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京都外国語短期大学 2018年度 在学生アンケート集計結果
2019/01/25 

総合企画室 IR グループ

1. 調査の概要

 調査対象

2018 年 12 月 1 日時点で在籍している学生のうち、休学している者を除くすべての学生。

 調査期間と方法

 調査は学内に構築したアンケート用サーバを用い、Web 上で回答してもらった。回答は記名式

とし、個人を特定するユニークなトークンを含む回答用ページの URL をあらかじめ各個人の E-
mail アドレス宛に送付し、メールに記載された URL から回答してもらった。多くの学生はスマ

ートフォンを利用して回答したようである。

 アンケートの実施にあたっては 12 月 1 日に回答依頼メールを全ての対象学生に送信するとと

もに、授業担当教員の協力を得て各学年の必修科目などで周知を行い、教員の判断で授業内でも

時間をとって回答してもらった。また未回答の学生については、最初の依頼メールから約 2 週間

後の 12 月 17 日と冬期休暇明けの 1 月 7 日に回答を促すメールを送信した。

 主な調査項目

 満足や不満

 学修意欲や学修行動、意欲など

 学修到達度や身についた力

 100 分授業や新校舎について

 卒業後の進路イメージなど

 回収状況

【図表 1】学年別の回収状況
1年次生 2年次生 合計

キャリア英語科 56(37.8%) 43(31.2%) 99(34.6%)
※カッコ内は回収率
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2. 満足や不満

 大学や学生生活などに対する不満や満足をたずねた。満足については 16 の項目を挙げ、それぞれに

ついて 5 段階で評定してもらった。選択肢の文言は過去の調査において天井効果がみられたことか

ら、ポジティブなものとネガティブなものが対称になるように提示するのではなく、ポジティブな選

択肢に寄せて提示した。したがって、全体としてみればそれぞれの項目についての満足度は比較的高

いといえる。個別の項目をみると、満足だと回答する学生が多いのは「少人数制の授業」や「友人関

係・人間関係」であり、あまり満足ではないのは「留学生との交流」などである。

【図表 2】学生の満足度（全体）

 学年で比較すると、いくつかの項目で満足の度合いが異なっていることがわかる。全体としては、

2 年生の方が満足度が高い傾向にあるようである。2 年生になって満足度が高くなるのは、全体とし

て満足の度合いが高い「少人数制の授業」や「友人関係や人間関係」などである。調査の実施が入学

直後というわけではないが、これらの点への満足を学生が感じるためには一定の時間が必要なのかも

しれない。また、少人数制の教育は本学が力を入れている点の一つであるが、学生は実際の教育を通

して満足していることがうかがえる。
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【図表 3】1年生の満足度

【図表 4】2年生の満足度

 大学の施設面を中心に 12 の項目を挙げ、不満がある点をいくつでも選択してもらい、その内容を自

由に記述してもらった。不満な点として言及が最も多いのが学内の Wi-Fi 環境についてである。この

点は他の調査等でも把握されているが、改めて不満が大きいことがうかがえる。本学ではスマートフ

ォンを利用して出席確認を行っていること、「授業アンケート」や本調査を含む各種調査などにも多く

の学生がスマートフォンを利用して回答していること、学生にとって必須の情報ツールであることな

どを考えれば、Wi-Fi 環境への不満については何らかの検討が必要だろう。その他の項目についても一
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定の不満がみられるものについては、自由記述を参考に対応を検討していけばよいだろう。なお、自

由記述の内容についてここでは詳細に示さないが、項目に対して概ね予想されるコメントが大半とな

っている。

【図表 5】不満がある点

2018 年度は新しく建て替えられた 4 号館が完成し、キャンパスの雰囲気が大きく変わった。この 4
号館の建物や教室、設備についての評価をしてもらった。いずれの項目も半数以上の学生が「良い」

と回答しており、多くの学生が良い校舎だと思っているようである。

【図表 6】4号館に対する評価
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3. 学修状況や学修に対する姿勢

 学修状況について、この 1 年間の授業がある期間の 1 日の平均的な授業外学習時間を、授業の課題や

宿題と自主的な予習や復習などの学習にわけてたずねた。回答は画面上のスライダーを左右に動かす方

式で、0 時間から 10 時間までの間で 0.1 時間刻みで答えてもらった。集計の結果、課題や宿題の学習時

間の平均値は 1.81 時間、標準偏差は 1.40、自主的な予習復習などの学習時間の平均は 1.54、標準偏差

は 1.16 となった。また、両者の合計の学習時間の平均は 3.35 時間、標準偏差は 2.27 であった。授業外

学習時間としてウエイトが高いのは授業などで課される課題や宿題であるが、それ以外の自主的な学習

もそれなりに行っていることがわかる。

 学修に対して意欲的に取り組むことができているかを、外国語の勉強とそれ以外の勉強に分けてたず

ねた。外国語の勉強には意欲的に取り組むことができているが、相対的に外国語以外の勉強への意欲は

低いことがわかる。外国語大学であるため、外国語学修に力を入れるのは当然のことであるが、外国語

を社会で活用するためには外国語以外にも幅広く学ぶ必要があることから、本学では教養教育にも力を

入れている。外国語とそれ以外の学修のバランスの問題であるが、外国語大学の学生の意識としては想

定される範囲内ではないだろうか。

【図表 7】意欲的に学修に取り組めているか

 大学での学修に対する手応えを、14 の項目についてそれぞれ 5 段階で評定してもらった。全体とし

てみれば、ネガティブな回答よりもポジティブな回答の方が目立っている。自分がどのような授業を履

修すべきかを自覚したうえで授業内容も理解できており、目的に向かって体系的に学ぶことができてい

ると感じる学生が多いようである。他方で外国語が身についている実感がやや低いのは気になる。

【図表 8】学修に対する手応え

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外国語の勉強

外国語以外の勉強

できている ある程度

できている

どちらともいえない

ふつう

あまり

できていない

できていない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

授業内容がしっかり理解できている

自分の選択すべき授業を自覚している

目的をもって勉強ができている

学生にとってわかりやすい授業が行われている

外国語が身についている

授業に手ごたえがある

人間的に成長している

教養が身についている

専門知識が身についている

授業がおもしろい
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 履修に対して不満がある点を選択肢からいくつでも選んでもらった。言及が多いのは「興味をもてる

授業が少ない」ことや「他の学生の受講態度」および時間割についてである。時間割については、短期

大学は夜間帯が中心となることが要因の 1 つと考えられる。「興味が持てる授業が少ない」という不満

については、開講されている科目が学生の興味と合致していない、学生が科目の面白さを理解できてい

ない、科目の面白さが学生に十分に伝えられていないなどいろいろと要因が考えられるが、学修意欲の

問題とも関連して学生の状況をより詳しく追求する必要があるだろう。また、一部の受講者の態度が学

生の学修意欲を低下させているようである。この点は授業運営の改善が必要だといえる。

【図表 9】履修に対する不満

 学修方法や授業でわからないところを先生に相談できるかをたずねると、概ね半数程度の学生は必要

があれば何らかの形で相談することができると考えていることがわかる。相談しやすいのは、やはり直

接的な接触が多い授業を担当する教員のようである。

【図表 10】学修方法やわからないところを先生に相談できるか
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4. 学修の到達状況や身についた力

 専攻語のリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの 4 つの能力と、外国語以外の専

門知識、および建学の精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS（言語を通して世界の平和を）」につ

いて、自分自身の修得状況を 5 段階で評定してもらった。外国語運用能力については、いずれも一定程

度の「身についた」という実感があるようである。外国語以外の専門知識や建学の精神の修得について

は言及がやや少ない。これらは外国語能力の修得に対して抽象的なものであるため、身についたことが

実感しにくいと考えられる。したがって、学科の専門知識の修得や建学の精神の理解が不十分というこ

とを意味するわけではないが、これらの点でもしっかりと成長が実感できるようにすることも重要だろ

う。

【図表 11】外国語運用能力・学科の専門知識・建学の精神の修得

 この 1 年間で鍛えられたり身についた能力を選択肢の中からいくつでも選択してもらった。最も言及

が多いのは「コミュニケーション力」であり、約半数の学生が身についたと感じている。これに続いて

「プレゼンテーション力」「物事を深く考える力」などへの言及が多い。他者とコミュニケーションをと

る力、プレゼンテーション力などは、外国語大学である本学の教育内容に沿ったものであり、学生はこ

れらの能力が身についたと感じているようである。また、大学生活の中で「物事を深く考える力」が身

についているようである。他方で、問題発見力や問題解決のための企画力、多角的視野などは弱点だと

いえるだろう。
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【図表 12】この 1年間で身についた力

 自分の学修到達状況の把握やふりかえりについてたずねたところ、いずれの項目も肯定的な回答が

多い傾向がみられる。学生は自分自身で到達度を把握し、目標もある程度明確になっているようであ

る。また、本学で構築している「学生サポートシステム」は、学修計画やふりかえりにある程度役立

っているようである。他方で、先生の役割は相対的に小さいようである。

【図表 13】学修到達状況の把握やふりかえりの状況
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5. 科目の選択や時間割について

 授業を選ぶときに重視する要素をたずねた。多くの学生が重視するのが「授業の内容」や「曜日や時

限」などの時間割である。授業の選択において授業の内容が重視されていることは好ましいことである

が、それと同程度に学生にとっては時間割も重要な選択の条件となっていることがうかがえる。学生の

学びの方向と科目の体系や時間割がうまく連動すれば効果的な学修につながる。カリキュラムや教室、

担当者など様々な制約がある中で対応することが難しい問題であるが、学生の履修パターンや興味等を

分析しつつ検討していくことが必要だろう。

【図表 14】授業を選ぶときに重視すること

 本学では 2018 年度に授業時間を 90 分から 100 分に変更した。2018 年度に入学した学生は入学時か

ら 100 分授業であるが、それ以前に入学した学生は以前と比べて 1 コマあたりの授業時間が 10 分増え

ている。この変化について 2017 年度以前の入学者に「よかった」から「よくない」まで 5 段階で評定

してもらった。100 分授業への変更については、「よかった」「よくなかった」という意見は相対的に少

なく、「どちらともいえない」という感想が多い。

90 分授業に比べた 100 分授業の「長さ」についてもたずねると、大半の学生が「長い」と感じている

ようであるが、「非常に長い」という回答が多いわけでもない。授業時間が 10 分程度延長されたことに

よって直ちに「長い」と感じるようになるとは考えにくいため、90 分でも「長い」と感じていた可能性

はある。授業時間の長短の感じ方は、授業のあり方とも密接に関係していると考えられる。授業の内容

や方法などの見直しなども含め、学生に「長い」と感じさせないような、ないしは長くても手応えがあ

るような効果的な授業のあり方を考えていく必要があるといえるだろう。

100 分授業への変更がネガティブに捉えられているが、その要因を 100 分授業による変化から検討す

る。100 分授業によって変化した点として「集中力が続かない」という言及がかなり多い。他方で、夜

間帯が中心である短期大学では、「帰る時間が早くなった」という効果はあったようである。
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いえない

あまり

重視しない

重視しない
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【図表 15】100分授業への変更をどう思うか

【図表 16】100分授業の長さ

【図表 17】100分授業になって変化した点
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よかった

どちらかといえばよかった

どちらともいえない

どちらかといえばよくない

よくない

8 (18.6%)

21 (48.8%)

14 (32.6%)

0 5 10 15 20 25

非常に長く感じる

やや長く感じる

以前と変わらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1回の授業内容が充実した

授業内の活動に余裕ができた

集中力が続かない

課外活動がしやすくなった

帰る時間が早くなった

時間割にゆとりができた

学習計画が立てやすくなった

はい どちらともいえない いいえ
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6. 卒業後の進路イメージや目標

 卒業後の進路や目標が明確になっているかをたずねると、多くの学生が何らかの目標やイメージを持

っているようである。

【図表 18】卒業後の進路のイメージや将来の目標があるか

 大学で学んでいることが自分自身の将来の目標を達成したり、卒業後の進路において役立つかどうか

をたずねた。全体でみれば「ある程度役立つ」という回答が多く、学んだことが何らかの形で役立つと

考えている学生が多いようである。外国語大学である本学の学びの柱は当然ながら「外国語」であり、

将来の有用性が具体的に実感しやすいのかもしれない。

【図表 19】大学で学んでいることが目標達成や進路に役立つか

 卒業後の進路に対する考え方について 9 つの項目を挙げ、それぞれについてどれくらいあてはまるか

をたずねた。外国語大学の学生であることを考えれば、「外国語を活かした仕事に就きたい」と考えてい

る学生が多いことは当然の結果だといえる。また、「大学で学んだことを活かして社会貢献をしたい」と

いう志向も強いようである。大学で学んだことについては、「身につけた外国語は就職に役立つ」「外国

語以外に学んだことは就職に役立つ」という回答が多く、大学で学んでいることが職業上の強みになる

と考えている学生が多いことがわかる。これらの裏返しとして、「大学で学ぶことは就職や進路とは別

である」とは考えていない。

26 (27.4%)

41 (43.2%)

16 (16.8%)

7 (7.4%)

5 (5.3%)

0 10 20 30 40 50

明確にある

ある程度ある

何となくある

あまりない

ほとんどない

17 (17.7%)

56 (58.3%)

15 (15.6%)

6 (6.3%)

2 (2.1%)

0 10 20 30 40 50 60

とても役立つ

ある程度役立つ

どちらともいえない

あまり役立たない

役立たない
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【図表 20】卒業後の進路に対する考え方

7. その他

 本学では従来からアクティブ・ラーニングに力を入れているが、大学教育再生加速プログラム（AP）
をうけてさらにアクティブ・ラーニングの充実を図っている。この点についてたずねると、半数程度の

学生はアクティブ・ラーニングの授業は楽しく効果的であると感じているようである。アクティブ・ラ

ーニングの導入が進んできているようではあるが、まだ十分に浸透しているとはいえない。アクティブ・

ラーニングの方法論やカリキュラムにおける位置づけなどについてさらに検討が必要だろう。

【図表 21】アクティブ・ラーニングについて

 大学生活での悩みを聞くと、就職など卒業後の進路についての悩みへの言及が最も多く、6 割近くの

学生が何らかの悩みを抱えていることがわかる。続いて、「勉強の意欲・モチベーション」「人生につい

て」の悩みが多いようである。就職や進路などについてはキャリアセンターの支援、学修意欲について

は教学的な支援などを充実させることで改善できるかもしれない。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学んだ外国語を活かした仕事に就きたい

身に着けた外国語能力は就職に役立つ

外国語以外に学んだことは就職に役立つ

大学で学んだことを活かして社会貢献をしたい

外国に住みたい

外国で仕事をしたい

世界を飛び回る仕事をしたい

大学で学ぶことと就職や進路とは別である

大学院に進学したい

そう思う ある程度そう思う どちらともいえない あまりそうは思わない そうは思わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

アクティブ・ラーニングの授業は楽しい

アクティブ・ラーニングは効果的だ

アクティブ・ラーニングの授業が多い

授業内容にうまく取り入れられている

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない
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【図表 22】大学生活での悩み

 本学では主に「Web Campus」というシステムを使って大学から学生への連絡を行っている。学生は

Web 上で大学からの掲示等を確認できるとともに、お知らせがあるたびにメールが送信されるようにな

っている。このシステムについて、学生は重要なお知らせがきちんと届いており役立っていると考えて

いるようであるが、メールが多すぎるという意見も同時に多く、これ以上の通知はあまり必要ないと思

っているようである。大学から学生へのお知らせのあり方について、重要度などを考慮しつつ量的な側

面を中心に検討する必要があるかもしれない。

【図表 23】Web Campusからのお知らせについて

55 (55.6%)

38 (38.4%)

33 (33.3%)

28 (28.3%)

27 (27.3%)

25 (25.3%)

23 (23.2%)

12 (12.1%)

0 10 20 30 40 50 60

就職や進学など将来や進路のこと

勉強への意欲・モチベーション

人生について

成績や単位取得

経済的なこと

自分の性格

人間関係・友人関係

部活やサークル

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Web Campusのお知らせは役に立つ

Web Campusのメールは多すぎる

Web Campusのメールは重要でないものが多い

重要なお知らせはしっかり届いている

イベントや企画のお知らせをもっとしてほしい

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそうは思わない そうは思わない


