
第56回学⽣の消費⽣活に関する実態調査

(2020年10〜11⽉実施) 

◆本調査は選択式を中⼼にしていますが、実数記⼊の項⽬もありますので、単位に気をつけて回答してください。
◆設問のうち「必須」と表⽰しているものには必ず回答のうえ、次のページにお進みください。
◆特に断りがない場合は選択肢から1つ選んでお答えください。
◆画⾯下の「前へ」で前ページに戻ることができます。ブラウザの「戻る」は使⽤しないでください。
◆画⾯上の「あとで続きをする」で回答内容を保存することができますが、回答最終ページの「送信」後は修正ができません。
◆画⾯上の「回答を破棄して終了」は回答を全て削除後終了します。

あなたご⾃⾝について

〔１〕あなたご⾃⾝についてうかがいます。

[]Ａ.⼤学名をお答えください。（必須） *

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.所属する学部をお選びください。（必須） *

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 ⽂科系

 理⼯系

 医⻭薬系

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '2 [G1Q00002]' (Ｂ.所属する学部をお選びください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｃ.学年をお選びください。（必須） *

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 １年

 ２年

 ３年

 ４年

 ５年
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 ６年

[]Ｄ.現在の年齢をお答えください。

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 １７歳

 １８歳

 １９歳

 ２０歳

 ２１歳

 ２２歳

 ２３歳

 ２４歳

 ２５歳

 ２６歳

 ２７歳

 ２８歳

 ２９歳

 ３０歳

 ３１歳

 ３２歳

 ３３歳

 ３４歳

 ３５歳

 ３６歳

 ３７歳

 ３８歳

 ３９歳

 その他

[]年齢をお答えください。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '5 [G1Q00005]' (Ｄ.現在の年齢をお答えください。)

この欄には整数のみ⼊⼒できます。

ここに回答を記⼊してください︓

（歳）<半⾓数字>

[]Ｅ.性別をお選びください。

以下から⼀つをお選び下さい。
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以下からひとつだけ選んでください。

 男性

 ⼥性

 回答しない

[]Ｆ.未婚・既婚をお選びください。

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 未婚

 既婚

 回答しない

[]Ｇ.今の⼤学の⼊試形態をお選びください。（必須） *

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼀般⼊試

 指定校推薦

 附属⾼校・系列⾼校からの進学

 ⾃⼰推薦

 その他の推薦（センター推薦、スポーツ推薦など）

 ＡＯ⼊試

 特別枠

 帰国⼦⼥枠

 社会⼈⼊試

 編⼊学・学⼠⼊学

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '9 [G1Q00009]' (Ｇ.今の⼤学の⼊試形態をお選びください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｈ.現在の住まいについてお選びください。（必須） *

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾃宅（親や家族と同居）・実家暮らし

 ⾃宅外（⼀⼈暮らし・兄弟姉妹と同居・祖⽗⺟宅・寮・下宿など）

[]Ｈ.①＜⾃宅・実家暮らし以外の⽅＞
現在の住まいは⾷事付きですか。（必須） *
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次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾃宅外（⼀⼈暮らし・兄弟姉妹と同居・祖⽗⺟宅・寮・下宿など）' 質問で '11 [G1Q00011]' (Ｈ.現在の住まいについてお選
びください。（必須）)

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾷事付きの住まい

 ⾷事付きではない住まい

[]Ｈ.②＜⾃宅・実家暮らし以外で⾷事付きの住まいにお住まいの⽅＞
住まいの形態をお選びください。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾷事付きの住まい' 質問で '12 [G1Q00012]' (Ｈ.①＜⾃宅・実家暮らし以外の⽅＞ 現在の住まいは⾷事付きですか。（必
須）)

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 寮（⼤学の寮・⼤学以外の寮）

 学⽣会館など

 下宿

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '13 [G1Q00013]' (Ｈ.②＜⾃宅・実家暮らし以外で⾷事付きの住まいにお住まいの⽅＞ 住まいの形態をお選
びください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｈ.③＜⾃宅・実家暮らし以外で⾷事付きではない住まいにお住まいの⽅＞
住まいの形態をお選びください。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾷事付きではない住まい' 質問で '12 [G1Q00012]' (Ｈ.①＜⾃宅・実家暮らし以外の⽅＞ 現在の住まいは⾷事付きですか。
（必須）)

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 寮（⼤学の寮・⼤学以外の寮）

アパート

マンション

学⽣会館

下宿やキッチンなしの貸間

その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。（必須） *
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次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '15 [G1Q00015]' (Ｈ.③＜⾃宅・実家暮らし以外で⾷事付きではない住まいにお住まいの⽅＞ 住まいの形態
をお選びください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｉ.あなたの部屋の広さを畳数または㎡のいずれかでお答えください。<半⾓数字>

ここに回答を記⼊してください︓

畳数

畳数が不明の場合は㎡

[]Ｉ.①＜⾃宅・実家暮らし以外の⽅＞
⾃室にキッチンやダイニングキッチンはありますか。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾃宅外（⼀⼈暮らし・兄弟姉妹と同居・祖⽗⺟宅・寮・下宿など）' 質問で '11 [G1Q00011]' (Ｈ.現在の住まいについてお選
びください。（必須）)

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾃室にある

 共同キッチンがある

 ない

 選択してください

[]Ｉ.②⾃室にキッチンやダイニングキッチンがある⽅はその広さを畳数または㎡のいずれかでお答えくださ
い。<半⾓数字>

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾃室にある' 質問で '18 [G1Q00018]' (Ｉ.①＜⾃宅・実家暮らし以外の⽅＞ ⾃室にキッチンやダイニングキッチンはありま
すか。)

ここに回答を記⼊してください︓

畳数

畳数が不明の場合は㎡

[]Ｉ.③⾃室に浴室がありますか。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾃宅外（⼀⼈暮らし・兄弟姉妹と同居・祖⽗⺟宅・寮・下宿など）' 質問で '11 [G1Q00011]' (Ｈ.現在の住まいについてお選
びください。（必須）)

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。
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 専⽤の浴室がある

 共同の浴室がある

 ない

 選択してください

[]Ｊ.通学の場合に利⽤する交通機関をお選びください。（いくつでも）
（ただし⽇によって違う場合はより多く利⽤する⽅法を選択)

あてはまるものをすべてチェックしてください。

あてはまるものを全て選んでください。

 徒歩

 ⾃転⾞

 バイク

 ⾃家⽤⾞

 市内電⾞

モノレール

スクールバス

 バス

 ＪＲ

 私鉄（近鉄・東急・阪急・名鉄・東武・⻄武など）

 地下鉄

 新幹線

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '21 [G1Q00021]' (Ｊ.通学の場合に利⽤する交通機関をお選びください。（いくつでも） （ただし⽇によって違う場
合はより多く利⽤する⽅法を選択))

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｋ.住まいから⼤学までの⽚道の通学時間を、分単位でお答えください。<半⾓数字>

この欄には整数のみ⼊⼒できます。

ここに回答を記⼊してください︓

（分）

[]Ｌ.あなたの保護者が現在お住まいの都道府県名（海外の⽅は国名）をお答えください。

以下から⼀つをお選び下さい。

以下からひとつだけ選んでください。

 北海道
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 ⻘森県

 岩⼿県

 宮城県

 秋⽥県

 ⼭形県

 福島県

 茨城県

 栃⽊県

 群⾺県

 埼⽟県

 千葉県

 東京都

 神奈川県

 新潟県

 富⼭県

 ⽯川県

 福井県

 ⼭梨県

 ⻑野県

 岐⾩県

 静岡県

 愛知県

 三重県

 滋賀県

 京都府

 ⼤阪府

 兵庫県

 奈良県

 和歌⼭県

 ⿃取県

 島根県

 岡⼭県

 広島県

 ⼭⼝県

 徳島県

 ⾹川県

 愛媛県

 ⾼知県

 福岡県

 佐賀県

 ⻑崎県
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 熊本県

 ⼤分県

 宮崎県

 ⿅児島県

 沖縄県

 海外

[]海外を選択の⽅は国名をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '海外' 質問で '24 [G1Q00024]' (Ｌ.あなたの保護者が現在お住まいの都道府県名（海外の⽅は国名）をお答えください。)

ここに回答を記⼊してください︓

⼤学⽣活について

〔２〕あなたの⼤学の授業についてうかがいます。

[]Ａ.最近１週間の授業形態をお選びください。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 すべて対⾯授業で⾏われている

 すべてオンライン授業で⾏われている

 対⾯授業とオンライン授業があり対⾯授業が多い

 対⾯授業とオンライン授業がありオンライン授業が多い

 対⾯授業とオンライン授業が同じくらい

 ⼤学による休講中

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '26 [G2Q00001]' (Ａ.最近１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.最近１週間の⼤学キャンパスへの登校⽇数をお選びください。（キャンパスへの登校がなかった場合は０
⽇を選んでください）（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または '対⾯授業とオンライン授業が同じくらい' または '対⾯授業とオンライン授業がありオンライン授業が多い'
または '対⾯授業とオンライン授業があり対⾯授業が多い' または 'すべてオンライン授業で⾏われている' または 'すべて対⾯授業で
⾏われている' 質問で '26 [G2Q00001]' (Ａ.最近１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 ０⽇

 １⽇

 ２⽇
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 ３⽇

 ４⽇

 ５⽇

 ６⽇

 ７⽇

[]Ｃ.直近の⼤学キャンパスに登校した⽇（平⽇）の登校時刻（学校に着いた時刻）を２４時間制でお答えくだ
さい。
（例︓午前9:00→「9時」「0分」）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '１⽇' または '２⽇' または '３⽇' または '４⽇' または '５⽇' または '６⽇' または '７⽇' 質問で '28 [G2Q00003]' (Ｂ.最近１週
間の⼤学キャンパスへの登校⽇数をお選びください。（キャンパスへの登校がなかった場合は０⽇を選んでください）（必須）)

時 分

①登校時刻（学校に着いた時刻）

[]Ｄ.直近の⼤学キャンパスに登校した⽇（平⽇）の下校時刻（学校を出た時刻）を２４時間制でお答えくださ
い。
（例︓午後5:00→「17時」「0分」）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '１⽇' または '２⽇' または '３⽇' または '４⽇' または '５⽇' または '６⽇' または '７⽇' 質問で '28 [G2Q00003]' (Ｂ.最近１週
間の⼤学キャンパスへの登校⽇数をお選びください。（キャンパスへの登校がなかった場合は０⽇を選んでください）（必須）)

時 分

②下校時刻（学校を出た時刻）

[]今⽇（平⽇）１⽇の対⾯授業に出席したコマ数とその総時間数をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または '対⾯授業とオンライン授業が同じくらい' または '対⾯授業とオンライン授業がありオンライン授業が多い'
または '対⾯授業とオンライン授業があり対⾯授業が多い' または 'すべて対⾯授業で⾏われている' 質問で '26 [G2Q00001]' (Ａ.最近
１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

[]Ｅ.コマ数
（例︓１時限と３時限に出席の場合、「２コマ」と回答してください）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または '対⾯授業とオンライン授業が同じくらい' または '対⾯授業とオンライン授業がありオンライン授業が多い'
または '対⾯授業とオンライン授業があり対⾯授業が多い' または 'すべて対⾯授業で⾏われている' 質問で '26 [G2Q00001]' (Ａ.最近
１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 ０コマ

 １コマ

 ２コマ

 ３コマ

 ４コマ

 ５コマ

 ６コマ

 ７コマ
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[]Ｅ.①総時間数
（例︓９０分の授業を３コマ出席の場合、「４時間」「３０分」と回答してください）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または '対⾯授業とオンライン授業が同じくらい' または '対⾯授業とオンライン授業がありオンライン授業が多い'
または '対⾯授業とオンライン授業があり対⾯授業が多い' または 'すべて対⾯授業で⾏われている' 質問で '26 [G2Q00001]' (Ａ.最近
１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

時間 分

今⽇（平⽇）の対⾯授業総時間

[]今⽇（平⽇）１⽇のオンライン授業に出席したコマ数とその総時間数をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'すべてオンライン授業で⾏われている' または '対⾯授業とオンライン授業があり対⾯授業が多い' または '対⾯授業とオンラ
イン授業がありオンライン授業が多い' または '対⾯授業とオンライン授業が同じくらい' または 'その他' 質問で '26 [G2Q00001]'
(Ａ.最近１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

[]Ｅ.②コマ数
（例︓１時限と３時限に出席の場合、「２コマ」と回答してください）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'すべてオンライン授業で⾏われている' または '対⾯授業とオンライン授業があり対⾯授業が多い' または '対⾯授業とオンラ
イン授業がありオンライン授業が多い' または '対⾯授業とオンライン授業が同じくらい' または 'その他' 質問で '26 [G2Q00001]'
(Ａ.最近１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 ０コマ

 １コマ

 ２コマ

 ３コマ

 ４コマ

 ５コマ

 ６コマ

 ７コマ

[]Ｅ.③総時間数
（例︓９０分の授業を３コマ出席の場合、「４時間」「３０分」と回答してください）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'すべてオンライン授業で⾏われている' または '対⾯授業とオンライン授業があり対⾯授業が多い' または '対⾯授業とオンラ
イン授業がありオンライン授業が多い' または '対⾯授業とオンライン授業が同じくらい' または 'その他' 質問で '26 [G2Q00001]'
(Ａ.最近１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

時間 分

今⽇（平⽇）のオンライン授業総時間

[]Ｆ.①今学期、オンライン授業で最も多い形態についてお選びください。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'すべて対⾯授業で⾏われている' または 'すべてオンライン授業で⾏われている' または '対⾯授業とオンライン授業があり対
⾯授業が多い' または '対⾯授業とオンライン授業がありオンライン授業が多い' または '対⾯授業とオンライン授業が同じくらい' ま
たは 'その他' 質問で '26 [G2Q00001]' (Ａ.最近１週間の授業形態をお選びください。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。
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 動画教材配信

 動画以外のテキスト教材配信

 同時双⽅向（学⽣と教員が同時接続して⾏うスタイル）

 その他

 今学期のオンライン授業はない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '37 [G2Q00012]' (Ｆ.①今学期、オンライン授業で最も多い形態についてお選びください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｆ.②今学期、オンライン授業で使⽤しているアプリケーションをお答えください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '動画教材配信' または '動画以外のテキスト教材配信' または '同時双⽅向（学⽣と教員が同時接続して⾏うスタイル）' また
は 'その他' 質問で '37 [G2Q00012]' (Ｆ.①今学期、オンライン授業で最も多い形態についてお選びください。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 ⼤学独⾃のアプリ

 Zoom

 Microsoft Teams

 Skype

 Google Meet

 Moodle

 Cisco Webex Meetings

 ⼤学⽣協の電⼦書籍DECSビューア

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '39 [G2Q00014]' (Ｆ.②今学期、オンライン授業で使⽤しているアプリケーションをお答えください。（いくつで
も）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｆ.③今学期、オンライン授業で使⽤している機器をお答えください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '動画教材配信' または '動画以外のテキスト教材配信' または '同時双⽅向（学⽣と教員が同時接続して⾏うスタイル）' また
は 'その他' 質問で '37 [G2Q00012]' (Ｆ.①今学期、オンライン授業で最も多い形態についてお選びください。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 パソコンで受講している

タブレット（iPad等）で受講している

スマートフォンで受講している

パソコンとタブレットを併⽤して受講
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 パソコンとスマートフォンを併⽤して受講

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '41 [G2Q00016]' (Ｆ.③今学期、オンライン授業で使⽤している機器をお答えください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｆ.④今学期、オンライン授業の通信状況について最も当てはまるものを１つ選んでください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '動画教材配信' または '動画以外のテキスト教材配信' または '同時双⽅向（学⽣と教員が同時接続して⾏うスタイル）' また
は 'その他' 質問で '37 [G2Q00012]' (Ｆ.①今学期、オンライン授業で最も多い形態についてお選びください。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

ストレスなく⾃宅・⾃室で受講できている

遅い、断線するが⾃宅・⾃室で受講している

遅い、断線するので⼤学で受講している

遅い、断線するので⾃宅・⾃室・⼤学以外で受講している

ネットワーク環境がないので⼤学で受講している

ネットワーク環境がないので⾃宅・⾃室・⼤学以外で受講している

その他

選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '43 [G2Q00018]' (Ｆ.④今学期、オンライン授業の通信状況について最も当てはまるものを１つ選んでくださ
い。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｆ.⑤オンライン授業を受けるために購⼊したものをお答えください。（いくつでも）

あてはまるものを全て選んでください。

 パソコン

タブレット（iPadなど）

プリンター

ディスプレイ

ヘッドセット

ウェブカメラ

 無線ルーター本体

 新規Wi-Fi申込

 デスク・チェア

 その他
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 既に持っていたので購⼊・申込はしなかった

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '45 [G2Q00020]' (Ｆ.⑤オンライン授業を受けるために購⼊したものをお答えください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｇ.今春、教科書を最も多く購⼊した⽅法をお選びください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⽣協の通販サイト（教科書ウェブサイトやメールなど）で注⽂購⼊

 ⽣協店舗（教科書販売所も含む）で購⼊

 ⽣協以外の通販サイトで購⼊

 ⽣協以外の書店で購⼊

 教科書は購⼊しなかった

 教科書の指定がなかった

 その他

 選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '47 [G2Q00022]' (Ｇ.今春、教科書を最も多く購⼊した⽅法をお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓

〔３〕あなたの⼤学⽣活についてうかがいます。

[]Ａ.あなたの⼤学が好きですか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 好き

 まあ好き

 あまり好きではない

 嫌い

[]Ｂ.学⽣⽣活は充実していますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 充実している

 まあ充実している

 あまり充実していない

 充実していない

[]Ｃ.⼤学⽣活の中で、現在最も重点をおいていることをお選びください。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。
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 勉強や研究

 部活動・サークル・同好会活動

 趣味

 よき友を得たり、豊かな⼈間関係を結ぶこと

 将来のために資格取得や⼤学以外の学校に通うこと

 アルバイトをしたり、お⾦をためること

 特別に重点をおかず、ほどほどに組み合わせた⽣活

 なんとなく過ぎていく⽣活

 就職活動

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '51 [G3Q00003]' (Ｃ.⼤学⽣活の中で、現在最も重点をおいていることをお選びください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

 

[]Ｄ.今の⼤学は第⼀志望ですか。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 はい

 いいえ

 選択してください

[]Ｅ.今の⼤学を選んだ主な理由をお選びください。（２つまで）

あてはまるものを全て選んでください。

 学びたい専⾨分野があったから

 ⾃分の学⼒（偏差値）に合っているから

 雰囲気が合っていそうだから

 通学に便利・⾃宅から通えるから

 有名だから

 就職に有利になりそうだから

 学費が安かったから

 ここしか受からなかったから

 附属（系列）⾼校に通っていたから

 家族・知⼈・先⽣のすすめ

 スポーツ・部活動ができるから

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '54 [G3Q00006]' (Ｅ.今の⼤学を選んだ主な理由をお選びください。（２つまで）)
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ここに回答を記⼊してください︓

〔４〕サークルについてうかがいます。

[]Ａ.あなたは⼤学内外のサークル・部活動・クラブ・同好会などに所属していますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 現在所属している

 以前所属していたが今はやめている

 現在所属していないが今後⼊るつもり

 所属したことがない・今後も⼊らない

[]Ｂ.＜サークルなどに所属している⽅＞
あなたがサークル・部活動・クラブ・同好会などに加⼊したのはいつですか。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '現在所属している' 質問で '56 [G4Q00001]' (Ａ.あなたは⼤学内外のサークル・部活動・クラブ・同好会などに所属していま
すか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 2020年３⽉以前

 2020年４⽉

 2020年５⽉

 2020年６⽉

 2020年７⽉

 2020年８⽉

 2020年９⽉

 2020年10⽉以降

 選択してください

[]Ｃ.どのようにしてそのサークル・部活動・クラブ・同好会などを知りましたか。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '現在所属している' 質問で '56 [G4Q00001]' (Ａ.あなたは⼤学内外のサークル・部活動・クラブ・同好会などに所属していま
すか。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 もともと団体を知っていた

 ⼤学のホームページのリンクから

 SNS（Twitter・Instagramなど）から

 Googleなど検索エンジンに⼤学名を⼊れてサークルを検索した

 ⼤学⼊学前からの友⼈や先輩からの紹介

 ⼤学⼊学後の友⼈や先輩からの紹介

 ⼤学⽣協の発⾏する新⼊⽣向け冊⼦・サークル紹介資料から

 ⼤学⽣協以外の⼤学や学⽣団体が発⾏する冊⼦・サークル紹介資料から

 その他
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[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '58 [G4Q00003]' (Ｃ.どのようにしてそのサークル・部活動・クラブ・同好会などを知りましたか。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

〔５〕進路や就職についてうかがいます。

[]Ａ.新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を受け、これからの進路に当てはまるものをお選びください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 予定どおりに卒業予定

 休学予定・休学している

 中退予定

 卒業年度を延期する予定

 就職から進学に変更予定

 進学から就職に変更予定

 その他

 選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '60 [G5Q00001]' (Ａ.新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を受け、これからの進路に当てはまるものをお選
びください。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.学部教育課程修了後のあなたの進路についてお答えください。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '卒業年度を延期する予定' または '休学予定・休学している' または '予定どおりに卒業予定' または 'その他' 質問で '60
[G5Q00001]' (Ａ.新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を受け、これからの進路に当てはまるものをお選びください。)

以下からひとつだけ選んでください。

 就職する予定

 ⼤学院に進学する予定

 起業・フリーランスを考えている

 まだ決めていない

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '62 [G5Q00003]' (Ｂ.学部教育課程修了後のあなたの進路についてお答えください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.学部教育課程修了後のあなたの進路についてお答えください。（必須） *
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次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '就職から進学に変更予定' 質問で '60 [G5Q00001]' (Ａ.新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を受け、これからの進路に当て
はまるものをお選びください。)

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤学院に進学する予定

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '64 [G5Q00005]' (Ｂ.学部教育課程修了後のあなたの進路についてお答えください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.学部教育課程修了後のあなたの進路についてお答えください。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '進学から就職に変更予定' 質問で '60 [G5Q00001]' (Ａ.新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を受け、これからの進路に当て
はまるものをお選びください。)

以下からひとつだけ選んでください。

 就職する予定

 起業・フリーランスを考えている

 まだ決めていない

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '66 [G5Q00007]' (Ｂ.学部教育課程修了後のあなたの進路についてお答えください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｃ.就職について不安を感じていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 とても感じている

 感じている

 あまり感じていない

 全く感じていない

[]Ｃ.①＜就職について不安を感じている⽅＞
どんなことに不安を感じていますか。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '感じている' または 'とても感じている' 質問で '68 [G5Q00009]' (Ｃ.就職について不安を感じていますか。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 就職ができるか（内定がもらえるか）

 希望の職種に就けるか
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 希望の会社に⼊れるか

 就職先が安定しているか

 ⾃分が仕事を続けられるか

 ⾃分が何に向いているか

 職場の雰囲気が⾃分に合っているか

 ⼈間関係がよいか

 やりがいを感じることができるか

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '69 [G5Q00010]' (Ｃ.①＜就職について不安を感じている⽅＞ どんなことに不安を感じていますか。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｄ.就きたい職業・職種のために現在何かをしていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 している

 まあしている

 あまりしていない

 何もしていない

[]Ｅ.就きたい職業・職種を決めていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 決めていて、内定もしている

 内定はしていないが、はっきり決めている

 だいたい決めている

 あまり決めていない

 決めていない

[]Ｆ.①あなたが就職先を決めるにあたって１番に重視する(または重視した)ことを１つ選んでください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 業種

 職種

 収⼊⾯の待遇

 福利厚⽣など収⼊⾯以外の待遇

 所在地

 経営理念・ビジョン

 事業規模

 知名度が⾼い

 親近感がある
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 成⻑性がある

 安定性がある

 社⾵や職場・社員の雰囲気

 ⾃分の専⾨性や資格を⽣かせる

 ⾃分に専⾨性・技術・資格が⾝につく

 ⾃分の能⼒を評価してもらえる

 ⼊りやすい・⼤学からの推薦を受けやすい

 なんとなく

 他に受からなかった

 その他

 わからない・考えたことがない

 選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '73 [G5Q00014]' (Ｆ.①あなたが就職先を決めるにあたって１番に重視する(または重視した)ことを１つ選ん
でください。)

ここに回答を記⼊してください︓

 

[]Ｆ.②あなたが就職先を決めるにあたって２番⽬に重視する(または重視した)ことを１つ選んでください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 業種

 職種

 収⼊⾯の待遇

 福利厚⽣など収⼊⾯以外の待遇

 所在地

 経営理念・ビジョン

 事業規模

 知名度が⾼い

 親近感がある

 成⻑性がある

 安定性がある

 社⾵や職場・社員の雰囲気

 ⾃分の専⾨性や資格を⽣かせる

 ⾃分に専⾨性・技術・資格が⾝につく

 ⾃分の能⼒を評価してもらえる

 ⼊りやすい・⼤学からの推薦を受けやすい

 なんとなく

 他に受からなかった

 その他

 わからない・考えたことがない
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 選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '75 [G5Q00016]' (Ｆ.②あなたが就職先を決めるにあたって２番⽬に重視する(または重視した)ことを１つ選
んでください。)

ここに回答を記⼊してください︓

 

[]Ｆ.③あなたが就職先を決めるにあたって３番⽬に重視する(または重視した)ことを１つ選んでください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 業種

 職種

 収⼊⾯の待遇

 福利厚⽣など収⼊⾯以外の待遇

 所在地

 経営理念・ビジョン

 事業規模

 知名度が⾼い

 親近感がある

 成⻑性がある

 安定性がある

 社⾵や職場・社員の雰囲気

 ⾃分の専⾨性や資格を⽣かせる

 ⾃分に専⾨性・技術・資格が⾝につく

 ⾃分の能⼒を評価してもらえる

 ⼊りやすい・⼤学からの推薦を受けやすい

 なんとなく

 他に受からなかった

 その他

 わからない・考えたことがない

 選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '77 [G5Q00018]' (Ｆ.③あなたが就職先を決めるにあたって３番⽬に重視する(または重視した)ことを１つ選
んでください。)

ここに回答を記⼊してください︓

 

[]Ｇ.①この1年間で企業や団体が実施しているインターンシップに参加したことがありますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ある
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 ない

[]Ｇ.②＜インターンシップに参加した⽅＞
インターンシップに参加した⽬的は何ですか。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ある' 質問で '79 [G5Q00020]' (Ｇ.①この1年間で企業や団体が実施しているインターンシップに参加したことがあります
か。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 関⼼がある企業や業界を知るため

 多くの企業や業界を知るため

 社会の仕組みを知るため

インターンシップのプログラムに興味があったため

⾃分の適性を知るため

⾃分がやりたいことを探るため

働くことを体験するため

⼈脈を作るため

インターンシップ参加が本選考の必須条件となるため

その企業の本選考に有利になると思ったため

単位取得のため

周囲の⼈に勧められたため

周囲の⼈が参加するから

なんとなく・特に⽬的はない

その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '80 [G5Q00021]' (Ｇ.②＜インターンシップに参加した⽅＞ インターンシップに参加した⽬的は何ですか。（いくつ
でも）)

ここに回答を記⼊してください︓

⽇常⽣活について

〔６〕⾷事についてうかがいます。
今⽇または昨⽇（最近の平⽇）、どこで⾷事をしましたか。

Ａ〜Ｆまでのそれぞれの時間帯についてお答えください。

Ａ.朝⾷（9時まで）
Ｂ.朝昼兼⽤⾷（9〜11時）
Ｃ.昼⾷（11〜14時）
Ｄ.中間⾷（14〜17時）
Ｅ.⼣⾷（17〜21時）
Ｆ.深夜⾷（21時以降）

[]次へを押してください。
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Ａ.朝⾷(9時までの⾷事)

[]朝⾷(9時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾷べた

 ⾷べなかった

[]Ａ.①＜朝⾷を⾷べた⽅＞
朝⾷を⾷べた場所をお選びください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾷べた' 質問で '83 [G7Q00001]' (朝⾷(9時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 作ってもらったものを⾃宅、寮、下宿で

 ⾃炊したものを⾃宅、寮、下宿で

 買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で

 ⽣協の⾷堂、喫茶

 家からの弁当をラウンジや教室・研究室等で

 学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 通学途中に買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 ⽣協以外の学内⾷堂や喫茶

 ⼤学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）

 ⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店

 ⾃宅や下宿周辺の飲⾷店

アルバイト先

その他

選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '84 [G7Q00002]' (Ａ.①＜朝⾷を⾷べた⽅＞ 朝⾷を⾷べた場所をお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ａ.②朝⾷の価格をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または 'アルバイト先' または '⾃宅や下宿周辺の飲⾷店' または '⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店' または '⼤
学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）' または '⽣協以外の学内⾷堂や喫茶' または '通学途中に買った
ものをラウンジや教室・研究室等で' または '学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で' または '⽣協の⾷堂、喫茶' ま
たは '買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で' 質問で '84 [G7Q00002]' (Ａ.①＜朝⾷を⾷べた⽅＞ 朝⾷を⾷べた場所をお選びくださ
い。)

ここに回答を記⼊してください︓

（円）<半⾓数字>
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Ｂ.朝昼兼⽤⾷(9〜11時までの⾷事)

[]朝昼兼⽤⾷(9〜11時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾷べた

 ⾷べなかった

[]Ｂ.①＜朝昼兼⽤⾷を⾷べた⽅＞
朝昼兼⽤⾷を⾷べた場所をお選びください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾷べた' 質問で '87 [G8Q00001]' (朝昼兼⽤⾷(9〜11時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 作ってもらったものを⾃宅、寮、下宿で

 ⾃炊したものを⾃宅、寮、下宿で

 買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で

 ⽣協の⾷堂、喫茶

 家からの弁当をラウンジや教室・研究室等で

 学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 通学途中に買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 ⽣協以外の学内⾷堂や喫茶

 ⼤学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）

 ⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店

 ⾃宅や下宿周辺の飲⾷店

アルバイト先

その他

選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '88 [G8Q00002]' (Ｂ.①＜朝昼兼⽤⾷を⾷べた⽅＞ 朝昼兼⽤⾷を⾷べた場所をお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.②朝昼兼⽤⾷の価格をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または 'アルバイト先' または '⾃宅や下宿周辺の飲⾷店' または '⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店' または '⼤
学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）' または '⽣協以外の学内⾷堂や喫茶' または '通学途中に買った
ものをラウンジや教室・研究室等で' または '学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で' または '⽣協の⾷堂、喫茶' ま
たは '買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で' 質問で '88 [G8Q00002]' (Ｂ.①＜朝昼兼⽤⾷を⾷べた⽅＞ 朝昼兼⽤⾷を⾷べた場所をお
選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓
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（円）<半⾓数字>

Ｃ.昼⾷(11〜14時までの⾷事)

[]昼⾷(11〜14時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾷べた

 ⾷べなかった

[]Ｃ.①＜昼⾷を⾷べた⽅＞
昼⾷を⾷べた場所をお選びください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾷べた' 質問で '91 [G9Q00001]' (昼⾷(11〜14時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 作ってもらったものを⾃宅、寮、下宿で

 ⾃炊したものを⾃宅、寮、下宿で

 買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で

 ⽣協の⾷堂、喫茶

 家からの弁当をラウンジや教室・研究室等で

 学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 通学途中に買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 ⽣協以外の学内⾷堂や喫茶

 ⼤学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）

 ⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店

 ⾃宅や下宿周辺の飲⾷店

アルバイト先

その他

選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '92 [G9Q00002]' (Ｃ.①＜昼⾷を⾷べた⽅＞ 昼⾷を⾷べた場所をお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｃ.②昼⾷の価格をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または 'アルバイト先' または '⾃宅や下宿周辺の飲⾷店' または '⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店' または '⼤
学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）' または '⽣協以外の学内⾷堂や喫茶' または '通学途中に買った
ものをラウンジや教室・研究室等で' または '学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で' または '⽣協の⾷堂、喫茶' ま
たは '買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で' 質問で '92 [G9Q00002]' (Ｃ.①＜昼⾷を⾷べた⽅＞ 昼⾷を⾷べた場所をお選びくださ
い。)
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ここに回答を記⼊してください︓

（円）<半⾓数字>

Ｄ.中間⾷(14〜17時までの⾷事)

[]中間⾷(14〜17時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾷べた

 ⾷べなかった

[]Ｄ.①＜中間⾷を⾷べた⽅＞
中間⾷を⾷べた場所をお選びください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾷べた' 質問で '95 [G10Q00001]' (中間⾷(14〜17時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 作ってもらったものを⾃宅、寮、下宿で

 ⾃炊したものを⾃宅、寮、下宿で

 買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で

 ⽣協の⾷堂、喫茶

 家からの弁当をラウンジや教室・研究室等で

 学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 通学途中に買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 ⽣協以外の学内⾷堂や喫茶

 ⼤学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）

 ⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店

 ⾃宅や下宿周辺の飲⾷店

アルバイト先

その他

選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '96 [G10Q00002]' (Ｄ.①＜中間⾷を⾷べた⽅＞ 中間⾷を⾷べた場所をお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｄ.②中間⾷の価格をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または 'アルバイト先' または '⾃宅や下宿周辺の飲⾷店' または '⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店' または '⼤
学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）' または '⽣協以外の学内⾷堂や喫茶' または '通学途中に買った
ものをラウンジや教室・研究室等で' または '学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で' または '⽣協の⾷堂、喫茶' ま
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たは '買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で' 質問で '96 [G10Q00002]' (Ｄ.①＜中間⾷を⾷べた⽅＞ 中間⾷を⾷べた場所をお選びくだ
さい。)

ここに回答を記⼊してください︓

（円）<半⾓数字>

 

Ｅ.⼣⾷(17〜21時までの⾷事)

[]⼣⾷(17〜21時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾷べた

 ⾷べなかった

[]Ｅ.①＜⼣⾷を⾷べた⽅＞
⼣⾷を⾷べた場所をお選びください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾷べた' 質問で '99 [G11Q00001]' (⼣⾷(17〜21時までの⾷事)を⾷べましたか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 作ってもらったものを⾃宅、寮、下宿で

 ⾃炊したものを⾃宅、寮、下宿で

 買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で

 ⽣協の⾷堂、喫茶

 家からの弁当をラウンジや教室・研究室等で

 学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 通学途中に買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 ⽣協以外の学内⾷堂や喫茶

 ⼤学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）

 ⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店

 ⾃宅や下宿周辺の飲⾷店

 アルバイト先

 その他

 選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '100 [G11Q00002]' (Ｅ.①＜⼣⾷を⾷べた⽅＞ ⼣⾷を⾷べた場所をお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓

 

[]Ｅ.②⼣⾷の価格をお答えください。
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次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または 'アルバイト先' または '⾃宅や下宿周辺の飲⾷店' または '⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店' または '⼤
学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）' または '⽣協以外の学内⾷堂や喫茶' または '通学途中に買った
ものをラウンジや教室・研究室等で' または '学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で' または '⽣協の⾷堂、喫茶' ま
たは '買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で' 質問で '100 [G11Q00002]' (Ｅ.①＜⼣⾷を⾷べた⽅＞ ⼣⾷を⾷べた場所をお選びくださ
い。)

ここに回答を記⼊してください︓

（円）<半⾓数字>

Ｆ.深夜⾷(21時以降の⾷事)

[]深夜⾷(21時以降の⾷事)を⾷べましたか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾷べた

 ⾷べなかった

[]Ｆ.①＜深夜⾷を⾷べた⽅＞
深夜⾷を⾷べた場所をお選びください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⾷べた' 質問で '103 [G12Q00001]' (深夜⾷(21時以降の⾷事)を⾷べましたか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 作ってもらったものを⾃宅、寮、下宿で

 ⾃炊したものを⾃宅、寮、下宿で

 買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で

 ⽣協の⾷堂、喫茶

 家からの弁当をラウンジや教室・研究室等で

 学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 通学途中に買ったものをラウンジや教室・研究室等で

 ⽣協以外の学内⾷堂や喫茶

 ⼤学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）

 ⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店

 ⾃宅や下宿周辺の飲⾷店

アルバイト先

その他

選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '104 [G12Q00002]' (Ｆ.①＜深夜⾷を⾷べた⽅＞ 深夜⾷を⾷べた場所をお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓
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[]Ｆ.②深夜⾷の価格をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' または 'アルバイト先' または '⾃宅や下宿周辺の飲⾷店' または '⼤学と⾃宅や下宿を結ぶ駅にある飲⾷店' または '⼤
学周辺の飲⾷店（⾷堂・レストラン・喫茶店 ・ファストフード店）' または '⽣協以外の学内⾷堂や喫茶' または '通学途中に買った
ものをラウンジや教室・研究室等で' または '学内、⽣協で買ったものをラウンジや教室・研究室等で' または '⽣協の⾷堂、喫茶' ま
たは '買ってきたものを⾃宅、寮、下宿で' 質問で '104 [G12Q00002]' (Ｆ.①＜深夜⾷を⾷べた⽅＞ 深夜⾷を⾷べた場所をお選びく
ださい。)

ここに回答を記⼊してください︓

（円）<半⾓数字>

〔７〕運転免許の取得についてうかがいます。

[]Ａ.運転免許の取得についてうかがいます。
あなたは現在⾃動⾞の普通免許を持っていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 持っている

 現在取得中

 持っていない

[]Ｂ.①＜持っている・取得中の⽅＞
教習所（⾃動⾞学校）に通学し始めた時期をお答えください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '持っている' または '現在取得中' 質問で '107 [G13Q00001]' (Ａ.運転免許の取得についてうかがいます。 あなたは現在⾃動
⾞の普通免許を持っていますか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤学⼊学前

 ⼤学⼊学後

 選択してください

[]⼤学⼊学後の⽅は通学し始めた学年と時期（⽉）をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⼤学⼊学後' 質問で '108 [G13Q00002]' (Ｂ.①＜持っている・取得中の⽅＞ 教習所（⾃動⾞学校）に通学し始めた時期をお
答えください。)

学年 ⽉

通学し始めた学年と時期（⽉）

[]Ｂ.②通学した教習所（⾃動⾞学校）の種類をお答えください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '持っている' または '現在取得中' 質問で '107 [G13Q00001]' (Ａ.運転免許の取得についてうかがいます。 あなたは現在⾃動
⾞の普通免許を持っていますか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 通学制

 合宿制
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 選択してください

[]Ｂ.③教習所（⾃動⾞学校）の申込先をお答えください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '持っている' または '現在取得中' 質問で '107 [G13Q00001]' (Ａ.運転免許の取得についてうかがいます。 あなたは現在⾃動
⾞の普通免許を持っていますか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤学⽣協

 教習所に直接

インターネット上の教習所紹介サイト

その他

選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '111 [G13Q00005]' (Ｂ.③教習所（⾃動⾞学校）の申込先をお答えください。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｃ.①＜現在普通免許を持っていない⽅＞
⼤学卒業までに教習所（⾃動⾞学校）に通う予定はありますか。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '持っていない' 質問で '107 [G13Q00001]' (Ａ.運転免許の取得についてうかがいます。 あなたは現在⾃動⾞の普通免許を持
っていますか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 ある

 ない

 選択してください

[]Ｃ.②＜免許取得の予定がある⽅＞
教習所（⾃動⾞学校）に通い始める予定の学年と時期（⽉頃）をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ある' 質問で '113 [G13Q00007]' (Ｃ.①＜現在普通免許を持っていない⽅＞ ⼤学卒業までに教習所（⾃動⾞学校）に通う予
定はありますか。)

学年 ⽉

通い始める予定の学年と時期（⽉頃）

[]Ｃ.③＜免許取得の予定がある⽅＞
教習所（⾃動⾞学校）の種類をお答えください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ある' 質問で '113 [G13Q00007]' (Ｃ.①＜現在普通免許を持っていない⽅＞ ⼤学卒業までに教習所（⾃動⾞学校）に通う予
定はありますか。)

以下からひとつだけ選んでください。

 通学制
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 合宿制

 決めていない

 選択してください

〔８〕⽇常⽣活の悩みについてうかがいます。

[]Ａ.⽇常⽣活の中で感じていることについてうかがいます。
⽇頃悩んでいることや気にかかっていること（不安や不満を含めて）をお答えください。（必須）（いくつで
も） *

あてはまるものを全て選んでください。

 ⽣活費やお⾦のこと

 授業・レポート等勉学上のこと

 ⽣きがいや夢中になれることが⾒つからないこと

 専攻分野や進路のこと

 就職のこと

 友だちができない（いない）・対⼈関係がうまくいかないこと

 恋愛のこと

 ⾃分の性格や能⼒のこと

 住居や⽣活の雑事

 時間が⾜りないこと

アルバイトのこと

政治や社会の動き

サークル等の活動のこと

⼼⾝の不調・病気など健康のこと

家族のこと

新型コロナウイルスへの対応に関わること

その他

特にない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '116 [G14Q00001]' (Ａ.⽇常⽣活の中で感じていることについてうかがいます。 ⽇頃悩んでいることや気にかかって
いること（不安や不満を含めて）をお答えください。（必須）（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.あなたには悩んでいることについて相談する相⼿がいますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 いる

 いない

[]Ｂ.①＜相談相⼿がいる⽅＞
最も相談しやすい相⼿をお答えください。 *
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次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'いる' 質問で '118 [G14Q00003]' (Ｂ.あなたには悩んでいることについて相談する相⼿がいますか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 指導教員

 同じ研究室の⼈

 研究室以外の⼈

 違う⼤学の⼈

 友⼈

 恋⼈

 親

 兄弟姉妹

 配偶者

サークルの⼈

アルバイト先の⼈

カウンセラー

⼤学の学⽣相談室など

その他

選択してください

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '119 [G14Q00004]' (Ｂ.①＜相談相⼿がいる⽅＞ 最も相談しやすい相⼿をお答えください。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.②＜相談相⼿がいない⽅＞
相談する相⼿が欲しいですか。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'いない' 質問で '118 [G14Q00003]' (Ｂ.あなたには悩んでいることについて相談する相⼿がいますか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 欲しい

 いらない

 どちらともいえない

 選択してください

〔９〕⽇常⽣活のトラブルについてうかがいます。

[]Ａ.あなた⾃⾝が、⼤学キャンパスや⼤学の⼈間関係で受けたハラスメントを選んでください。（必須）（い
くつでも） *

あてはまるものを全て選んでください。

 教員・職員からのアカデミックハラスメント

 先輩・知⼈などの学⽣からのアカデミックハラスメント

 教員・職員からのパワーハラスメント
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 先輩・知⼈などの学⽣からのパワーハラスメント

 教員・職員からのセクシャルハラスメント

 先輩・知⼈などの学⽣からのセクシャルハラスメント

 その他

 特にない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '122 [G15Q00001]' (Ａ.あなた⾃⾝が、⼤学キャンパスや⼤学の⼈間関係で受けたハラスメントを選んでください。
（必須）（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

 

[]Ｂ.あなた⾃⾝が⼤学⼊学後に遭遇したトラブルを選んでください。（必須）（いくつでも） *

あてはまるものを全て選んでください。

 訪問販売契約によるトラブル

 キャッチセールスによるトラブル

 ネット上での詐欺的⾦銭トラブル

 ネットでの個⼈情報流出トラブル

 SNSのやりとりでのトラブル

 振り込め詐欺

 マルチ商法によるトラブル

 宗教団体からのしつこい勧誘

 アルコールの強要によるトラブル

 ⾃転⾞による交通事故

 ⾃転⾞以外の交通事故

 痴漢や⼤学外の⼈間関係でのセクハラ

 ストーカー

 ⼤学外の⼈間関係でのパワハラ

 バイト先での⾦銭や労働環境のトラブル

 空巣・泥棒の侵⼊

 盗難

 ⼤⿇・危険ドラッグなど薬物によるトラブル

 海外旅⾏や海外留学先でのトラブル

 その他

 特にない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '124 [G15Q00003]' (Ｂ.あなた⾃⾝が⼤学⼊学後に遭遇したトラブルを選んでください。（必須）（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓
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〔10〕読書についてうかがいます。

[]Ａ.１⽇平均の読書時間をお答えください（電⼦書籍も含める）。
全く読まない場合は「時間」と「分」両⽅に「0」とお答えください。

 時間 分

１⽇平均の読書時間（電⼦書籍も含める）   

[]Ｂ.この半年間（2020年４⽉〜2020年９⽉）に、電⼦書籍で読んだものを選んでください。（いくつで
も）

あてはまるものを全て選んでください。

 趣味や関⼼のための書籍

 コミックス

 趣味・情報雑誌

 まんが雑誌

 教科書や参考書

 その他

 電⼦書籍は読んでいない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '127 [G16Q00002]' (Ｂ.この半年間（2020年４⽉〜2020年９⽉）に、電⼦書籍で読んだものを選んでください。（い
くつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

 

〔11〕勉強時間についてうかがいます。

[]授業時間を除く１週間の⾃主的な勉強時間をお答えください。
全く勉強していない場合は「時間」と「分」両⽅に「0」とお答えください。

[]Ａ.予習や復習などの⼤学の勉強時間（授業時間を除く）をお答えください。（最近１週間の合計を「何時
間」「何分」の形式で）<半⾓数字>

ここに回答を記⼊してください︓

最近１週間の合計 時間

 

分

 

[]Ｂ.就職に関することや関⼼事などの⼤学以外の勉強時間をお答えください。（最近１週間の合計を「何時
間」「何分」の形式で）<半⾓数字>

ここに回答を記⼊してください︓

最近１週間の合計 時間
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分

〔12〕病気や事故・けがについてうかがいます。

[]Ａ.この半年間（2020年4⽉〜2020年9⽉）に、あなたは病気で通院や⼊院をしましたか。（必須）
※⻭科治療は含みません。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 病気による通院や⼊院をした 

 病気による通院や⼊院はしなかった 

[]＜病気による通院や⼊院をした⽅＞
この半年間の病気による通院回数と⼊院⽇数をお答えください。
半年間に複数回⼊通院した場合はその合計の回数や⽇数をお答えください。

※例えばこの半年間に２度病気にかかり、最初は２回通院、２度⽬は３回通院した場合は、「病気による通院
回数」に「5」と⼊⼒してください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '病気による通院や⼊院をした ' 質問で '132 [G18Q00001]' (Ａ.この半年間（2020年4⽉〜2020年9⽉）に、あなたは病気で
通院や⼊院をしましたか。（必須） ※⻭科治療は含みません。)

ここに回答を記⼊してください︓

Ａ.①病気による通院回数 半年間ののべ回数

Ａ.②病気による⼊院⽇数 半年間ののべ⽇数

[]Ｂ.この半年間（2020年4⽉〜2020年9⽉）に事故・けがで通院や⼊院をしましたか。（必須）
※⻭科治療は含みません。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 事故・けがによる通院や⼊院をした 

 事故・けがによる通院や⼊院はしなかった 

[]＜事故・けがによる通院や⼊院をした⽅＞
この半年間の事故・けがによる通院回数と⼊院⽇数、また事故やけがの理由をお答えください。
半年間に複数回⼊通院した場合はその合計の回数や⽇数をお答えください。

※例えばこの半年間に２度けがをし、最初は２回通院、２度⽬は３回通院した場合は、「事故・けがによる通
院回数」に「5」と⼊⼒してください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '事故・けがによる通院や⼊院をした ' 質問で '134 [G18Q00003]' (Ｂ.この半年間（2020年4⽉〜2020年9⽉）に事故・けが
で通院や⼊院をしましたか。（必須） ※⻭科治療は含みません。)

ここに回答を記⼊してください︓

Ｂ.①事故・けがによる通院回数 半年間ののべ回数
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Ｂ.②事故・けがによる⼊院⽇数 半年間ののべ⽇数

[]Ｂ.③事故・けがの理由をお答えください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '事故・けがによる通院や⼊院をした ' 質問で '134 [G18Q00003]' (Ｂ.この半年間（2020年4⽉〜2020年9⽉）に事故・けが
で通院や⼊院をしましたか。（必須） ※⻭科治療は含みません。)

あてはまるものを全て選んでください。

スポーツ中

交通事故

実験・実習中の事故

⽇常⽣活での事故

アルバイト中の事故

その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '136 [G18Q00005]' (Ｂ.③事故・けがの理由をお答えください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]スポーツ中を選んだ⽅は、事故・けがが発⽣した時をお選びください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '136 [G18Q00005]' (Ｂ.③事故・けがの理由をお答えください。（いくつでも）)

あてはまるものを全て選んでください。

 授業中のスポーツ

サークル中のスポーツ

その他

[]スポーツ中その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '138 [G18Q00007]' (スポーツ中を選んだ⽅は、事故・けがが発⽣した時をお選びください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]交通事故を選んだ⽅は、事故・けがが発⽣した時をお選びください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '交通事故' 質問で '136 [G18Q00005]' (Ｂ.③事故・けがの理由をお答えください。（いくつでも）)

あてはまるものを全て選んでください。

 ⾃動⾞運転中の事故

 ⾃動⾞同乗中の事故
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 バイク運転中の事故

 バイク同乗中の事故

 原付運転中の事故

 ⾃転⾞⾛⾏中の事故

 歩⾏中の事故

 その他

[]交通事故その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '140 [G18Q00009]' (交通事故を選んだ⽅は、事故・けがが発⽣した時をお選びください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]実験・実習中の事故を選んだ⽅、具体的には

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '136 [G18Q00005]' (Ｂ.③事故・けがの理由をお答えください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]⽇常⽣活での事故を選んだ⽅、具体的には

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '136 [G18Q00005]' (Ｂ.③事故・けがの理由をお答えください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

〔13〕政治や社会への関⼼についてうかがいます。

[]Ａ.あなたは国内外の政治の動向に関⼼がありますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤いにある

 まあある

 あまりない

 全くない

[]Ｂ.政府の新型コロナウイルス感染症対策についてどう考えますか。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤いに評価できる

 評価できる

 あまり評価できない

 全く評価できない

 わからない

 選択してください
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[]Ｃ.政府の新型コロナウイルス感染症対策のうち、特に⼤学など⾼等教育や学⽣に対する政策についてどう考
えますか。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤いに評価できる

 評価できる

 あまり評価できない

 全く評価できない

 わからない

 選択してください

[]Ｄ.あなたは⽇本の未来が明るいと思いますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 とても思う

 まあ思う

 あまり思わない

 全く思わない

[]Ｅ.①あなたは「SDGs」（Sustainable Development Goals）や「持続可能な開発⽬標」という⾔葉
を知っていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 名称も内容も知っている

 内容は知らないが、名称は聞いたことがある

 知らない

[]Ｅ.②「SDGs」「持続可能な開発⽬標」は国連加盟193か国が「『誰⼀⼈取り残さない』社会の実現を⽬指
し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に総合的に取り組むもの」として2016年〜2030年の15年間で達
成するために掲げた17の⽬標です。

この⽬標のうちあなたが関⼼があるものをお選びください。（いくつでも）

あてはまるものを全て選んでください。

 貧困をなくそう

 飢餓をゼロに

 すべての⼈に健康と福祉を

 質の⾼い教育をみんなに

 ジェンダー平等を実現しよう

 安全な⽔とトイレを世界中に

 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

 働きがいも経済成⻑も

 産業と技術⾰新の基盤をつくろう

 ⼈や国の不平等をなくそう

 住み続けられるまちづくりを
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 つくる責任つかう責任

 気候変動に具体的な対策を

 海の豊かさを守ろう

陸の豊かさも守ろう

平和と公正をすべての⼈に

パートナーシップで⽬標を達成しよう

関⼼があるものはない

[]Ｅ.③この17の⽬標に関連して、具体的にあなたが⾏っていることがありましたら、⾃由にご記⼊ください。

ここに回答を記⼊してください︓

経済⽣活

〔14〕あなたの暮らし向きについてうかがいます。

[]Ａ.あなたはご⾃分の現在の暮らし向きをどう感じていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤変楽な⽅

 楽な⽅

 普通

 苦しい⽅

 ⼤変苦しい⽅

[]Ｂ.これから先のあなたの暮らし向きはどうなると思いますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 かなりよくなりそう

 少しはよくなりそう

 変わらない

 少し苦しくなりそう

 かなり苦しくなりそう

 わからない

 考えたこともない
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[]Ｃ.⽣活費の中で収⼊⾯の対策として考えていることをお選びください。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 仕送り（こづかい）を多くしてもらう

アルバイトを増やす

奨学⾦を申請する

収⼊が減っても我慢する

その他

特に対策はない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'その他' 質問で '153 [G20Q00003]' (Ｃ.⽣活費の中で収⼊⾯の対策として考えていることをお選びください。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｄ.①⽣活費の中で節約・⼯夫したい費⽬の上位２つをお選びください。

あてはまるものを全て選んでください。

 外⾷費を含む⾷費

カフェ代

嗜好品代

飲酒代

書籍代

⾳楽ソフト代

ゲーム代

レジャー費

教養娯楽費・交際費

 交通費

 ⾐料品代

 家賃・⽔道光熱費

 勉学費

サークル関係費

電話代

貯⾦

その他

特にない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '155 [G20Q00005]' (Ｄ.①⽣活費の中で節約・⼯夫したい費⽬の上位２つをお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓
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[]Ｄ.②⽣活費の中で増やしたい費⽬の上位２つをお選びください。

あてはまるものを全て選んでください。

 外⾷費を含む⾷費

カフェ代

嗜好品代

飲酒代

書籍代

⾳楽ソフト代

ゲーム代

レジャー費

教養娯楽費・交際費

 交通費

 ⾐料品代

 家賃・⽔道光熱費

 勉学費

サークル関係費

電話代

貯⾦

その他

特にない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '157 [G20Q00007]' (Ｄ.②⽣活費の中で増やしたい費⽬の上位２つをお選びください。)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｅ.⽇常⽣活の買い物は何で⽀払っていますか。（いくつでも）

あてはまるものを全て選んでください。

 現⾦

 ⼤学⽣協のICカード・ミールカードなど

クレジットカード

交通系ICカード（Suica、PASMO、ICOCAなど）

QRコード決済（PayPay、LINE Pay、楽天ペイなど）

その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '159 [G20Q00009]' (Ｅ.⽇常⽣活の買い物は何で⽀払っていますか。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓
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[]「隔年⾮表⽰」Ｄ.①貯⾦についてうかがいます。
あなたは現在貯⾦をしていますか。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
0

以下からひとつだけ選んでください。

 している

 していない

[]「隔年⾮表⽰」Ｄ.②＜貯⾦をしている⽅＞
現在している貯⾦の⽬的をお答えください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'している' 質問で '161 [G20Q00011]' (「隔年⾮表⽰」Ｄ.①貯⾦についてうかがいます。 あなたは現在貯⾦をしています
か。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 予備の⽣活費

 ⾼額商品の購⼊

サークルのための費⽤

運転免許取得

旅⾏などのレジャー

⼤学納付⾦

資格取得

 就職活動 

 奨学⾦の返還

 将来への蓄え

 留学

 その他

 特に⽬的はない

[]「隔年⾮表⽰」その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '162 [G20Q00012]' (「隔年⾮表⽰」Ｄ.②＜貯⾦をしている⽅＞ 現在している貯⾦の⽬的をお答えください。（いく
つでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

〔15〕アルバイトの経験についてうかがいます。

[]Ａ.あなたはこの半年間にアルバイトをしましたか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 した

 しなかった
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[]Ａ.①＜半年間にアルバイトをした⽅＞
半年間のアルバイト収⼊の総⾦額を万円単位でお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'した' 質問で '164 [G21Q00001]' (Ａ.あなたはこの半年間にアルバイトをしましたか。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

（万円／半年間）<半⾓数字>

[]Ａ.②この半年間のアルバイト収⼊の主な使途をお選びください。（２つまで）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'した' 質問で '164 [G21Q00001]' (Ａ.あなたはこの半年間にアルバイトをしましたか。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 ⽣活費の維持

 ⽣活費のゆとり

 授業料（学校納付⾦を含む）

クラブ・サークル費⽤（合宿代を含む）

資格取得や各種スクール費⽤

旅⾏やレジャーの費⽤

⾞やバイクの費⽤

 ⼤型商品の購⼊費⽤

 ⾐類やバッグ等の購⼊費⽤

 貯⾦

 留学費⽤

 就職活動費⽤

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '166 [G21Q00003]' (Ａ.②この半年間のアルバイト収⼊の主な使途をお選びください。（２つまで）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.この半年間のアルバイト収⼊の変化についてお答えください。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'した' 質問で '164 [G21Q00001]' (Ａ.あなたはこの半年間にアルバイトをしましたか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤きく減少した

 減少した

 変わらない

 増加した

 ⼤きく増加した
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 選択してください

[]Ｃ.この半年間のアルバイト状況をお答えください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'した' または 'しなかった' 質問で '164 [G21Q00001]' (Ａ.あなたはこの半年間にアルバイトをしましたか。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 引き続きアルバイト勤務があった

アルバイト先の休業で、勤務できなかった

新規にアルバイト先を探して勤務した

新規にアルバイト先を探したが⾒つからなかった

新型コロナウイルスの脅威でアルバイトをしなかった

アルバイト勤務・シフトを勤務先から減らされた

アルバイト勤務・シフトを⾃分から減らした

以前からアルバイトをしていない

その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '169 [G21Q00006]' (Ｃ.この半年間のアルバイト状況をお答えください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｄ.あなたは現在アルバイトをしていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 している

 していない

[]Ｄ.①＜現在アルバイトをしている⽅＞
ふだんの授業期間で、１週間に何時間ぐらいアルバイトを⾏っていますか。
⾏っているアルバイトの合計時間をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'している' 質問で '171 [G21Q00008]' (Ｄ.あなたは現在アルバイトをしていますか。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

（時間ぐらい／週）<半⾓数字>

〔16〕奨学⾦の受給（給付・貸与）、給付⾦についてうかがいます。

[]Ａ.あなたは現在何らかの奨学⾦を受給していますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 受給している

 受給していない
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[]Ａ.①＜奨学⾦を受給している⽅＞
奨学⾦の使途についてお選びください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '受給している' 質問で '173 [G22Q00001]' (Ａ.あなたは現在何らかの奨学⾦を受給していますか。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 ⾃分のための毎⽉の⾷費や住居費などの⽣活費

 授業料などの⼤学納付⾦

 ⾼額商品の購⼊や特別な⽀出

 家庭全体の⽣活費

 特に使途を決めていない

 貯⾦している

 知らない・わからない

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '174 [G22Q00002]' (Ａ.①＜奨学⾦を受給している⽅＞ 奨学⾦の使途についてお選びください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ａ.②＜奨学⾦を受給している⽅＞
受給している奨学⾦をお答えください。（いくつでも）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '受給している' 質問で '173 [G22Q00001]' (Ａ.あなたは現在何らかの奨学⾦を受給していますか。（必須）)

あてはまるものを全て選んでください。

 ⽇本学⽣⽀援機構の貸与型奨学⾦（第⼀種、第⼆種）

 ⽇本学⽣⽀援機構の給付型奨学⾦

 ⽇本学⽣⽀援機構以外の貸与型奨学⾦

 ⼤学・財団・⾃治体などからの給付型奨学⾦

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '176 [G22Q00004]' (Ａ.②＜奨学⾦を受給している⽅＞ 受給している奨学⾦をお答えください。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ａ.③貸与型奨学⾦を受給している⽅にうかがいます。
将来奨学⾦を返還することに対して不安を感じますか。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '⽇本学⽣⽀援機構以外の貸与型奨学⾦' または '⽇本学⽣⽀援機構の貸与型奨学⾦（第⼀種、第⼆種）' 質問で '176
[G22Q00004]' (Ａ.②＜奨学⾦を受給している⽅＞ 受給している奨学⾦をお答えください。（いくつでも）)
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以下からひとつだけ選んでください。

 常に不安を感じている

 時々不安を感じている

 不安を感じたことはない

 考えたことがない・よくわからない

 選択してください

[]Ｂ.新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で設けられた学⽣対象の給付⾦制度で、受給したものを選んでくだ
さい。（いくつでも）
（特別定額給付⾦10万円は除く）

あてはまるものを全て選んでください。

 学⽣⽀援緊急給付⾦

 ⼤学の給付⾦

 都道府県など地⽅⾃治体の給付⾦

 企業の給付⾦

 その他

 受給していない

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '179 [G22Q00007]' (Ｂ.新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で設けられた学⽣対象の給付⾦制度で、受給したもの
を選んでください。（いくつでも） （特別定額給付⾦10万円は除く）)

ここに回答を記⼊してください︓

［１７］１ヶ⽉の収⼊⾦額・⽀出⾦額についてうかがいます。

Ａ.平均的な１ヶ⽉の⽣活費(授業料と特別定額給付⾦10万円は除く)を項⽬ごとに記⼊してください。
「0円」の場合は｢０｣を記⼊してください。

〈⼊⼒上の注意〉
※（1）｢収⼊合計｣と｢⽀出合計｣がなるべく⼀致するように記⼊してください。
（収⼊合計、⽀出合計はそれぞれの「全体」に⾃動的に計算されています。）
※（2）消費税分はそれぞれの項⽬に⼊れてください。

[]１ヶ⽉の収⼊（円）<半⾓数字>

（例︓３万円の場合 30000 と⼊⼒）
①家庭からの仕送り・こづかい
親・きょうだい・親類からもらう⾦額
⾃宅外⽣は⽉々の仕送りや振り込まれる⾦額
親元から引き落とされている⾦額(住居費・光熱費など)も含む
⾃宅⽣は各種こづかい(親などからもらう定期代・昼⾷代他)など

②奨学⾦

③アルバイト
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 （例︓３万円の場合 30000 と⼊⼒）
④定職
１⽇４時間以上、週４⽇以上勤務で、それ以外は「アルバイト」とみなす

 

⑤その他
貯⾦引き出しなど

 

[]１ヶ⽉の⽀出（円）<半⾓数字>

 
（例︓３万円の場合 30000 と⼊

⼒）
⑦⾷費
外⾷費・⾃炊の材料費など

 

⑧住居費
部屋代・⽔道光熱費など（親元から振り込まれる⾦額や⼝座から引き落とされる⾦額
も含む）

 

⑨交通費
定期代は１ヶ⽉分に換算・⽇常の交通費など

 

⑩教養娯楽費
新聞代・サークル費・交際費・レジャー費・趣味

 

⑪書籍購⼊費
雑誌・コミック・電⼦書籍を含む

 

⑫勉学費
パソコン⽤品・⽂具・コピー代など

 

⑬⽇常費
⾐料品・化粧品など

 

⑭電話代
携帯・固定電話の基本料⾦や通話料・インターネット料⾦など

 

⑮その他
⑦〜⑭に区分できないもの

 

⑯貯⾦・繰越⾦  

収⼊の「全体」と⽀出の「全体」がなるべく⼀致するように⼊⼒してください
[]Ｂ.授業料などの⼤学納付⾦は誰が⽀払っていますか。（いくつでも）

あてはまるものを全て選んでください。

 保護者・親族

 ⾃分（奨学⾦・アルバイト収⼊など）

 学費免除の⼿続きをしている

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '183 [G23Q00003]' (Ｂ.授業料などの⼤学納付⾦は誰が⽀払っていますか。（いくつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

 

[]Ｃ.⼤学⽣協の⾷堂で利⽤できる「ミールカード」「ミールクーポン」「学⾷パス」「健康⾷券」などを現在
利⽤していますか（扱っていない⽣協もあります）。 *

以下からひとつだけ選んでください。
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 利⽤している

 利⽤していない・わからない

 選択してください

[]Ｃ.①あなたが直接⽀出している⾷費のほかに「ミールカード」「ミールクーポン」「学⾷パス」「健康⾷
券」などを使った⾷費をお答えください。
ただし、年間または数ヶ⽉分の費⽤を先に⽀払う形式の場合は、その⾦額を１ヶ⽉分に換算した⾦額で記⼊し
てください。

（例えば８万円で購⼊し10ヶ⽉使⽤するミールカードの場合８万円÷10ヶ⽉＝８千円で 「8000」 と記⼊し
てください）

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '利⽤している' 質問で '185 [G23Q00005]' (Ｃ.⼤学⽣協の⾷堂で利⽤できる「ミールカード」「ミールクーポン」「学⾷パ
ス」「健康⾷券」などを現在利⽤していますか（扱っていない⽣協もあります）。)

ここに回答を記⼊してください︓

（円／⽉）<半⾓数字>

 

〔18〕半年間の特別な費⽤についてうかがいます。

Ａ.授業料などの学費を除き、この半年間（2020年４⽉〜９⽉）に⽀出した特別な費⽤についてうかがいます。
旅⾏・免許取得・耐久消費財や⾼額商品の購⼊・引越しなどについてこの半年間に⽀出した⾦額をそれぞれ記⼊してください。
ただし、使わなかった項⽬には｢0｣を記⼊してください。
「全体」の⾦額は⾃動で計算されます。

[]この半年間に使った特別な費⽤の⾦額（円）<半⾓数字>

 （例︓３万円の場合 30000 と⼊⼒）

①合宿（ゼミ・サークル・部活など）  

②国内旅⾏  

③海外旅⾏  

④帰省  

⑤留学（短期留学・語学研修・ホームステイなど）  

⑥運転免許取得（通学教習所・合宿教習所）  

⑦各種スクール（資格などの講座やスクール・eラーニングなど）  

⑧耐久消費財や⾼額商品の購⼊（パソコン・情報機器関連・スマホなど）  

⑨⾐料品（⽇常⼩物を除く）の購⼊  

⑩引越し（⼊学のための引越しは除く）  

⑪就職活動（交通費・スーツ代など）  

⑫その他  

[]⑬「⑫その他」に⾦額を記⼊した⽅は、その内容を具体的に記⼊してください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
G24Q00001_SQ012_SQ001.NAOK > "0"
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ここに回答を記⼊してください︓

[]⑭ ①〜⑫の⾦額のうち、あなた⾃⾝が出した分はいくらですか。（例︓３万円の場合 30000と⼊⼒）

ここに回答を記⼊してください︓

（円）<半⾓数字>

[]Ｂ.今後半年間（2020年10⽉〜2021年3⽉）に⽀出する予定があることをお選びください。（いくつで
も）

あてはまるものを全て選んでください。

 合宿（ゼミ・サークル・部活など）

 国内旅⾏

 海外旅⾏

スキー・スノーボード

帰省

留学（短期留学・語学研修・ホームステイなど）

運転免許取得（通学教習所・合宿教習所）

 各種スクール（資格などの講座やスクール・eラーニングなど）

 耐久消費財や⾼額商品の購⼊（パソコン・情報機器関連・スマホなど）

 ⾐料品（⽇常⼩物を除く）の購⼊

 引越し

 就職活動（交通費・スーツ代など）

 その他

[]その他の内容を具体的にお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 質問で '190 [G24Q00004]' (Ｂ.今後半年間（2020年10⽉〜2021年3⽉）に⽀出する予定があることをお選びください。（い
くつでも）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.①今後半年間（2020年10⽉〜2021年3⽉）で使う予定の総額をお答えください。（例︓３万円の場合
30000 と⼊⼒）

ここに回答を記⼊してください︓

（円）<半⾓数字>

〔19〕あなたのご家庭についてうかがいます。

[]あなたのご家庭の収⼊を「主な家計⽀持者」と「その他の家族」の収⼊に分けてお答えください。

Ａ.あなたのご家庭の「主な家計⽀持者」の職業をお選びください。 *
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以下からひとつだけ選んでください。

 公務員⾮管理職

 公務員管理職

 中⼩企業に勤務する⾮管理職

 中⼩企業に勤務する管理職または役員

 ⼤企業に勤務する⾮管理職

 ⼤企業に勤務する管理職または役員

 団体の役員または職員・私⽴学校教職員

 中⼩企業経営者

 ⾃営業者（農林⽔産業を除く）

 農林⽔産業者

 ⾃由業

 その他の職業

 パート

 無職（年⾦・⾦利⽣活者）

 無職（収⼊はない）

 選択してください

[]Ｂ.あなたのご家庭の「主な家計⽀持者」の年収をお選びください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 0円

 100万円未満

 100万円以上250万円未満

 250万円以上500万円未満

 500万円以上750万円未満

 750万円以上1000万円未満

 1000万円以上1500万円未満

 1500万円以上

 わからない

 選択してください

[]Ｃ.あなたのご家庭の「その他の家族」の年収の合計をお選びください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 0円

 100万円未満

 100万円以上250万円未満

 250万円以上500万円未満

 500万円以上750万円未満

 750万円以上1000万円未満

 1000万円以上1500万円未満

 1500万円以上
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 わからない

 選択してください

[]Ｄ.この半年間で、あなたのご家庭の「主な家計⽀持者」の収⼊に変化はありましたか。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⼤きく減少した

 減少した

 変わらない

 増加した

 ⼤きく増加した

 わからない

 選択してください

⽣協について

〔20〕⽣協書籍部（書籍コーナー）についてうかがいます。

[]Ａ.最近１ヶ⽉間に⽣協書籍部（書籍コーナー）へ来店しましたか。（必須）
※最近１ヶ⽉間が夏季休暇中の場合は平均的な１ヶ⽉間の⾏動についてお答えください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 来店した

 来店していない

[]最近1ヶ⽉間の来店回数と、そのうちの買い物回数をお答えください。（必須）<半⾓数字>
（買い物をしていない場合は0とお答えください） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '来店した' 質問で '197 [G26Q00001]' (Ａ.最近１ヶ⽉間に⽣協書籍部（書籍コーナー）へ来店しましたか。（必須） ※最近
１ヶ⽉間が夏季休暇中の場合は平均的な１ヶ⽉間の⾏動についてお答えください。)

ここに回答を記⼊してください︓

Ａ.①来店回数（回／⽉）

Ａ.②そのうちで買い物をした回数（回／⽉）

[]Ａ.③キャンパス内に複数の書籍店舗がある場合は主に利⽤する店舗名をお答えください。

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｂ.⽣協書籍部（書籍コーナー）の現状についてそれぞれの項⽬を４段階で評価してください。

各選択肢について、適切な回答を選択してください。

思う まあ思う あまり思わない 思わない
①割引がある
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 思う まあ思う あまり思わない 思わない
②営業時間がマッチし
ている
③欲しい本がある
④話題の本がある
⑤新刊がある
⑥授業や研究に必要な
本がある
⑦注⽂品の⼊荷が早い
[]Ｃ.それぞれの項⽬について優れていると思う店舗を１つ選んでください。

各選択肢について、適切な回答を選択してください。

 
⽣協書籍部

⼤学近隣の書
店

⼤学近隣以外
の書店

書籍通販サイ
ト その他

①割引がある
②営業時間がマッチし
ている
③欲しい本がある
④話題の本がある
⑤新刊がある
⑥授業や研究に必要な
本がある
⑦注⽂品の⼊荷が早い
[]Ｄ.⽣協書籍部（書籍コーナー）は総合的にみて10点満点で何点ですか。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 選択してください

 １０点

 ９点

 ８点

 ７点

 ６点

 ５点

 ４点

 ３点

 ２点

 １点

 ０点

〔21〕⽣協購買部（書籍・⾷堂以外の物品販売）についてうかがいます。

[]Ａ.最近１ヶ⽉間に⽣協購買部（購買コーナー・パンショップ）に来店しましたか。（必須）
※最近１ヶ⽉間が夏季休暇中の場合は平均的な１ヶ⽉間の⾏動についてお答えください。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 来店した
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 来店していない

[]最近1ヶ⽉間の来店回数と、そのうちの買い物回数をお答えください。（必須）<半⾓数字>
（買い物をしていない場合は0とお答えください） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '来店した' 質問で '203 [G27Q00001]' (Ａ.最近１ヶ⽉間に⽣協購買部（購買コーナー・パンショップ）に来店しましたか。
（必須） ※最近１ヶ⽉間が夏季休暇中の場合は平均的な１ヶ⽉間の⾏動についてお答えください。)

ここに回答を記⼊してください︓

            Ａ.①来店回数（回／⽉）

 

Ａ.②そのうちで買い物をした回数（回／⽉）

 

[]Ａ.③キャンパス内に複数の購買店舗がある場合は主に利⽤する店舗名をお答えください。

ここに回答を記⼊してください︓

 

[]Ｂ.⽣協購買部（購買コーナー・パンショップ）の現状についてそれぞれの項⽬を４段階で評価してくださ
い。

各選択肢について、適切な回答を選択してください。

 思う まあ思う あまり思わない 思わない
①価格が安い
②営業時間がマッチし
ている
③欲しい商品がある
④話題の商品がある
⑤新しい商品がある
[]Ｃ.それぞれの項⽬について優れていると思う店舗を１つ選んでください。

各選択肢について、適切な回答を選択してください。

 ⽣協購買部 コンビニ スーパー 量販店 その他
①価格が安い
②営業時間がマッチし
ている
③欲しい商品がある
④話題の商品がある
⑤新しい商品がある
[]Ｄ.⽣協購買部（購買コーナー・パンショップ）は総合的にみて10点満点で何点ですか。 *

以下からひとつだけ選んでください。

 選択してください

 １０点

 ９点

 ８点
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 ７点

 ６点

 ５点

 ４点

 ３点

 ２点

 １点

 ０点

〔22〕⽣協⾷堂についてうかがいます。

[]Ａ.キャンパス内に⽣協の⾷堂（喫茶を含む）がありますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ある

 ない

[]Ｂ.最近１週間に⽣協⾷堂（喫茶を含む）に来店しましたか。（必須） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ある' 質問で '209 [G28Q00001]' (Ａ.キャンパス内に⽣協の⾷堂（喫茶を含む）がありますか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 来店した

 来店していない

[]最近1週間の来店回数と、そのうちの飲⾷利⽤回数をお答えください。
１⽇に複数回来店・飲⾷した⽅は、１週間ののべ回数で記⼊してください。（必須）<半⾓数字>
（飲⾷利⽤をしていない場合は0とお答えください） *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は '来店した' 質問で '210 [G28Q00002]' (Ｂ.最近１週間に⽣協⾷堂（喫茶を含む）に来店しましたか。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

Ｂ.①来店回数（回／週）

Ｂ.②そのうち飲⾷での利⽤回数（回／週）

[]Ｂ.③キャンパス内に複数の⽣協⾷堂がある場合は主に利⽤する店舗名をお答えください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ある' 質問で '209 [G28Q00001]' (Ａ.キャンパス内に⽣協の⾷堂（喫茶を含む）がありますか。（必須）)

ここに回答を記⼊してください︓

[]Ｃ.⽣協⾷堂の現状についてそれぞれの項⽬を４段階で評価してください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ある' 質問で '209 [G28Q00001]' (Ａ.キャンパス内に⽣協の⾷堂（喫茶を含む）がありますか。（必須）)
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各選択肢について、適切な回答を選択してください。

思う まあ思う あまり思わない 思わない
①価格が安い
②営業時間がマッチし
ている
③すぐ⾷べられる
④友だちと話をしたり
落ち着いて⾷事ができ
る
⑤好みのメニューがあ
る
⑥栄養バランスをとり
やすい
⑦味がよい（⼝にあっ
ている）
[]Ｄ.登校時の外⾷先として、それぞれの項⽬について優れていると思う⾷堂を１つ選んでください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ある' 質問で '209 [G28Q00001]' (Ａ.キャンパス内に⽣協の⾷堂（喫茶を含む）がありますか。（必須）)

各選択肢について、適切な回答を選択してください。

⽣協⾷堂

学内の⽣
協以外の
⾷堂

⼤学近隣
の飲⾷店

ファスト
フード店

ファミリ
ーレスト
ラン その他

①価格が安い
②営業時間がマッチして
いる
③すぐ⾷べられる
④友だちと話をしたり落
ち着いて⾷事ができる
⑤好みのメニューがある
⑥栄養バランスをとりや
すい
⑦味がよい（⼝にあって
いる）
[]Ｅ.⽣協⾷堂は総合的にみて10点満点で何点ですか。 *

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ある' 質問で '209 [G28Q00001]' (Ａ.キャンパス内に⽣協の⾷堂（喫茶を含む）がありますか。（必須）)

以下からひとつだけ選んでください。

 選択してください

 １０点

 ９点

 ８点

 ７点

 ６点

 ５点
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 ４点

 ３点

 ２点

 １点

 ０点

[]Ｆ.登校時の外⾷先として、それぞれの項⽬について優れていると思う⾷堂を１つ選んでください。

次の条件が満たされた場合にのみ回答︓
回答は 'ない' 質問で '209 [G28Q00001]' (Ａ.キャンパス内に⽣協の⾷堂（喫茶を含む）がありますか。（必須）)

各選択肢について、適切な回答を選択してください。

 
学内の⾷堂

⼤学近隣の飲
⾷店

ファストフー
ド店

ファミリーレ
ストラン その他

①価格が安い
②営業時間がマッチし
ている
③すぐ⾷べられる
④友だちと話をしたり
落ち着いて⾷事ができ
る
⑤好みのメニューがあ
る
⑥栄養バランスをとり
やすい
⑦味がよい（⼝にあっ
ている）

〔23〕あなたが⼤学⽣協について知っていることや、思っていることについてうかがいます。

[]⼤学⽣協の取り組みについてうかがいます。
Ａ.⼤学⽣協の最⾼議決機関である総代会（総会）を知っていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っている

 知らない

[]Ｂ.⼤学⽣協が組合員の声を聞くために設置している「⼀⾔カード」や「品揃えカード」を知っていますか。
また利⽤したことがありますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っていて利⽤したことがある

 知っているが利⽤したことがない

 知らない

[]Ｃ.⼤学⽣協への投書やアンケートの結果は⽣かされ、改善につながっていると思いますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 思う
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 まあ思う

 あまり思わない

 思わない

[]Ｄ.学⽣が理事・総代や⽣協委員・学⽣委員として活動していることを知っていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っている

 知らない

[]Ｅ.⼤学⽣協は組合員の⾃主的な組織ですが、その運営・活動に参加したいと思いますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 積極的に参加したい

 参加してもよい

 あまり参加したくない

 参加したくない

[]Ｆ.⼤学⽣協が発⾏する機関誌・情報誌などの冊⼦を読みますか。（必須）
（学⽣委員会ニュース、⽣協かわら版、⽣協ニュースなど） *

以下からひとつだけ選んでください。

 よく読む

 ざっと読む

 ⾒出しくらい読む

 読まない

 ⼿に⼊らない・知らない

[]Ｇ.あなたの⽣協のホームページをみますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 よくみる

 時々みる

 みたことがない

[]Ｈ.あなたの⽣協のLINEやTwitter、Facebook、メルマガ、Instagramをみますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 よくみる

 時々みる

 みたことがない

[]Ｉ.⼤学⽣協が共済事業をしていることを知っていますか。
また⼤学⽣協の『学⽣総合共済』に加⼊していますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っていて加⼊している
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 知っているが加⼊していない

 知っているが加⼊しているかどうか不明

 知らない

[]Ｊ.学⽣総合共済の『学⽣⽣活無料健康相談テレホン』を知っていますか。
また利⽤したことがありますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っていて利⽤したことがある

 知っているが利⽤していない

 知っているが共済未加⼊のため利⽤していない

 知らない

[]Ｋ.⼤学⽣協の共済事業は助け合いの制度です。そのため、給付漏れをなくすことや病気けがの予防活動に⼒
を⼊れていることを知っていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っている

 知らない

[]Ｌ.⼤学⽣協が、新⼊⽣歓迎企画、ウェルカムパーティー、新⼊⽣交流会などの友達・仲間づくりの活動をし
ていることを知っていますか。
また参加したことがありますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っていて参加したことがある

 知っているが参加したことはない

 知らない

[]Ｍ.⼤学⽣協が、環境保護のためにゴミの分別回収やリサイクル、マイバッグ持参の取り組み、再⽣素材や環
境に配慮した素材を利⽤した商品の提供などを⾏っていることを知っていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っている

 知らない

[]Ｎ.⼤学⽣協が｢Peace Now!｣や「ヒバクシャ国際署名」「ユニセフ活動」「テーマのある旅」などを通し
て平和を維持発展させる活動をしていることを知っていますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 知っている

 知らない

[]Ｏ.⼤学⽣協はあなたにとって⾝近な存在ですか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 ⾝近な存在
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 まあ⾝近

 あまり⾝近ではない

 ⾝近ではない

[]Ｐ.現在の⼤学⽣協について満⾜していますか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 満⾜

 まあ満⾜

 あまり満⾜ではない

 不満

[]Ｑ.総合的にみて⼤学⽣協を好きですか。（必須） *

以下からひとつだけ選んでください。

 好き

 まあ好き

 あまり好きではない

 嫌い

⾃由記述欄

[]Ａ.⽣協があってよかったと思えることや⽣協に期待すること、その他⽣協書籍部・購買部・⾷堂に対するご
意⾒・ご要望・ご提案をご記⼊ください。

ここに回答を記⼊してください︓
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[]Ｂ.⼤学に⼊学してよかったことや、困ったこと・悩んだことなどがありましたらご記⼊ください。

ここに回答を記⼊してください︓

ご協⼒ありがとうございました。
2020/12/31 – 00:00

回答を提出してください。
アンケートはこれで終了です。ご協⼒ありがとうございました。




