
調査の概要
　本学の「学生生活実態調査」は昭和30年度に始まりました。
　調査テーマは、①「本学独自の調査」②「特別テーマ」③「日本私立大学連盟の調査を活用」を平成15年度か
ら３年周期で繰り返しています。
　本年は①「本学独自の調査」を実施しました。この調査は、同種の質問項目について経年的にデータを蓄積す
ることに主眼をおき、学生生活の実態を見定めるものです。

調査期間 　平成21年10月９日（金）～11月10日（火）

調査方法 　自宅宛文書およびインフォメーションシステムにより調査への協力依頼を行った。
回答方法は大学ホームページ、学生生活課ホームページおよびインフォメーションシステムから調
査画面にリンクさせ、アンケートに回答する形式とした。

調査対象 　学部学生から無作為で6,000人を抽出

調査項目 　次の11項目で構成
（１）基本項目
（２）満足度・不安や悩み
（３）課外活動
（４）正課外講座（ダブルスクール）
（５）旅行・留学
（６）アルバイト・経済状況

（７）病気やケガ
（８）体育会
（９）マナーについて
（10）ボランティア活動
（11）大学への意見・要望（自由記述）

回 収 率 　32.1％（1,926/6,000人）

回収結果 　（問１） ※注１　（　）は女子で内数 　　　　　　　　　　
 ※注２　在学者数は平成21年５月１日現在のデータ

在学者数 抽出数
回　　収　　数

合　計 回 収 率
１年 ２年 ３年 ４年

法 学 部 3,665 （1,240） 761 81 （34） 55 （26） 60 （20） 55 （27） 251 （107） 33％

文 学 部 4,404 （2,906） 998 119 （85） 80 （62） 82 （61） 78 （52） 359 （260） 36％

経 済 学 部 3,260 （884） 711 48 （23） 48 （12） 42 （11） 46 （12） 184 （58） 26％

商 学 部 3,219 （1,278） 699 67 （27） 54 （34） 34 （10） 36 （16） 191 （87） 27％

社 会 学 部 3,647 （2,093） 826 65 （44） 79 （53） 61 （40） 33 （26） 238 （163） 29％

政 策 創 造 学 部 1,241 （585） 281 41 （21） 23 （14） 33 （24） 0 （0） 97 （59） 35％

外 国 語 学 部 149 （100） 33 10 （7） 0 （0） 0 （0） 1 （1） 11 （8） 33％

総 合 情 報 学 部 2,356 （831） 545 73 （24） 56 （23） 35 （18） 43 （21） 207 （86） 38％

システム理工学部 1,594 （73） 353 50 （5） 41 （1） 50 （6） 1 （0） 142 （12） 40％

環境都市工学部 1,020 （159） 233 16 （5） 22 （4） 24 （6） 2 （0） 64 （15） 27％

化学生命工学部 1,135 （267） 264 46 （8） 23 （6） 36 （9） 0 （0） 105 （23） 40％

工 学 部 1,678 （186） 296 0 （0） 1 （0） 1 （0） 75 （9） 77 （9） 26％

合 計 27,368 （10,602） 6,000 616（283） 482（235） 458（205） 370（164） 1,926 （887） 32％

※調査結果について
　調査結果のグラフ及び基礎集計表の数値は、データ集計時、少数第２位を四捨五入している関係上、選択肢の
数値を合計しても100（％）とならない場合があります。



調査結果のまとめ

１．基本項目

・今年度の調査の回答者は全員で1,926人でした。

・学部別では、「文学部」（18.6％）が最も多く、「法学部」（13.0％）、「社会学部」（12.4％）の順で続く。学年は、「１

年次生」が32.0％を占め最も多く、高学年次になるほど回答者は少なかった。性別では、男性が53.9％で、女

性の46.1％を7.8ポイント上回る。

・住居形態は、「自宅」通学者が70.8％と圧倒的。「マンション」住まいが20.1％で続く。平成15年度調査と比べ

て大きな違いはみられない。

・本学への入学方法は、「現役入学（一般）」が43.0％、「現役入学（一高、推薦、AO、DD、SF入試など）」が

41.4％で、現役入学が全体の８割強を占めている。

・入学した理由の１位選択率では「教育内容や専攻分野」が21.2％でトップ。以下、「学力相応の大学」（16.0％）、

「就職や将来を考えて」（15.6％）、「知名度が高い」（15.5％）の順。平成15年度調査に比べ「就職や将来を考え

て」「知名度が高い」を１位に挙げる割合が上昇。

・１位＋２位計の割合でみると、順位が入れ替わり、「知名度が高い」が36.0％で最も高い。以下、「就職や将来

を考えて」（32.0％）、「教育内容や専攻分野」（31.3％）、「学力相応の大学である」（26.3％）の順となる。

・通学方法は、「電車（バスの併用含む）」を利用する学生が74.6％と圧倒的に多く、ほぼ４人に３人の割合を占

めている。「自転車」（13.3％）と「徒歩」（9.8％）は１割前後。

・電車通学の学生（1,437人）の主利用駅は「阪急関大前駅」が87.1％と大半であった。「JR吹田駅」を利用する

学生は0.9％と少ない。

・「阪急関大前駅」を主に利用している学生（1,252人）の主利用出口は、「南口（淡路方面）」が47.8％、「北口（北

千里方面）」が52.2％と、ほぼ２分される。

・授業への出席状況については、「ほとんど出席している」（76.3％）と「４分の３程度出席している」（16.7％）

を合わせると93.0％にのぼる。平成15年度調査に比べて「ほとんど出席している」の割合が23.4ポイントも増

加したのが目立つ。“４分の３以上計” でも11.8ポイントの増加。

・授業の理解度という点では、「ほとんどの科目について理解できる」（25.2％）と「４分の３程度の科目につい

て理解できる」（42.7％）を合わせると67.9％。この “４分の３以上理解できる計” の割合は、平成15年度調査

に比べて13.4ポイント増加しており、授業に対する理解度は高まっている。

・期待する講義科目の内容では、１位「自分の人間性を高めることができる」（57.1％）、２位「資格を取得する

上で役に立つ」（53.7％）、３位「会社で即戦力となる能力を身につけることができる」（46.6％）の順。

・授業時間以外に過ごす場所については、１位「食堂」（28.5％）、２位「図書館」（17.6％）、３位「クラブやサ

ークルの部屋・ボックス」（17.2％）の順。



調査結果のまとめ

２．満足度・不安や悩み

・大学内における満足度（満足している＋ほぼ満足しているの合計）では、「図書室」（84.0％）、「キャンパス内

の環境」（81.4％）、「授業内容」（72.6％）が上位。平成15年度調査に比べ、満足度は総じて高まる。特に、「授

業内容」（19.1ポイント増）、「カリキュラム」（18.2ポイント増）、「職員の応対」（17.1ポイント増）、「福利厚生

施設」（16.9ポイント増）等で顕著。唯一、「体育施設」に対する満足度が17.3ポイント減となっている。

・不安や悩みをみると、「就職や将来の進路」が85.8％で最も高い。以下「学業」「経済的問題」（各60.9％）、「性

格や能力」（59.7％）が６割程度で続く。平成15年度調査に比べて「経済的問題」と「友人等との対人関係」

がともに8.0ポイント増加した。

・不安や悩みの解決方法では、「自分自身で努力する」という学生が41.6％。「友人に相談する」（27.9％）、「家族

に相談する」（14.3％）がこれに続く。

・学生生活への充実度については、「充実している」（22.0％）と「まあまあ充実している」（44.8％）を合わせると、

ほぼ３人に２人（66.8％）が “充実している” と回答した。この割合は、平成19年度調査（67.4％）とほぼ同

水準。平成15年度調査（57.3％）からは10ポイント近く上昇。

３．課外活動

・現在、クラブ・サークルに所属している学生は62.0％（うち、学内のクラブ・サークル所属が58.4％）。「以前

は所属していたが途中でやめた」学生が14.7％、残りの23.3％が「所属したことがない」と回答。平成15年度

調査に比べて所属率は14.6ポイント増加した。

・現在所属しているクラブ・サークル（学内外を問わず）の種類については、「スポーツ関係（同好会）」が38.7

％で最も多い。「スポーツ関係（体育会）」が19.6％で続き、ほぼ６割がスポーツ関係に所属している。それでも、

平成15年度調査に比べると5.3ポイント減少した。

・また、現在のクラブ・サークルへ所属した主な動機は、１位「学生生活を楽しむため」（44.1％）、２位「趣味、

興味、研究心から」（41.4％）、３位「友人を得るため」（40.5％）など。平成15年度調査と比較すると、前回は

「学生生活を楽しむため」の回答肢がない為、一概には比較できないが「友人を得るため」「趣味、興味、研究

心から」「何かに熱中したいから」等が10ポイント前後減少した。

・クラブ・サークルで最も得たものは「友人」が52.5％と圧倒的に高く、平成15年度調査と同様の傾向となって

いる。それ以外では「充実した学生生活」が19.2％で、5.8ポイント増。

・クラブ・サークルをやめた理由は、「対人関係でいやになった」（18.0％）、「クラブ・サークルの在り方に疑問

をもった」（17.3％）、「興味がなくなった」（17.0％）なとが上位だが、平成15年度調査と同様、特に目立った

理由は見当たらない。

・一方、クラブ・サークルに所属していない理由も、平成15年度調査と同様、特に目立ったものはなく、「入る

機会を逸した」（18.3％）、「入りたいクラブ・サークルがない」（17.4％）なとが上位となっている。



４．正課外講座（ダブルスクール）

・現在、各種学校・専門学校に通っているダブルスクール利用学生は9.3％。平成15年度調査に比べて3.5ポイン

ト減少。ダブルスクール利用学生の内訳は「関西大学エクステンション・リードセンターに通っている」が

5.5％、「関西大学エクステンション・リードセンター以外の各種学校・専門学校」が3.8％。

・関西大学エクステンション・リードセンター以外に通っている学生（73人）の各種学校・専門学校の内容は、「公

務員受験対策」（19.2％）と「語学」（17.8％）が中心。

５．旅行・留学

・海外旅行の経験がある学生は49.5％とほぼ半数。旅行日数は「７日以内」が34.9％で中心であり、平成15年度

調査と比べて13.8ポイントアップした。ただし、全体としてみると旅行日数は短めの傾向となっている。

・留学経験のある学生は14.4％で、平成11年度調査に比べて3.8ポイント増。留学期間については、平成11年度調

査と同様、「15日～１ヶ月未満」が最も多い。

６．アルバイト・経済状況

・現在、アルバイトをしている学生は83.4％。そのうち、「継続的にしている」学生が66.9％と、ほぼ３人に２人

の割合を占める。どちらのスコアとも、平成15年度調査とほぼ同様の傾向。

・アルバイトの探し方（主な情報源）については、「アルバイト情報誌」が最も高く54.4％を占める。「友人・知

人からの紹介」（23.7％）、「大学以外のアルバイト紹介サイト」（13.4％）が続く。回答肢が異なっており、平

成15年度調査と一概には比較できないが、「アルバイト情報誌」が17.0ポイント減少した。（前回の回答肢は、

アルバイト情報誌・新聞）

・アルバイトを選ぶ時の重視点は、１位「業務内容」（44.6％）、２位「就労時間・時間帯」（26.1％）、３位「賃金」

（22.9％）。平成15年度調査と比べて「就労時間・時間帯」が11.6ポイント増となっている。

・アルバイトで得た収入の使用用途は、平成15年度調査と同様に、１位「旅行・娯楽・レジャー・交際費」（40.0

％）と２位「生活費（食費・衣料費含む）」（38.0％）のウエイトが大きい。

・学費の主な支出源をみると、「家庭から」と回答した学生が74.2％と、全体のほぼ４分の３を占める。「奨学金

から」（17.6％）がこれに続く。平成15年度調査と比べて、「奨学金から」が7.2ポイント増加した。

・奨学金制度について「よく知っている」という学生は7.4％、「知っている」が34.3％で、合計すると認知率は

41.7％となっており、平成19年度調査と比べて14.1ポイント減少した。

７．病気やケガ

・最近１年間に、何かしらの病気（通院３日以上）やケガをした学生は30.5％。内訳をみると、“病気をした計”

が22.4％、“ケガをした計” が11.5％と、病気の方が多い。

・怪我をした学生（222名）に、いつケガをしたかその状況を聞いたところ、「課外活動中」が36.9％と圧倒的に

多い。以下、「通学中」（9.0％）、「大学施設内にいる間」（6.8％）など。



調査結果のまとめ

８．体育会

・関西大学の体育会スポーツについて興味が「ある」と回答した学生は34.9％。平成15年度調査に比べて7.1ポン

イト減となっている。

・キャンパス内に体育会スポーツの公式試合の予定や結果を掲載していることを「知っている」と回答した学生

は69.7％。平成15年度調査（71.7％）とほぼ同水準であった。

９．マナーについて

・授業中やキャンパス内で学生のマナーが悪いと思うものの１位選択率は、「授業中の私語」が55.0％で突出し

て高い。次いで「喫煙マナー」の19.0％。

・１位＋２位計の割合でみても、「授業中の私語」が71.5％で、圧倒的に高いのが目立つ。以下、「喫煙マナー」（34.2

％）、「交通機関でのマナー」（13.9％）の順で続く。平成15年度・平成19年度調査と比較すると、１位＋２位

計で「授業中の私語」が大幅に上昇したのが目立つ。（平成15年度：48.6％、平成19年度：57.4％、今年度：

71.5％）、一方、「喫煙マナー」や「授業中の携帯電話」「食堂でのマナー」は減少傾向となっている。

10．ボランティア活動

・大学入学後、ボランティア活動に参加したことが「ある」という学生は13.2％で、平成19年度調査（12.2％）

とほぼ同程度。

・ボランティアに対するイメージは、「社会貢献」が78.7％でトップ。次いで「人のため」（65.6％）、「優しさ」（43.1

％）など、ポジティブなイメージが上位に挙がる。


