　（勉学に支障を来すことが多い） 3.5%

■健康ではない 0.5%

■無回答 0.2%

（4-2）あなたは今、精神面で健康な状態（勉
学に支障がない程度）だと思いますか？　 N=3217

■健康である（勉学に支障がない） 60.1%

■ほぼ健康である（月に1回程度支障がある） 29.4%

■あまり健康ではない
　（勉学に支障を来すことが多い） 8.2%

■健康ではない 2.1%

■無回答 0.2%

（4-3）早大生のマナーとしてあなたが気にな
る項目を選んでください。（複数選択可） N=7024

■公共施設・交通機関における態度 28.6%

■授業・ゼミ中の私語や態度 48.0%

■携帯電話に関するマナー 17.2%

■飲酒マナー 38.5%

■喫煙マナー 16.6%

■ごみの捨て方 16.5%

■ビラ・ポスターの大量消費 37.7%

■特になし 13.5%

■その他 1.2%

■無回答 0.5%

（4-4）学内での早大生の喫煙マナーとしてあ
なたが特に気になる項目はありますか？ （主
なものを2つまで選択）

N=3982

■喫煙所付近の禁煙ゾーンでの喫煙 24.1%

■歩きたばこ 12.1%

■周りの人に断らない 9.7%

■どこにでも捨てる 11.2%

■学内食堂での喫煙 2.2%

■気にならない 54.3%

■その他 3.4%

■無回答 6.8%

第5章
生活サイクル・満足度

（5-1）入学した学部・研究科に満足していま
すか？ N=3217

■満足している 46.8%

■やや満足している 43.1%

■あまり満足していない 6.9%

■満足していない 2.2%

■無回答 0.9%

（5-3）学生生活は充実していると思います
か？ N=3217

■充実している 40.8%

■やや充実している 51.1%

■あまり充実していない 5.1%

■充実していない 1.8%

■無回答 1.2%

（5-5）授業期間中の1週間の時間の使い方
についてお尋ねします。1日に平均すると、大
学の予習・復習など授業にかける時間はどれ
くらいですか？

N=3217

■1時間未満 31.7%

■1時間以上2時間未満 34.3%

■2時間以上3時間未満 15.9%

■3時間以上4時間未満 7.0%

■4時間以上5時間未満 3.5%

■5時間以上6時間未満 1.5%

■6時間以上 4.2%

■無回答 2.1%

（5-6）授業期間中の1週間の時間の使い方
についてお尋ねします。1日に平均すると、資
格試験や教養を高めるための学びなど、大
学の授業以外での勉強にかける時間はどれ
くらいですか？

N=3217

■1時間未満 50.5%

■1時間以上2時間未満 22.2%

■2時間以上3時間未満 10.6%

■3時間以上4時間未満 5.5%

■4時間以上5時間未満 1.8%

■5時間以上6時間未満 1.3%

■6時間以上 5.6%

■無回答 2.5%

（5-7）授業期間中の1週間の時間の使い方
についてお尋ねします。1日に平均すると、睡
眠時間はどれくらいですか？

N=3217

■5時間未満 7.4%

■5時間 16.3%

■6時間 38.0%

■7時間 27.6%

■8時間 9.0%

■9時間 1.0%

■10時間以上 0.3%

■無回答 0.5%

第6章
早稲田大学の取り組み

（6-1）早稲田大学は課外活動の場の充実を
目指していろいろな施策を展開していきたい
と考えています。あなたにとって大学にどの
ような活動の場があると良いですか？ （複数
選択可）

N=7277

■芝生など屋外の憩いの場 49.1%

■いろいろなスポーツができる室内のスペース 36.9%

■いろいろなスポーツができる屋外運動
　スペース 29.7%

■友人と食事や会話ができるスペース 56.3%

■サークルなどの会議スペース 27.4%

■音楽室 16.2%

■その他 7.8%

■無回答 3.0%

（6-3）早稲田大学は運営において学生の積
極的な参加を推進していきたいと考えていま
す。あなたはどのような形で、大学運営に携
わりたいと思いますか？

N=3217

■給与が支払われるのであれば携わりたい 61.2%

■ボランティアスタッフであれば携わりたい 4.5%

■給与支払いの有無を問わず機会があれば
　携わりたい 18.3%

■既に給与が支払われるスタッフとして
　携わっている 0.0%

■既にボランティアスタッフとして
　携わっている 0.0%

■そもそも大学運営に携わりたいとは
　思わない 12.9%

■その他 0.9%

■無回答 2.3%

3. 学部学生について
　（学部学生のみ回答）

第7章
ボランティア

（7-1）大学生になってからボランティア活動
に参加したことがありますか？ したことがあ
る場合、どのような活動ですか？ （主なもの
を2つまで選択）

N=2852

■障がい者支援 2.9%

■幼児・児童支援 5.5%

■高齢者支援 1.5%

■外国人支援 4.0%

■環境保全・リサイクル活動 3.5%

■地域活動 6.0%

■災害復旧支援 3.1%

■スポーツ指導 3.0%

■国際協力 3.9%

■参加したことがない 68.4%

■その他 2.3%

■無回答 5.7%

第8章
サークル

（8-1）現在、サークル活動（学内外不問）に
参加していますか？ N=2595

■参加している 73.6%

■以前参加していたが今は参加していない 15.4%

■参加したことがない 10.5%

■無回答 0.5%

（8-2）［（8-1）で「参加している」「以前参
加していたが今は参加していない」と回答し
た方にお尋ねします］それはどのような団体
ですか？ （主なものを2つまで選択）

N=2677

■早稲田大学公認サークル 83.5%

■早稲田大学未公認サークル 24.0%
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■他大学のサークル 2.4%

■地域の団体 1.2%

■その他の団体 4.0%

■無回答 0.9%

（8-3）［（8-1）で「参加している」「以前参
加していたが今は参加していない」と回答し
た方にお尋ねします］どんなジャンルですか
（でしたか）？ （主なものを2つまで選択）

N=3017

■マスコミ系 6.5%

■芸術系 19.9%

■スポーツ系 43.9%

■イベント系 9.4%

■学術系 16.3%

■ボランティア系 8.1%

■その他趣味系 17.2%

■その他 3.7%

■無回答 5.5%

（8-4）［（8-1）で「参加している」「以前参
加していたが今は参加していない」と回答し
た方にお尋ねします］サークル活動と学業は
両立していますか（いましたか）？

N=2310

■問題なく両立している 54.7%

■何とか両立している 35.2%

■両立していない 6.7%

■無回答 3.5%

第9章
異文化交流

（9-1）入学してからこれまでの間にキャンパ
スで、国籍や文化的背景を異にする学生と
のコミュニケーションを体験する機会はあり
ましたか？（主なものを2つまで選択）

N=3271

■授業で体験した 42.5%

■ゼミや研究室で体験した 7.4%

■サークル活動の場で体験した 24.2%

■国際コミュニティセンター（ICC）主催の
　イベントで体験した 8.7%

■学生ラウンジで体験した 5.3%

■一度もなかった 31.1%

■その他 5.7%

■無回答 1.1%

（9-2）［（9-1）で「体験する機会があった」
と回答した方にお尋ねします］異文化交流を
体験して、どのように思いましたか？ （主なも
のを2つまで選択）

N=2814

■国際感覚が養われた 16.0%

■外国に興味を持った 26.8%

■外国について知ることができた 18.9%

■語学力を伸ばすことができた 7.2%

■語学力不足を感じた 42.6%

■留学生の友達ができた 21.3%

■留学したいと思った 9.0%

■カルチャーショックを受けた 5.5%

■何も得たものはなかった 6.3%

■つまらなかった 1.0%

■国際交流に興味を持てなくなった 1.0%

■その他 1.9%

■無回答 2.5%

（9-3）［（9-1）で「体験する機会がなかった」
と回答した方にお尋ねします］どのような異
文化交流の機会があったら参加しようと思い
ますか？ （主なものを2つまで選択）

N=1127

■ランゲージエクスチェンジ 12.5%

■外国を知るイベント 26.6%

■留学生に日本を紹介するイベント 8.4%

■合宿やフィールドトリップ 13.2%

■スポーツイベント 26.3%

■音楽イベント 15.6%

■ボランティア 9.2%

■国際交流系サークル 6.8%

■その他 3.7%

■無回答 17.5%

4. 大学院学生について
　（大学院学生のみ回答）

第10章
研究環境

（10-1）現在の授業・研究環境に満足してい
ますか？ 

N=622

■満足している 43.7%

■やや満足している 44.7%

■あまり満足していない 9.2%

■満足していない 1.6%

■無回答 0.8%

（10-3）大学の設備について満足しています
か？ N=622

■満足している 34.9%

■やや満足している 48.2%

■あまり満足していない 12.5%

■満足していない 4.0%

■無回答 0.3%

第11章
キャリア

（11-1）入学までのキャリアについて該当する
ものを選択してください。 N=622

■学部卒業後そのまま入学 66.9%

■大学院修了後そのまま入学 11.7%

■仕事を続けたまま入学 6.3%

■仕事を退職した上で入学 8.8%

■定年退職後に入学 0.6%

■仕事を休職して入学 1.4%

■その他 3.1%

■無回答 1.1%

（11-2）大学院を受験した理由は何ですか？ 
（複数回答可） N=1285

■学部で学んだ学問をさらに探究したい 56.6%

■学部で学んだ学問とは違った分野の学問
を学びたい 15.0%

■希望の職種に就職するために不可欠な、
　より深い知識を得るため 35.0%

■就職する意思がなかった 13.8%

■大学教員を目指している 21.1%

■小・中・高教員を目指している 3.5%

■研究所・シンクタンクを目指している 14.5%

■現在の仕事においてスキルアップを
　図るため 9.3%

■今後の転職に生かすため 9.0%

■自己研さんのため 24.1%

■特に目的はない 1.4%

■その他 2.6%

■無回答 0.6%

第12章
経済状況

（12-1）あなたは経済的に独立しています
か？ N=622

■はい 22.8%

■いいえ 75.4%

■無回答 1.8%

（12-2）現在の学費・生活費の収入源として
該当するものは何ですか？（主なものを2つ
まで選択）

N=1076

■現在の就業（自営・アルバイト含む）による
収入 50.0%

■本人の預貯金の取り崩し、株式・不動産な
どからの収入 14.3%

■奨学金 41.0%

■近親者（親・配偶者など）からによる
　何らかの支援 64.3%

■その他 2.4%

■無回答 1.0%
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