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2012 年度学部入学生における経年調査結果報告

藤本 裕介（グローバル教育支援機構 開発室）

西本 裕輝（グローバル教育支援機構 授業支援部門）

背景・目的 

「琉球大学の教育改善のための学生調査（2012～2015）」（以下，URGCC 学生調査）は，

URGCC の導入時である 2012 年度入学生を対象に行われた経年調査である。調査結果は，

「琉球大学大学教育センター報」の第 16 号から第 19 号において年度ごとに記載され，学

生の URGCC に関する達成度等が示されている。しかし，これらは URGCC 学習教育目標の

達成度を除き，各年度の報告に限られているため，経年変化に着目するには至っていない。

そこで，本稿では，これまでの調査結果を一部まとめ，学生の回答の変化を示すことを目的

とする。

方法 

調査対象者は，2012 年度に本学に入学した学部学生である。調査は，自記式による集団

一斉方式で行われ，毎年６月から 11 月にかけて実施された。調査の回収率は，2012 年度か

ら 2015 年度にかけ，それぞれ順に 81.4％，59.6％，56.8％，44.5％であった。また，回答者

の性別構成比及び学部構成比において，全体的に大きな偏りは見られなかった。各年度の調

査票については，琉球大学大学教育センター報第 16 号から第 19 号を参照されたい。 

結果 

2012 年度から 2015 年度にかけて実施された URGCC 学生調査の調査項目は，すべて同じ

項目で構成されているわけではなく，年度によって異なる項目がいくつか見られた。そのた

め，共通して調査されている項目についてまとめる（結果を項目ごとに作成した）。また，

各年度の『琉球大学大学教育センター報』には，各年度の調査結果が記載されているが，無

回答も集計結果に含まれていたため，本稿では無回答を集計から除外した。なお，結果で示

された数値は，各年度の回答者全体の数値であり，必ずしも同じ人が各年度の調査に答えて

いるわけではない。

項目 

１.大学生活における重視度……p.32 ７.ボランティアについて……p.42 

２.大学で受けた授業……………p.33～p.35   ８.アルバイトについて………p.42～p.43 

３.学習支援の利用………………p.36 ９.大学卒業後について………p.44 

４.親しい友達について…………p.36～p.37  10.海外留学について…………p.45 

５.学生生活について……………p.37～p.39 

６.自分自身について……………p.40～p.41 
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１．大学生活における重視度 

 質問「あなたは現在，次のことをどれくらい重視していますか。」に対する学生の回答は

以下のとおりである。

年度を重ねるにつれ，「部・サークル活動」の重視度が減少している。一方，「授業

以外での自主的な学習」における重視度はやや増加傾向にある。

その他，「大学での授業」や「友人との交流」への重視度は，全ての年度で高い。
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２．大学で受けた授業 

 質問「あなたが琉球大学で実際に受けてきた授業の中で，次のような授業をどれくらい受

けましたか。」に対する学生の回答は以下のとおりである。

１年次の時に，「大学での基礎的な学習技法（レポートの書き方など）を教えてくれる授

業」を受けたと答えた学生が 41.4%，受けたことがないと答えた学生が 58.5%である。 

年度を重ねるにつれ，「仕事に役立つ知識・技術を学ぶ授業」「進路や目標に対する自分の

適性を診断する授業」を受けたと答えた学生はやや増加傾向にある。 
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年度を重ねるにつれ，「外国語で教員が話す

授業」を受けたと答える学生が減少する傾向に

ある。一方，「外国語の文献を用いた授業」を受

けたと答える学生はやや増加傾向にある。 

また，「学生の発言を中心にして進める授

業」，及び「学生が考える時間を多くとる授業」

を受けたと答える学生も増加している。 
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「教員が終始話し続ける授業」を受けたと答えた学生は，全ての年度で 86%を上回って

いる。また，「インターネット上のコミュニケーション（web class 等）を利用した授業」

を受けたと答えた学生は，すべての年度で 39%から 47%である。 

その他，「人前でのプレゼンテーションを重視した授業」及び「何らかの課題の解決を

目指して取り組む授業」，「コメントペーパーの提出を複数回求める授業」，「実験・実習・

実演の授業」を受けたと答えた学生は，年度を重ねるにつれ増加している 
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３．学習支援の利用 

 質問「あなたは学習サポートルーム，オフィスアワー（各教員が相談や指導のために設け

ている時間）をどの程度利用していますか。」に対する学生の回答は以下のとおりである。 

 

 

４．親しい友達について 

 質問「あなたには，親しい友達がどれくらいいますか。」に対する学生の回答は以下のと

おりである。

学習サポートルーム及びオフィスアワーの利用頻度は年度を重ねるにつれ増加傾向にあり，特

に，オフィスアワーの利用頻度は１年次で 14.5%，４年次で 51.5%である。また，１年次で学習サ

ポートルームを利用する学生は 11.7%と多くない。 
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５．学生生活について 

 質問「あなたには，次のことがどれくらいあてはまりますか。」に対する学生の回答は以

下のとおりである。

同じ学部・学科内，サークルなど，学内において親しい友達がいると答える割合が多い。また，

大学入学以前からの友達も大学に入学後も継続的に交流があるようである。 

その他，学年が上がるにつれ，アルバイト先や大学外における親しい友達の数が増える傾向に

ある。また，インターネット上において親しい友達がいると答えた学生が一定数いる。 
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学年が上がるにつれ，学生生活への満足度や，本学に入学して良かったと答える学生の割合が

増加し，４年次では約 90%となっている。また，「大学に入って自分は成長していると感じる」と

答えた学生の割合は，１年次で 56.7%，４年次で 84.9%と 28.2%増加している。 

次に，「授業のスピードについていけないことがある」と答えた学生が 50%から 60%おり，「授業

の内容を理解できないことがある」と答えた学生が 59%から 75.3%いる。 

「大学での学習の進め方がわからない」と答えた学生の割合が，１年次で 63.6%，4 年次で 37.7%

と学年が上がるにつれ減少している。 

-38-



 

 

 

 

「単位制度について理解できていない」と答えた学生が全ての学年で 21.3%から 26.5%おり，

「どの科目を履修する必要があるか理解できていない」については 21.3%から 33.6%いる。 

「授業で指定された教科書は購入して準備する」と答えた学生は全ての学年で 77.5%から

87.6%，「シラバスで講義内容を事前に確認してから，科目の登録をするようにしている」と答え

た学生は 69.4%から 74.6%いる。 

その他，「教員からの個別指導をよく受けている」と答えた学生が１年次で 7.5%，４年次で 28.8%

と，学年が上がるにつれ増加している。 
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６．自分自身について 

 質問「あなたには，次のことがどれくらいあてはまりますか。」に対する学生の回答は以

下のとおりである。

「特に理由もなく講義を欠席することがあ

る」と答えた学生は，１年次から２年次で 20.4%

から 28.6%，「大学に行きたくないときがある」

と答えた学生は，１年次から３年次で約半数を

占めている。また，「大学を辞めたいと考えたこ

とがある」と答えた学生は，１年次で 17.1%，２・

３年次で約 27%いる。その他，「自分の将来が不

安である」と答えた学生の割合は，１年次から

３年次で 69.2%から 75.4%と高い割合を示して

いる。 
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特に，「毎朝，朝食を食べている」「いつも大体決まった時間に起床する」「いつも大体決まった

時間に就寝する」と答えた学生は，２・３年次よりも１年次で高い割合を示している。また，「よ

く本（マンガ・雑誌を除く）を読む」と答えた学生が全体で 42.1%から 45.1%おり，「よく新聞を

読む」と答えた学生は全体で 18.8%から 20.3%である。 
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７．ボランティアについて 

 質問「あなたは，ボランティア活動にどれくらい参加していますか。」に対する学生の回

答は以下のとおりである。

８．アルバイトについて 

質問「あなたは現在，おおよそどのくらいの頻度でアルバイトをしますか。」に対する学

生の回答は以下のとおりである。

質問「あなたがアルバイトをする目的は次のうちどれですか。あてはまる番号すべてに◯

をつけてください。」に対する学生の回答は以下のとおりである。

「ボランティア活動への参加」について

は，あまり又はほとんど参加したことがな

いと答えた学生が 80%以上を占めており，よ

く参加しているは 4%以内，まあ参加してい

るが 8.9%から 14.0%となっている。 

まったくしていないと答える学生は，１

年次で 52.0%と約半数を占め，２年次で

25.2%と，多くの学生がアルバイトをしてい

る。特に２年次では週に３から４日以上働

く学生が 49.1%と約半数を占めており，中で

も週に５から６日以上働くと答えた割合が

15.6%であった。 
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アルバイトをする目的として，「学費にあてる」と答えた学生が全体で 21.3%から 30.4%で

あるのに対し，「欲しいものを買うため」が 44.7%から 64.1%，「社会経験を得るため」が 37.0%

から 58.5%と学費よりも高い割合を示している。 
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９．大学卒業後について 

質問「あなたは大学を卒業した後，沖縄県内にいる予定ですか，それとも県外あるいは国

外に移動する予定ですか。」に対する学生の回答は以下のとおりである。

質問「あなたは大学を卒業した後，どのような進路を考えていますか。」に対する学生の

回答は以下のとおりである。

大学１年次から大学３年次まで，沖縄県

内にいると答えた学生が 35%前後であり，

県外に移動すると答えた学生が 24.1%か

ら 30.0%，まだ分からないと答えた学生が

32.1%から 36.0%となっている。４年次で

は，まだ分からないと答える学生が 19.4%

に減少し，県内にいると答えた学生が

47.6%と増加している。 

教員や専門技術職の仕事に

就くと答えた学生の割合は，年

度による大きな変化は見られ

ない。大学院への進学は２・３

年次より４年次で増加してい

る。また，民間企業（事業系）

の仕事に就くと答えた学生は，

２年次で 10.8%だったが４年次

で 20.6%と約 10 %増加してい

る。 
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10．海外留学について 

質問「あなたは大学在学中に海外へ留学したいですか。」に対する学生の回答は以下のと

おりである。

質問「あなたはこれまでに海外での生活または留学を経験したことがありますか。」に対

する学生の回答は以下のとおりである。

  

 

 

大学在学中の海外留学の希望について，留学に対し肯定的な回答を示した学生は 56.9%か

ら 57.7%と約半数を占めている。一方，これまでの海外生活または留学経験について，海外

生活・留学を経験したことがないと答えた学生が約 80%を占め，大学入学後に経験した割合

は２年次で 3.9%，３年次で 8.7%となっている。 
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考察 

本稿では，2012 年度入学生を対象に，2012 年度から 2015 年度にかけて実施された URGCC

学生調査の調査項目について一部結果をまとめた。調査結果をまとめることで，学生の回答

の変化を示すことができた。

 調査結果より，学生の重視度について，学生はアルバイトやサークル活動よりも大学での

授業や友人との交流を重視していることが分かった。このことから，学生は学業だけでなく

友人も大切にしていることがわかる。

 大学で受けた授業について，１年次で「大学での基礎的な学習技法を教えてくれる授業」

を受けたと答えた学生が 41.4%であったが，レポートの書き方等，基礎的な学習技法を初年

次である程度身に付けることは重要であり，大学 4 年間の成績に影響する可能性がある。カ

リキュラムの構成上，学習技法を教えてくれる授業を受けることが難しいことも考えられ

るため，学習サポートルーム等の利用が望まれる。また，「仕事に役立つ知識・技術を学ぶ

授業」「進路や目標に対する自分の適性を診断する授業」を受た学生は，年度を重ねるにつ

れやや増加傾向にあった。これは，学年が上がるにつれ，専門科目の履修が増えるだけでな

く，就職に向けて，学生がキャリアに関する科目を受講することによると考えられる。続い

て，「外国語で教員が話す授業」を受けたと答える学生が，年度を重ねるにつれ減少する傾

向にある一方，「外国語の文献を用いた授業」を受けたと答える学生はやや増加傾向にあっ

た。学生の多くは，１年次で共通教育科目の大学英語や外国語の授業を受けるが，その後は，

専門科目で外国語講読等の科目を受講すると考えられる。また，「学生の発言を中心にして

進める授業」，及び「学生が考える時間を多くとる授業」を受けたと答える学生が増加して

いる。これは，学年が上がるに伴い，グループワークによるディスカッション，ゼミ活動等

が増えることによると考えられる。

学習支援の利用について，１年次で学習サポートルームを利用する学生は 11.7%と多くな

い。学習サポートルームは，学習方法等の確立されていない初年次の学生において特に効果

が期待されることから，初年次の利用を促すことが求められる。 

親しい友達について，同じ学部・学科内，サークルなど，学内において親しい友達がいる

と答える割合が多く，その他，大学入学以前からの友達とも継続的に交流があることが分か

った。先述したとおり，学生は友人との交流を重視しており，この結果は納得のいくもので

ある。また，学年が上がるにつれ，アルバイト先や大学外における親しい友達の数が増える

傾向にあることから，大学外の交友関係も徐々に形成されてくことが示唆される。さらに，

インターネット上における親しい友達がいると答えた学生が一定数いることから，ネット

上で交友関係が形成されることがあると言える。ただし，SNS（Social Networking Service）

の普及による社会的ネットワークの形成が広がりを見せる中，まだ一定の割合に留まって

いる。

学生生活について，学年が上がるにつれ，学生生活への満足度や，本学に入学して良かっ

たと答える学生の割合が増加し，４年次では約 90%となっている。このことから，学生の学
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生生活への満足度は高く，大学へ入学して良かったと答える学生が多いことが分かる。また，

「大学に入って自分は成長していると感じる」と答えた学生の割合は，１年次で 56.7%，４

年次で 84.9%と 28.2%増加している。学生自身が自己の成長を認識することは重要であり，

教育の効果によると考えられる。なお，学生自身が成長を感じることで，学生生活への満足

度も高くなっている可能性がある。

続いて，「授業のスピードについていけないことがある」「授業の内容を理解できないこと

がある」と答えた学生が半数以上おり，学生は必ずしも授業についていけているわけではな

いことが分かる。また，「大学での学習の進め方がわからない」と答えた学生の割合が，１

年次で 63.6%と半数を上回っていることから，初年次における学習支援の必要性が伺える。 

次に，「単位制度について理解できていない」と答えた学生が全ての学年で 21.3%から

26.5%，「どの科目を履修する必要があるか理解できていない」については 21.3%から 33.6%

いることから，単位制度や科目履修について十分に理解していないまま履修を進めている

学生がいることが明らかとなった。各専攻等のカリキュラムにおいて，必修科目等がある程

度決められていることから，十分に理解していなくても必要な科目を取ることは可能であ

ると考えられる。その他，科目履修をする際，シラバスが重要な役割を果たすが，「シラバ

スで講義内容を事前に確認してから，科目の登録をする」と答えた学生は 69.4%から 74.6%

であり，シラバスを確認せずに履修する学生がいることが示唆される。

自分自身について，「特に理由も無く講義を欠席することがある」と答えた学生が 20.4%

から 28.6%いた。理由なしに講義を欠席することについて，講義への参加意欲の低下，学業

への興味の減退等が考えられるが，いずれも心理的側面に関連する。また，「大学を辞めた

いと考えたことがある」と答えた学生は，１年次で 17.1%，２・３年次で約 27%いるが，実

際に休学や退学等をした学生はこの調査に答えていないため，あてはまると回答した学生

は休学等に至っていない学生である。その他，「自分の将来が不安である」と答えた学生の

割合は高く，１年次よりも３年次でより高い。入学時点から，ある程度卒業後の進路につい

て考えるため将来について不安が生じると考えられ，多くの学生が同じように不安を感じ

ていると言える。

続いて，「毎朝，朝食を食べている」「いつも大体決まった時間に起床する」「いつも大体

決まった時間に就寝する」と答えた学生は，２・３年次よりも１年次で高い割合を示してお

り，１年次よりも２・３年次で生活習慣が乱れる傾向にあることが示唆される。特に，２・

３年次でアルバイトをする学生が多くなることから，アルバイトによる影響が示唆される。 

ボランティアについて，80%以上の学生が，あまり又はほとんど参加したことがないと答

えているものの，よく参加していると答えた学生が４%以内，まあ参加しているが 8.9%か

ら 14.0%いることから，ボランティアに参加する学生が一定数いることが分かる。 

アルバイトについて，２年次で週に３から４日以上働く学生が 49.1%と約半数を占めてい

ることから，この時期にアルバイトをする学生が多く，週に５～６日以上が 15.6%とその頻

度も高まることが示唆される。また，アルバイトをする目的を学生に尋ねた結果，学費より
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も，「欲しいものを買うため」や「社会経験を得るため」が高い割合を示していた。このこ

とから，学費の工面のためだけでなく，生活を充実させることや社会経験を積むことも意図

していることが分かった。

大学卒業後について，大学 4 年次で県内にいると答えた学生が 47.6%いることから，少な

くとも約半数は県内にいる目処が立っていることが分かる。４年次において，まだわからな

いと答える学生が 19.4%おり，就職先の内定や進学等の試験の結果に左右される可能性を考

慮して答えた可能性がある。次に，卒業後の進路について，４年次で大学院への進学及び民

間企業への就職を希望する学生が２・３年次よりも増加している。これは，３年次までに「ま

だ決まっていない」と答えた学生の数が４年次で減少していることによる。進学については，

推測の域を出ないが，４年次での卒業研究への取組みにより考えが変わった可能性もあれ

ば，就職等進路を決めることができずに進学を選択した可能性も考えられる。

海外留学について，調査は２・３年次のみ実施している。大学在学中の海外留学に対し肯

定的な回答を示す学生が約半数を占めているのに対し，大学入学後の留学経験の割合は２

年次で 3.9%，３年次で 8.7%となっている。ここでは，調査期間中に留学していた学生や，

調査実施期間後に留学を控えていた学生については，結果にカウントされていない。留学し

たい又はしてみたいと思う学生がいることが今回明らかとなった。

今後の課題 

調査結果をまとめた結果，初年次における学習支援の必要性が示唆された。特に，「大学

での学習の進め方がわからない」と答えた学生の割合が，１年次で 63.6%と半数を上回って

いることから，初年次における学習サポートルーム等の利用を促すことが求められる。その

他，１年次よりも２・３年次で生活習慣が乱れる傾向にあることが示唆された。生活習慣の

乱れが学業面に影響することが懸念される。そのため，学業成績が落ちている学生について

は，生活面を含め，今後何らかの対応をする必要があるのか等検討の余地がある。

-48-


