
 

 

 

福井県立大学 

学生生活に関するアンケート結果 

 

（ 平成２５年度 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県立大学 学生支援企画推進委員会 

 



福井県立大学 

学生生活に関するアンケート結果 

 

（ 平成２５年度 ） 

 

調査の概要 

 

 

１ 調査目的 

この調査は、本学学生の生活の実態をとらえ、今後の学生生活の充実向上を図るための資料を得る

ことを目的としている。 

 

２ 調査の対象 

   本学の学生（外国人留学生を含み、休学者を除く） 

 

３ 調査実施日 

   平成２５年９月から平成２５年１１月まで 

 

４ 調査方法 

   授業時に調査票を配布し、終了後に回収（学部生、大学院博士前期課程生） 

   調査票を郵送し、指導教員または提出ボックスを通じて回収（大学院博士後期課程生） 

 

５ 回収状況 

   学部  １年次生    ３８３名中    ２５５名 （回収率６６．５％） 

       ２年次生    ３８５名中    ２５５名 （回収率６６．２％） 

       ３年次生    ３９１名中    ３４３名 （回収率８７．７％） 

       ４年次生    ４１４名中    ２９３名 （回収率７０．８％） 

   院   修士１年次生   ３７名中     １７名 （回収率４５．９％） 

      修士２年次生   ４１名中     １７名 （回収率４１．５％） 

       博士１年次生    ６名中      ３名 （回収率５０．０％） 

       博士３年次生   １０名中      ２名 （回収率２０．０％） 

 

        

 計 １，６６７名中  １，１８５名 （回収率７１．１％） 



 

調査結果 

 

１ 入学の動機について 

 

（１） 学部生 

① 入学した主な理由 

「受験学力相応だった」            ２２．７％ 

「公立大学だったから」            １９．７％ 

「地元だったから」              １９．３％ 

「興味のもてる専門分野があった」       １８．７％ 

 

② 本学の魅力（複数回答） 

「施設・設備が整っている」          ２７．８％ 

「魅力ある教員がいる」            １８．４％ 

「進路の選択や就職活動を熱心に支援している」 １７．１％ 

    

（２） 院生 

① 入学した主な理由（複数回答） 

「専門分野の知識を深めたかった」       ７４．４％ 

「研究内容に魅力を感じた」          ５３．８％ 

「本学学部を卒業したから」          ３５．９％ 

 

② 研究環境の満足度について            

「満足している」                ３５．７％ 

「やや満足している」                           ３３．３％ 

 

 学部生の入学した主な理由をみると「受験学力相応だった」が２２．７％と最も多く、次いで

「公立大学だったから」が１９．７％、「地元だったから」が１９．３％となっている。また、入

学後の本学の魅力については、「施設・設備が整っている」が２７．８％、「魅力ある教員がいる」

が１８．４％となっている。 

 

    院生は、「専門分野の知識を深めたかった」が７４．４％、次いで「研究内容に魅力を感じた」

５３．８％、「本学学部を卒業したから」３５．９％となっている。本学の研究環境の満足度につ

いては、７割弱の学生が「満足している」「やや満足してる」と回答している。 

 

 

２ 居住・食事・交通環境について 

 

（１）住居形態について 

 

① 現在の住居（全体・キャンパス別） 



全体・・・「アパート等」６３．０％ 「自宅」３７．０％ 

    福井・・・「アパート等」５８．２％ 「自宅」４１．８％ 

    小浜・・・「アパート等」９１．９％ 「自宅」 ８．１％ 

 

福井キャンパスの学生は「アパート等」の自宅外学生が５８．２％だったのに対し、小浜キャンパスの

学生は９１・９％と９割を超える学生が「アパート等」の自宅外学生で占められている。 

 

（２）交通手段（キャンパス別・複数回答）・通学時間（キャンパス別） 

  交通手段 

福井・・・「自動車（自分で運転）」５１．１％ 「自転車」１６．５％ 「徒歩」１５．８％ 

小浜・・・「自動車（自分で運転）」６２．３％ 「自転車」１２．７％  

「自動車（家族・友人等の車に同乗」１１．４％ 

    

学部生「自動車（自分で運転）」 

   １年・・・３１．６％ ２年・・・５４．３％ ３年・・・５７．４％ ４年・・・６４．３％ 

        

「自動車（自分で運転）」の割合が福井キャンパスでは５１．１％、小浜キャンパスでは６２．３％と

両キャンパスともに高くなっている。福井キャンパスでは「自転車」１６．５％「徒歩」１５．８％の順

に、小浜キャンパスでは「自転車」１２．７％「自動車（家族・友人等の車に同乗」１１．４％の順に多

くなっている。また、学年別では、１年生の「自動車（自分で運転）」の割合が３１．６％と他の学年に

比べて低い状況となっている。 

 

（３） 授業期間中の主な昼食について 

「自宅（弁当含む）」           ４６．５％ 

「学内の食堂」             １９．６% 

「コンビニを利用」                      １３．５％ 

 

（４） 学生食堂（キャンパス別） 

   ①利用について 

福井・・・「利用しない」６６．４％ 「週 1回」１２．５％ 「ほぼ毎日」１１．１％ 

小浜・・・「利用しない」４５．３％ 「ほぼ毎日」２２．１％「週２～3回」２０．３％ 

 

  ②満足度について 

福井・・・「どちらでもない」５０．９％ 「不満」３３．９％ 「満足」１２．５％ 

小浜・・・「どちらでもない」４３．０％ 「不満」３６．０％ 「満足」１７．４％ 

 

  ③メニューについて 

福井・・・「少ない」４８．２％ 「ちょうどいい」４３．８％  

小浜・・・「少ない」５４．７％ 「ちょうどいい」３６．６％ 

 

  ④値段について 

福井・・・「高い」５２．７％ 「ちょうどいい」３９．５％  

小浜・・・「高い」５０．６％ 「ちょうどいい」４１．９％ 

 



現在の学生食堂について、「利用しない」が福井キャンパスは６６．４％、小浜キャンパスは４５．３％

で、福井キャンパスが利用しない学生が多い。満足度については、「どちらでもない」が福井キャンパス

５０．９％、小浜キャンパス４３．０％となっている。メニューについては、「少ない」が福井キャンパ

スが４８．２％、小浜キャンパスが５４．７％と、また、値段については、「高い」が福井キャンパスは

５２．７％、小浜キャンパスは５０．６％となっている。 

 

３ 経済的事項について 

  

（１）家族からの援助金額（住居別） 

    自宅・・・「援助なし」５５．１％  

「３万円未満」３４．６％ 

    自宅外・・「３万円以上５万円未満」２７．１％ 

「援助なし」「５万円以上７万円未満」１７．７％ 

「３万円未満」１５．７％ 

「７万円以上１０万円未満」１３．９％ 

 

 家族からの援助金額は自宅学生の場合「援助なし」「３万円未満」で約９割近くを占めた。自宅外学生

の援助額は「３万円以上５万円未満」が２７．１％と最も多く、次いで「５万円以上７万円未満」「援助

なし」が１７．７％、「３万円未満」が１５．７％であった。 

 

（２）アルバイトについて 

①アルバイトをしていますか 

   「週３～４日」    ４３．５％ 

   「していない」    ２０．３％ 

「週１～２日」    １８．４％ 

   「週５日以上」     ７．７％ 

   

②アルバイトの職種（最も近いもの２つ） 

     「レジや店頭販売などの販売業務」     ４８．９％ 

   「飲食店の接客業務」           ４４．２％ 

  「家庭教師・塾講師等の教育関連業務」   １２．３％ 

 

 

アルバイトをいつしているかについては、「週３～４日」が４３．５％と最も多くなっている。「して

いない」と答えた学生も２０．３％となっている。 

アルバイトの職種は、「レジや店頭販売業務」が４８．９％、「飲食店の接客業務」が４４．２％とな

っている。 

 

（３）1ヶ月の平均支出 

 

①通学費（住居別） 

  自宅・・・「５千円以上１万円未満」３２．３％ 「５千円未満」２８．２％ 

    自宅外・・「５千円未満」５８．３％ 「５千円以上１万円未満」２２．１％ 

 



②食費（住居別） 

  自宅・・・「５千円以上１万円未満」３１．４％ 「５千円未満」３０．１％ 

   自宅外・・「２万円以上３万円未満」２９．８％ 「１万円５千円以上２万円未満」２２．９％ 

 

③家賃（自宅外のみ・キャンパス別） 

  福井・・・「４万円以上５万円未満」３８．６％ 「５万円以上６万円未満」１７．１％ 

   小浜・・・「４万円以上５万円未満」３６．１％  「５万円以上６万円未満」３１．０％ 

 

④通信費 

自宅・・・「５千円以上１万円未満」４０．５％ 「５千円未満」３７．８％ 

   自宅外・・「５千円以上１万円未満」３８．６％ 「１万円５千円以上２万円未満」２４．５％ 

    

  

 １ヶ月の支出に関して、通学費は、自宅外学生では「５千円未満」５８．３％、「５千円以上１万円

未満」２２．１％となっているが、自宅生は「５千円以上１万円未満」３２．３％ 「５千円未満」２

８．２％であった。食費は、自宅生は「５千円未満」と「５千円以上１万円未満」とで約６割以上を占

めたのに対し、自宅外学生は「２万円以上３万円未満」が２９．８％と一番多く、次いで「１万円５千

円以上２万円未満」が２２．９％となっている。家賃は、福井キャンパスでは「４万円以上５万円未満」

が３８．６％、「５万円以上６万円未満」が１７．１％となっているのに対し、小浜キャンパスでは、「４

万円以上５万円未満」が３６．１％、「５万円以上６万円未満」が３１．０％となっている。通信費は、

自宅生が「５千円以上１万円未満」で４０．５％、「５千円未満」が３７．８％、自宅外学生は「５千

円以上１万円未満」が３８．６％、「１万円以上１万５千円未満」２４．５％となっている。 

 

 

４ 課外活動やボランティア活動について 

 

（１） クラブ・サークルについて 

 

① 加入状況 

       文化系に加入している        ２３．０％ 

       体育系に加入している        ４１．８％ 

       加入していたが現在はやめている   １５．１％ 

加入したことはない         １２．３％ 

       

クラブ・サークルに関しては、文化系・体育系合わせて６割を超える学生が加入しており、過去に加入

していた学生を含めると８割近くの学生が加入している。 

 

（２） 大学入学後のボランティア活動について 

 

① 活動に参加したことがあるか 

   「参加したことがある」  ２９．９％   「参加したことがない」 ６８．１％ 

 

② ボランティア活動の内容について 

   「被災地域及び被災者の救援活動」     ３０．２％ 



   「高齢者、しょうがい者の付添人等」    ２５．４％ 

「青少年施設等での活動」         ２０．３％ 

   

 ③ ボランティア活動に費やす１か月の活動時間 

「５時間未満」              ８１．１％ 

「５時間以上１０時間未満」        １２．７％ 

 

ボランティア活動に関しては２９．９％の学生が参加したことがあると回答している。活動内容は、

「被災地域及び被災者の救援活動」が３０．２％、「高齢者、しょうがい者の付添人等」が２５．４％、

「青少年施設等での活動」が２０．３％となっている。また、1 か月の活動時間は「５時間未満」が８

１．１％となっている。 

 

６ 国際交流について 

 

（１） 海外留学を希望しているか 

「希望あり」      ２９．４％   「希望なし」     ７０．０％ 

    

７ 健康に関することについて 

 

（１） 悩みごとや心配ごとについて 

 

① 学生生活における悩み事や心配事について 

「悩み事や心配事はない」    ３３．２％ 

「軽い悩み事や心配事はある」  ５８．７％ 

「重大な悩み事や心配事がある」  ７．４％ 

 

② 悩みごとの種類（軽いまたは重大な悩みごとや心配ごとがある学生・複数回答） 

 「将来のこと」         ６０．６％ 

「学業」            ４４．３％ 

「大学での人間関係」      ２２．４％ 

    

③ 誰に相談するか（悩みごとや心配ごとがある学生） 

「友人・先輩」          ４８．９％  

「家族」             ３３．９％  

「誰にも相談しない」       １２．５％ 

 

   

 悩みごとや心配ごとがない学生は３３．２％であり、軽いあるいは重大な悩み事や心配事がある学生は、

５８．７％だった。悩みごとや心配ごとの種類は、「将来のこと」が６０．６％と最も多く、次いで「学

業」が４４．３％「大学での人間関係」２２．４％となっている。 

  悩みごとの相談相手としては、「友人・先輩」が４８．９％と一番多く、その次に「家族」が３３．

９％で多かった。また、１２．５％の学生が「誰にも相談しない」と回答している。 

 

 



８ 学生生活全般と学習環境について 

 

（１） 学生生活 

 

① 満足度 

  「満足している」  ３５．４％ 

  「普通」      ５５．７％ 

  「満足していない」  ７．７％ 

 

② 満足している理由 

    「対人関係が良好である」               ７６．１％ 

    「クラブ・サークル・ボランティア活動に参加している」 ４８．４％ 

    「授業（講義・実験・実習・セミナー）が充実している」 ３１．５％ 

 

 学生生活の満足度に関しては、「普通」と「満足している」をあわせると９割をこえる高い数字を示し

ている。満足している理由としては、「対人関係が良好である」が全体の７６．１％と最も多く、次いで

「クラブ・サークル・ボランティア活動に参加している」が４８．４％、「授業（講義・実験・実習・セ

ミナー）が充実している」が３１．５％であった。また、「満足していない」と答えた学生は７．７％い

た。 

 

③ 学業面において困ったときの相談相手について 

「家族・先輩・友人」            ６４．４％ 

 「授業担当教員に相談」        １５．０％ 

「特に何もしない」          １２．６％ 

 

 学業面において困ったときの相談相手は、「家族・先輩・友人」が６４．４％、授業担当教員に相談が

１５．０％となった。「特に何もしない」も１２．６％となっている。 

 

（２） 事務局の対応について（キャンパス別） 

                            福井                 小浜                     

「満足している」     １３．２％      ４３．０％ 

  「やや満足している」  １４．３％        ２３．３％ 

   「普通」            ４５．８％        ２５．０％ 

  「やや不満足」     １４．３％         ２．９％   

  「不満足である」    １０．５％            ０．７％ 

  

事務局の学生への対応に関しては、「普通」と答えた学生が福井キャンパスで一番多く、小浜キャンパス

は「満足している」が１番多くなっている。「やや不満足」「不満足である」は、福井キャンパスで２４・

８％であるが、小浜キャンパスで３．６％となっている。 


