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学生の皆さんへ
横浜市立大学

平成 28 年度

学

横 浜 市 立 大 学
生 生 活

ア ン ケ ― ト

～より良い大学づくりをめざして、ご協力よろしくお願いいたします！！～

あなたの学生生活や学習環境の充実に向けて、
アンケートを実施いたします。
調査結果は今後の大学運営に活用されます。

アンケート調査結果は本学ホームページで
公開します。ぜひ、ご協力ください！！
※ 調査票は全部で９ページあります。回答にかかる時間は 10 分～20 分程度です。

本調査は、匿名で扱われ、上記の目的以外に使われることはありません。
プライバシーの保護には細心の注意を払います。
☆アンケートの記入に際しての注意事項
１
２
３
４
５
６
７
８
９

マークシートへの記入は、鉛筆またはシャープペンでマークしてください。（ボールペン不可）
マークシートは折り曲げないでください。
マークシートに氏名、日付等は記入不要です。
すべての設問にお答えください。所属キャンパス・学部・研究科等によって、選択肢が異なる設問があり
ますので、設問の指示をよく読み、回答をしてください。
回答が一つのみの場合と、複数回答可のものがあります。
回答は、該当する番号を別紙のマークシートに転記し、マークシートのみを提出してください。
質問項目の【 】内の番号は、マークシートの回答番号に相当します。
該当しない項目がある場合は、その番号の列は空欄にしてください。
万一重複して用紙が配付された場合は、提出は１部としてください。
このアンケート調査票は、各自お持ち帰りください。
問い合わせ先：八景キャンパス 学生・キャリア支援課 学生担当 電話 045(787)2038

Email：g a k u s e i @ y o k o h a m a - c u . a c . j p

前回までのアンケートをもとにココを改善しました！
◆「カメリアの椅子が固い」との声に・・

カメリアホール椅子と机をリニューアル！

◆「もっと勉強できる場所が欲しい」との声に・・

既存の自習室を、横浜市立大学後援会の助成で
リニューアル！

◆「学内の電波を改善してほしい」との声に・・ ◆「留学プログラムをさらに増やしてほしい！」
との声に・・

シーガル食堂を中心に、学内の電波を改善！

ベネチア大学等の留学プログラムを新設！

◆「コンビニを学内に設置してほしい」
◆「トイレをもっときれいにしてほしい」
との声に・・
との声に・・

セブンイレブンを学内に誘致！

順次洋式トイレに改修！

その他にも・・・
◆無線 LAN 増設(八景・福浦・舞岡)
◆放置自転車の撤去(八景)
◆事務窓口時間の延長(八景・鶴見)
◆授業料減免制度の見直し(八景・福浦・鶴見・舞岡)
皆さんの声が大学の改善につぎつぎに活かされています！ぜひアンケートにご協力をお願いします！

＜A

基本データ＞

A-a 在籍区分 （回答１つ）【1】
一般学生
留学生（交換留学生を除く）
交換留学生
研究生
科目等履修生
その他
A-b 在籍学部等 （回答 1 つ）【2】
国際総合科学部 ※A-b-1 へ⇒所属（入試学系）についても回答してください
医学部医学科
医学部看護学科
都市社会文化研究科
国際マネジメント研究科
生命ナノシステム科学研究科
生命医科学研究科
医学研究科（医科学専攻）
医学研究科（看護学専攻）
A-b-1 所属（入試学系）
（※国際総合科学部の学生のみ）（回答 1 つ）【3】
国際教養学系
国際都市学系
経営科学系
理学系
A-c 入試区分
A-c-1
【学部生の方】
横浜市立大学に入学した入試区分を選択してくださ
い。 （回答 1 つ）【4】
一般入試
指定校推薦入試
公募推薦入試
（医学科）特別推薦入試
AO 入試
海外帰国生入試
国際バカロレア入試
科学オリンピック入試
外国人留学生入試
社会人入試

A-c-2
【大学院生の方】
横浜市立大学に入学した入試区分を選択してくださ
い。 （回答 1 つ）【5】
一般入試
学内推薦入試
学外推薦入試
５年一貫入試
その他
A-d 学年 （回答 1 つ）【6】
※留年中の方は現在の学年と「8」をマークしてください
選
択

学部
１年
２年
３年
４年
医学部５年
医学部６年

大学院
博士前期（修士）課程１年
博士前期（修士）課程２年
博士後期（博士）課程１年
博士後期（博士）課程２年
博士後期（博士）課程３年
医学研究科博士課程４年

該当しない
（研究生・科目等履修生・交換留学生ほか）
A-e 主な通学キャンパス （回答 1 つ）【7】
金沢八景
福浦
鶴見
舞岡
A-f 戸籍上の性別 （回答１つ）【8】
男性
女性
A-g 出身地（入学前の実家の所在地）（回答１つ）【9】
横浜市内
神奈川県内（横浜市内除く）
神奈川県内を除く関東地方
関東地方を除く日本国内
日本以外
A-h 現在の住居の種類 （回答１つ）【10】
実家（家族と同居）
アパート・下宿・マンション（実家以外）
親戚・知人宅
留学生会館
その他
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A-i 授業料負担者 （回答 1 つ）【11】
（注）負担とは、奨学金やローン等を含みます。
今年度の状況についてお答えください。
自分が全額を負担
家族（親族等を含む）が全額を負担
家族（親族等を含む）が一部負担、残りは自分が
負担
半額を免除され、残りを自分が負担
半額を免除され、残りを家族（親族等を含む）が
負担
半額を免除され、残りを家族（親族等を含む）と
自分が負担
授業料を全額免除されている
その他

A-l 生活費の収入金額（月平均）を項目毎にマーク
してください。金額は概算で結構です。また、
授業料を支払うための金額は除きます。
（注１）マーク方法は A-k（注２）と同様。
（注２）10 万円以上の場合は、
「9」
「9」とマークし
て下さい。

□□千円

【13】【14】

②

家賃

□□千円

【15】【16】

③

勉学・教材・研究費

□□千円

【17】【18】

④

娯楽・交際費

□□千円

【19】【20】

⑤

衣料費

□□千円

【21】【22】

⑥

通学費

□□千円

【23】【24】

⑦

通信費

□□千円

【25】【26】

⑧

その他

□□千円

【27】【28】

□□千円

【29】【30】

②

奨学金

□□千円

【31】【32】

③

アルバイト等

□□千円

【33】【34】

④

貯金から

□□千円

【35】【36】

⑤

借金

□□千円

【37】【38】

⑥

その他

□□千円

【39】【40】

B-a-1
【八景キャンパス所属の方】
授業時間外に学内で自習する場所はどこですか。
（複数回答可）【41】
生協食堂
サークル棟
学生交流ラウンジ、いちょうの館などの憩いのスペ
ース
学術情報センター
情報教育実習室
LL 教室
自習室（本校舎東棟 1 階）
空き教室
演習実習室（文科系研究棟・総合教育研究棟）
スチューデントオフィス（YCU スクエア）

A-k 授業料を除く生活費の支出金額（月平均）を
項目毎にマークしてください。金額は概算で結構
です。
（注 1）自宅通学者は自分が実際に支出している金額
です。
（注 2）１万円未満の場合は、万の桁には「0」をマ
ークしてください（例：①の食費が 5 千円の場
合は【13】に「0」
、【14】に「5」とマーク）
。
（注３）10 万円以上の場合は、
「9」
「9」とマークし
てください。
食費

家族からの仕送り・援助

＜B キャンパス環境・学内施設・窓口対応等につい
て＞

A-j あなたの生活を経済的に支えている主たる家計
支持者 （回答１つ）【12】
父母
兄弟姉妹
配偶者
本人
その他

①

①

B-a-2
【福浦キャンパス所属の方】
授業時間外に学内で自習する場所はどこですか。
（複数回答可）【42】
医学情報センター
空き教室
生協食堂（福利厚生棟）
生協食堂（看護棟２階）
PE センター分室（看護棟１階）
情報教育実習室（看護棟４階）
自習室（看護棟、大学院生用）
看護棟ロビー（看護棟１階）
適当な場所がない
その他
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B-a-3
【鶴見キャンパス所属の方】
授業時間外に学内で自習する場所はどこですか。
（複数回答可）【43】
図書室
情報実習室
研究室
自習室
理研内食堂
理研内ラウンジ
適当な場所がない
その他
B-a-4
【舞岡キャンパス所属の方】
授業時間外に学内で自習する場所はどこですか。
（複数回答可）【44】
図書室
研究室（実験室）
資料室
リフレッシュルーム
適当な場所がない
その他
B-b-1
【八景キャンパス所属の方】
授業時間外に学内でくつろぐ場所はどこですか。
（複数回答可）【45】
生協食堂
サークル棟
学生交流ラウンジ
ラウンジ（いちょうの館）
オープンラウンジ（文科系研究棟）
ラウンジ（体育館）
ラウンジ（総合研究教育棟）
屋外（ベンチ等）
スチューデントオフィス（YCU スクエア）
その他

B-b-2
【福浦キャンパス所属の方】
授業時間外に学内でくつろぐ場所はどこですか。
（複数回答可）【46】
医学情報センター
空き教室
サークル棟、合宿所
生協食堂
PE センター分室（看護棟１階）
情報教育実習室（看護棟４階）
自習室（看護棟、大学院生用）
看護棟ロビー（看護棟１階）
適当な場所がない
その他
B-b-3
【鶴見キャンパス所属の方】
授業時間外に学内でくつろぐ場所はどこですか。
（複数回答可）【47】
図書室
情報実習室
研究室
自習室
理研内食堂
理研内ラウンジ
適当な場所がない
その他
B-b-4
【舞岡キャンパス所属の方】
授業時間外に学内でくつろぐ場所はどこですか。
（複数回答可）【48】
図書室
研究室（実験室）
資料室
リフレッシュルーム
圃場
適当な場所がない
その他
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B-c 教室・講義棟の施設・設備において改善してほ
しい点はありますか。以下の項目から選択し、具
体的な要望をマークシート裏面の【49】に記述し
てください。
（複数回答可）【49】
教室の換気に関すること
冷暖房設備に関すること（設定温度等）
騒音に関すること
（室外からの音、ドアの開閉音等）
照明設備に関すること（教室の明るさ等）
机や椅子、教室の備品に関すること
個人用ロッカーに関すること
教室の AV 機器に関すること
具体的要望、その他（裏面に記載してください）
特になし

B-f あなたが個人あるいはグループで自主学習する
際に求める条件は何ですか。以下の項目から選択
し、具体的な要望をマークシート裏面の【52】に、
記述してください。
（複数回答可）【52】
近くに学習相談できる人がいる
必要な文献・資料がすぐに手に入る
周りを気にせず、ディスカッションできる
パソコンが利用できる
無線 LAN 環境が整っている
事前に場所を予約できる
予約せずに利用できる
机と椅子を動かして、気軽に出入りできる
机と椅子があれば、特に必要な条件はない
その他（裏面に記載してください）

B-d 学内の施設・設備で、新たに設置してほしいも
のはありますか。以下の項目から選択し、具体的
な要望をマークシート裏面の【50】に、記述して
ください。（複数回答可）【50】
グループ学習スペース
個人自習スペース
くつろぐことのできる場所
飲食ができる場所
気分転換等のために自由に体を動かすことができ
る場所（バスケットゴールの設置、キャッチボールの
スペース等）
公共サービス施設（ＡＴＭ、郵便局等）
その他（裏面に記載してください）
特になし

B-g 履修・留学・経済支援・就職支援等の窓口に対
し、どのようなイメージを持っていますか。以下
の項目から選択し、マークシート裏面の【53】に
各項目の具体的な要望を記述してください。
（複数回答可）【53】
どの窓口で、何の手続き・相談ができるかがわかり
やすい
どの窓口で、何の手続き・相談ができるかがわかり
づらい
履修・留学・経済支援・就職支援等に関する知識
が豊富
履修・留学・経済支援・就職支援等に関する知識
が不足している
応対や言葉遣いが丁寧
応対や言葉遣いに不満を感じることがある
確認や相談に対して、親身に対応してもらえる
確認や相談に対し回答が得られない場合でも、適
切な部署を案内してもらえる
確認や相談への対応が不親切と感じる
その他（裏面に記載してください）

B-e 図書館（又は図書室）の施設に求める要望や改
善点はありますか。以下の項目から選択し、具体
的な要望をマークシート裏面の【51】に、記述し
てください。
（複数回答可）【51】
予約なしで自由にディスカッションなどにも利用で
きるオープンスペース（ラーニングコモンズ）の設置
グループ学習室やプレゼンテーションスペースの
増設
個人学習スペース（サイレントスペース）の増設
飲食スペースやリフレッシュスペースの増設
研究資料の検索や学習方法などに関する相談対
応（人的サポート）の充実
図書の貸出しや返却など窓口応対の充実
ガイダンス（講習会）の充実
利用できる図書資料の充実
専門コーナーや特設コーナーの設置など図書配
架（資料提供）の工夫
その他（裏面に記載してください）

B-h パソコン（タブレットを含む）の所持状況およ
び利用方法についてお聞かせください。（回答１
つ）【54】
自分のパソコンを大学に持ち込んで使用している
自分のパソコンを持ってはいるが、大学には持ち
込んでいない
自分のパソコンを持っていない
大学ではパソコンを使用していない
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B-i 学内でパソコン（タブレットを含む）を使用す
る目的は何ですか。（複数回答可）【55】
レポート、論文の作成
メール、ポータルの確認
サークル活動
情報検索（資料・就職活動等）
語学学習
情報実習室でしか使えない特殊なアプリケーショ
ンの利用（例：統計・解析、地図情報処理等）
ゼミ（貸出パソコンでの利用）

C-c C-b で 0 と回答した方にお聞きします。教員（担
任・ゼミ教員）に相談しない理由は何ですか
（回答１つ）【59】
相談する事柄がないから（悩みがないから）
普段から教員と話す機会がないから
教員が話を親身に聞いてくれなさそうだから
教員以外の人に相談できるから
その他

C-d 担任や指導教員は、あなたに学習や研究上必要
な指導や助言を行ってくれていますか
B-j 学内の IT 環境について何か要望はありますか。 （回答１つ）【60】
十分な指導、助言がなされている
（複数回答可）【56】
ある程度の指導、助言はなされている
無線 LAN 使用可能エリアを増やしてほしい
どちらとも言えない
無線 LAN 使用可能エリアにおける繋がりやすさを
あまり指導、助言はもらえていない
改善してほしい
まったく不十分
持ちこみパソコンを充電できる場所を増やしてほし
い
＜D 各種メディアの利用状況について＞
パソコンの設置台数を増やしてほしい
パソコンのスペックを上げてほしい
D-a 入学前、どのようにして横浜市立大学の情報を
パソコンが設置されている場所が分かりやすいよう
収集しましたか。（複数回答可）【61】
にしてほしい
横浜市立大学ホームページ（パソコン）
Macintosh パソコンを設置してほしい
横浜市立大学ホームページ（スマートフォン）
横浜市立大学 大学案内
＜C 教員との関係について＞
大学案内以外の印刷物、広報誌など
進学ガイダンス・相談会
C-a 指導教員（担任・ゼミ教員）と個別の会話や、
横浜市立大学のイベント（オープンキャンパス、浜
相談の頻度はどのくらいですか。（回答１つ）【57】
大祭等）
毎日
高校・予備校の先生、指導教員からの情報
週に一度（ゼミの前後等）
受験雑誌
週に数回
家族・友人からの情報
月に数回
SNS（facebook、twitter 等）
年に数回
ほとんどない
D-b 休講や呼出、履修関係等の学内情報を主にどこ
C-b 授業やゼミの場以外で、教員（担任・ゼミ教員）
に以下のような事柄について相談をしたことがあ
りますか。（複数回答可）【58】
履修に関すること
講義・ゼミに関すること
研究に関すること
就職・進学等、進路に関すること
人間関係に関すること
部活動・課外活動に関すること
経済的なこと
私生活のこと
その他
教員に相談したことはない

で得ていますか。（複数回答可）【62】
掲示板
学内の電子掲示板
横浜市立大学ホームページ（パソコン、タブレット）
横浜市立大学ホームページ（携帯電話、スマートフォン）
横浜市立大学ポータルサイト（パソコン、タブレット）
横浜市立大学ポータルサイト（携帯電話、スマートフォン）
友人から
教員から
大学職員から（窓口、YCU メールで）
SNS（facebook、twitter 等）

5

平成 28 年度 学生生活アンケート調査票

D-c 授業以外のイベント等の学内情報を主にどこ
で得ていますか。（複数回答可）【63】
掲示板
横浜市立大学ホームページ（パソコン、タブレット）
横浜市立大学ホームページ（携帯電話、スマートフォン）
横浜市立大学ポータルサイト（パソコン、タブレット）
横浜市立大学ポータルサイト（携帯電話、スマートフォン）
友人から
教員から
大学職員から（窓口、YCU メールで）
大学 twitter（公式、学生担当、ボランティア支援室
など）
大学 facebook（公式、学生担当、キャリア支援担当
など）
＜E

E-c 留学等を希望する方に尋ねします。今後、新た
に設けてほしい／増やしてほしい留学先につい
て教えてください。以下の項目から選択してくだ
さい。
（複数回答可）【66】
英語圏
中国語圏
韓国語圏
フランス語圏
ドイツ語圏
スペイン語圏
その他東南アジア言語圏
その他 ～ 以外の言語圏
E-d 留学等を希望する方に尋ねします。今後、新た
に設けてほしい／増やしてほしいプログラムの
種類について教えてください。以下の項目から選
択してください。
（複数回答可）【67】
短期プログラム（休暇期間中におさまるもの）
長期プログラム（1 学期～1 年）
語学研修
授業受講（単位取得）を伴う留学プログラム
語学研修と授業受講（単位取得）の複合プログラム
交換留学プログラム
国際ボランティア
海外インターンシップ

留学について＞

E-a 在学中に留学等を希望しますか。希望する場合
はどのような形態を考えていますか。
（複数回答可）【64】
留学したい：語学研修(授業受講）レベル
留学したい：単位取得型
留学したい：長期
留学したい：短期
大学のプログラム
学外のプログラム
詳しくは決めていないが在学中に留学してみたい
留学したいとは思わない
既に留学経験がある

＜F

進路対策について＞

F-a-1
【国際総合科学部の方】
現時点で希望又は決定している卒業後の進路・就
職先を教えてください。
（回答１つ）【68】
製造業（メーカー等）
情報通信業（ＩＴ、マスコミ等）
金融業（銀行、カード、保険業等）
サービス業（広告、コンサルティング、人材、旅行、
宿泊等）
卸売・小売業（商社、流通、百貨店等）
運輸・物流倉庫業（航空、鉄道、海運、倉庫等）
官公庁・団体・教育機関等
上記以外の業種
進学・留学等
未定

E-b 全員にお尋ねします。留学をためらう理由は何
ですか。以下の項目から選択してください。
（複数回答可）【65】
経済的な不安
語学力の不足
情報不足
授業（進級等）
就職活動
部活動
その他
障害はない
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F-a-2
【医学部・医学研究科（医科学専攻博士課程、看護
学専攻）の方】
現時点で希望又は決定している卒業後の進路・就
職先を教えてください。
（回答１つ）【69】
病院等医療機関（県内）
病院等医療機関（県外）
進学（医学・基礎研究）
進学（医学・臨床研究）
進学（看護）
一般企業
官公庁・団体・教育機関等
その他
未定
F-a-3
【医学研究科（医科学専攻博士課程、看護学専攻）
以外の大学院生の方】
現時点で希望又は決定している卒業後の進路・就
職先を教えてください。
（回答１つ）【70】
製造業（メーカー等）（研究職・技術職）
製造業（メーカー等）（総合職・一般職・その他）
金融業（銀行、カード、保険業等）
サービス業（広告、コンサルティング、人材、旅行、
宿泊等）
卸売・小売業（商社、流通、百貨店等）
運輸・物流倉庫業（航空、鉄道、海運、倉庫等）
官公庁・団体・教育機関等
上記以外の業種
進学・留学等
未定

F-c インターンシップに参加したことがあります
か。参加したことがない方はその理由を選択し
てください。（複数回答可）【72】
キャリア支援センターを通して参加したことがある、
あるいは今後参加する予定
キャリア支援センターを通さず参加したことがある、
あるいは今後参加する予定
どのような制度や受入先があるのか知らない、情報
収集の方法が分からない
どのようなインターンシップが自分に有効かわから
ない
期間が長い
必要経費の負担等、金銭的な心配があるから
自分の能力に自信がない
大学での手続きが面倒だから
インターンシップに興味がない
その他
＜G 地域での活動について＞
G-a 大学に入学してから、次のようなボランティア
や地域活動に参加した経験はありますか。（複数
回答可。該当するものがなかった場合、近いと思わ
れるものを選んでください）【73】
まちづくり・イベント支援
子ども・青少年支援
障害児・者支援
高齢者支援と健康に関する活動
自然・環境保全活動
安全・防災・被災地支援
文化・芸術・スポーツに関する活動
国際交流・多文化共生に関する活動
なし

F-b キャリア支援センターで、今後充実してほしい G-b G-a で１～８までの活動を選択した方へお尋ね
就職支援は何ですか。
「その他」を選択された方
します。その情報はどこから入手しましたか。
は具体的な内容を裏面【71】にご記入ください。
（複数回答可）【74】
（回答３つまで）【71】
インターネットの情報から
求人情報の提供
大学の掲示板から
専門のスタッフによる就職相談
地域の住民から
進路やキャリア開発、就職等に関するガイダンス
町内の掲示板・回覧・ポストに入っていたり、駅等
簿記などの資格取得支援講座
で配られたちらしなど
面接・グループディスカッション対策
友人・先輩から
学内で行う企業説明会
親・兄弟など家族から
卒業生など先輩による就職関連セミナー
教員から
国内企業・官公庁へのインターンシップ
本学のボランティア支援室から
海外インターンシップ
その他（裏面に記載してください）
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G-c G-a で「9.なし」と回答した方へお尋ねします。
参加したことがない、参加しない理由は何です
か。（複数回答可）【75】
興味・関心がないから
時間がないから
活動に関する情報がないから
面倒だから
周りに活動している人がいないから
誘われたことがないから
人と接するのが苦手だから
自信がないから
無償だから

H-c 授業期間中の生活時間を、項目毎に、1 日当た
りの平均時間をマークしてください。
（注１）30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨て
てください。
（注２）0 の場合も含め、時間数に相当する数字をマ
ークしてください。
（注３）10 時間以上の場合は「1」と「0」の両方を
マークしてください。
項 目
平均時間／日
①

通学時間（往復）

□ 時間

【79】

②

□ 時間

【80】

□ 時間

【81】

□ 時間

【82】

□ 時間

【83】

⑥

授業出席時間
授業時間以外の勉学・研究
時間
キャンパス滞在時間
部活動、サークル活動等の時
間
アルバイト時間

□ 時間

【84】

⑦

余暇活動の時間

□ 時間

【85】

⑧

睡眠時間

□ 時間

【86】

③
G-d どんな地域活動やボランティアなら参加した
いと思いますか。（回答３つまで）【76】
まちづくり・イベント支援
子ども・青少年支援
障害児・者支援
高齢者支援と健康に関する活動
自然・環境保全活動
安全・防災・被災地支援
文化・芸術・スポーツに関する活動
国際交流・多文化共生に関する活動
参加したいと思わない

④
⑤

H-d あなたが大学生活の中で重視していることは
何ですか。（回答２つまで）【87】
学業に励み専門的知識・技術を身につけること
将来の進路や就職先を見つけること
趣味を活かし才能を伸ばすこと
進級・卒業すること
資格を取ること
部活動・サークル活動に打ち込むこと
良い友人関係をつくること
人脈をつくること
自由な時間を享受すること
その他

＜H 生活一般について＞
H-a 課外活動等を行っていますか。行っている
場合、以下から選択してください。
（複数回答可）【77】
部活動（運動系）
部活動（文化系）
サークル活動（運動系）
サークル活動（文化系）
ダブルスクール
ボランティア活動
習い事等
その他
行っていない
H-b

＜I

あなた自身について＞

I-a 自分で長所だと思う点はどれですか。
（複数回答可）【88】
物事に進んで取り組む力
他人に働きかけ巻き込む力
目的を設定し確実に行動する力
現状を分析し目的や課題を明らかにする力
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備す
る力
自分の意見をわかりやすく伝える力
相手の意見を丁寧に聴く力
社会のルールや人との約束を守る力
ストレスの発生源に対応する力
その他、長所はない

アルバイト等は行っていますか。
（回答１つ）【78】
年間を通じて定期的にアルバイト・パートを行って
いる
必要に応じ不定期にアルバイト・パートを行ってい
る
１と２の両方行っている
定職がある
行っていない
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I-b 自分の能力や性格で不足しているため補いた
い、伸ばしたいと思う点はどれですか。
（複数回答可）【89】
物事に進んで取り組む力
他人に働きかけ巻き込む力
目的を設定し確実に行動する力
現状を分析し目的や課題を明らかにする力
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備す
る力
自分の意見をわかりやすく伝える力
相手の意見を丁寧に聴く力
社会のルールや人との約束を守る力
ストレスの発生源に対応する力
その他、長所はない

I-d 上の設問（I-c）で(2)~(9)を選んだ方にお尋ねし
ます。悩みを解決するための相談相手を選んで
ください。
（複数回答可）【91】
保健管理センター（キャンパス相談）
バリアフリー支援室
友人・先輩・後輩
家族
教員
大学の職員
学外の専門機関
誰にも相談せず、自分で考え、自分で解決する
誰に相談して良いか分からない
その他

I-c

＜J

あなたの生活上（勉学や進路を除く）の不安や
悩みについて教えてください。
（複数回答可）【90】
特になし
学費の負担や経済状況
アルバイト
課外活動
病気や健康
自分の性格や生き方
人間関係
心とからだの性別の不一致や違和感
自身の性的指向（ゲイ・レズビアン・バイセクシャ
ル）

横浜市立大学について＞

J-a 横浜市立大学の好きな部分は何ですか。以下の
項目から選択してください。（複数回答可）【92】
J-b 横浜市立大学の嫌いな部分は何ですか。以下の
項目から選択してください。（複数回答可）【93】
伝統・校風・雰囲気
大学の規模
大学の知名度
教育・研究内容・カリキュラム
教育・研究レベル
施設・設備
教員
部活動・サークル活動
交友関係
その他

【94】 自由記述
大学に求めること、改善してほしいこと等要望・不満がありましたら、マークシート裏面の【94】に具体的
に記述してください。
お願い
マークシート裏面の自由記述について大学が個別に詳しく意見をお聴きしたい場合があります。そのよ
うな時に大学から連絡をしても構わない方は、連絡先（メールアドレス）をマークシート裏面に記入して下
さい。

ご協力ありがとうございました。
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