
　「北里大学における学習等に関するアンケート」は，本学

学生の学習習慣・学習方法，自己管理能力，キャリア意識等

の変遷を把握し，本学の教育改善に資する資料を得ることを

目的に平成 21 年度より本格実施されることになった。学生

の学習，大学生活の実態と意識を尋ねる全 35 問から構成さ

れ，実態に関する 12 の質問，意識に関する 23 の質問から成っ

ている。平成 22 年度はその本格実施から 2 年目にあたるが，

本年度の調査対象は平成 22 年度入学の一年次生のみとした。

平成 22 年 12 月に，一般教育部開講の必修科目の授業時間を

利用して調査票を配布し，12 月 27 日を期限に教学センター

窓口にて回答を回収した。調査対象を一年次生に限定したこ

とから，一年次生には該当しえない選択肢を一部の設問で削

除した以外は，前年度と同一の調査項目を用いた。また新た

な変更点として，同意のある回答者には自身の学籍番号を記

入してもらうこととした。本稿では，平成 22 年度の当該ア

ンケートの調査結果について，前年度調査における一年次生

の調査結果と比較しつつ，その概要を報告する。

Ⅰ．回答者の属性
　提出期限までに回収された回答の総数は 519 通で，平成

22 年度の一年次在籍者数 1,736 名に対する回収率は 29.9％で

あった。性別，所属学部のいずれかまたは両者に記入漏れが

あった 13 通を除き，回答者の性別，学部別内訳は図 1 に示

すとおりであった。医療衛生学部が 3 割を占め，次いで獣医

学部が全体の約 2 割を占めていた。医療衛生学部と薬学部の

比率は前年度調査とほぼ同率であったが，医学部，理学部，

海洋生命学部の比率は激減し（それぞれ，約 1/10，1/8，

1/5），学部別の内訳は前年度の内訳と大きく異なっていた。

　その他の属性として，選抜入試による入学者 60.4％，セン

ター入試利用・併用選抜者 15.6％，公募制・指定校推薦入学

者が 18.5％であった。また，北里大学を第 1 志望とした学生

は 40.9％，第 2 志望 27.2％，第 3 志望以下 31.9％であった。

普通科高校の出身者が 9 割を占め，公立校出身者と私立校出

身者はほぼ半々の割合，また中高一貫校の出身者が 3 割を占

めていた。居住形態としては自宅通学者と 1 人暮らし（また

は寮生活者）の割合が半々という内訳であった。

Ⅱ．大学進学理由と大学生活
　図 2 は，大学進学理由を尋ねた最初の質問項目（問 1［あ

なたが大学に進学した理由としてあてはまるものを次のどれ

ですか］）の回答結果を前年度の調査結果と比較したもので

ある。「希望する職種に就けるから」「資格取得につながる勉

強ができるから」という，大学を「将来準備の場」と捉える

回答の割合が前年度同様多数を占め，「知識を深める」「幅広

い教養を身につける」といった「勉強の場」意識が高いこと

も同様であった。また，「将来の目標ややりたいことを見つ

けるため」といった「自分探しの場」意識，「さまざまな人

との出会い」「学生生活を楽しむ」といった「出会いの場」

意識を持つ者が比較的多いこと，「大学くらい出ておきたい」

といった「消極的なモラトリアム」意識を持つ学生も少なか
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図 1　回答者の性別・学部別内訳 図 2　大学進学理由（1）
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らず存在する点も，前年度調査と共通した特徴を示している。

　一方で，大学をどのような場として捉えるかの意識には相

変わらず学部間で大きな違いがあることも事実であった。つ

まり，国家資格取得につながる薬学部，医学部，看護学部，

医療衛生学部の医療系学部の学生では「将来準備の場」意識

が高く（図 3），獣医学部，海洋生命科学部，理学部の学生

を特徴づけているのは「自分探しの場」意識と「勉強の場」

意識の高さであった（図 4）。

　本学への進学理由（問 2［あなたが本学に進学した理由と

してあてはまるものを次のどれですか］）も，大学進学理由

と同様の傾向を示していた（図 5）。「他校に不合格だったか

ら」という消極的理由の割合が前年度調査に比べて低いのは

今回調査と前回調査の回答者の属性の違いによる可能性が考

えられるが，それ以外の項目については理由の順位，比率と

も前年度の結果をほぼ踏襲するものであった。学部とのクロ

ス集計にもとづくと（図 6），看護学部と医療衛生学部では「希

望する職種に就けるから」という理由が他を圧倒し，「施設・

設備の充実」を理由にあげる学生が他学部に比べて多いこと，

また看護学部では「自宅から通える」，医療衛生学部では「大

学の知名度」を理由にあげる学生が相対的に多いことも前年

度調査と同様の傾向を示していた。

　さまざまな動機を持って入学した本学学生はどのような目

標をもち，日々どのような活動を重視しながら大学生活を

送っているのか。図 7 は，問 17［大学在学中の目標として

どのようなことが重要ですか］の問いに対する回答結果であ
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図 3　大学進学理由（2） 図 5　本学への進学理由（1）

図 4　大学進学理由（3） 図 6　本学への進学理由（2）

図 7　大学在学中の目標（1）



る。いずれの項目に対しても，9 割以上の回答者が「重要」

ないしは「ある程度重要」と答えている。また，問 19［次

にあげる活動をどの程度重視していますか］の問いに対して

「重視」「やや重視」の回答が多かったのは「授業への出席」「予

習・復習，宿題」「娯楽（趣味・遊び）」「睡眠」の 4 つであっ

た（図8）。大学在学中の目標，日常の重視活動に対する回答は，

学部間の回答傾向の相違も含めて，前年度の調査結果とほぼ

同様の傾向を示していた。たとえば，授業への出席と予習・

復習，宿題を重視する割合は，平成 21 年度と平成 22 年度の

一年次生でほとんど同じであった（図 9）。

　以上のような意識実態を踏まえて，大学生活を実態として

ながめてみる。問 18［あなたは 1 週間に何日くらい大学に

来ていますか。また授業（実験・実習）への出席率はどの程

度ですか］の問いに対して，約 8 割が 1 週間に 5 日以上登校

し，授業の出席率も 8 割以上の一年次生が 7 割以上であると

回答していた（図 10）。また，問 20-a［あなたは本（マンガ

を除く）を 1 カ月に何冊くらい読みますか］で，約半数近く

が「（1 冊も）読まない」と回答し，その割合は前年度調査

の 49.4％より若干低いものの，読書習慣の低さが目立ってい

た（図 11 左）。一方，問 21［あなたはインターネット，メー

ル，携帯操作に 1 日のうちどのくらいの時間を費やしますか］

の質問に対しては，「ほとんどしない」の回答は 7％に留まり，

「1 時間程度」から「3 時間程度」の回答が 8 割を占めた（図

11 右）。この傾向は数値上も前年度の一年次生の結果と全く

変わるところがなかった。

Ⅲ．学びへの取り組み
　図 12 は，授業への取り組み方を尋ねた設問（問 6［あな

た自身は授業に対してどのように取り組んでいますか］）に

対する回答結果を示している。「あてはまる」という回答だ

けをみると，半数の学生が「興味のわかない授業でもきちん

と出席する」と回答していることから，一週間のほぼ毎日を

大学に通い授業に出席するという学生の出席重視の傾向が見

てとれる（図 13）。しかしながら，「なるべく良い成績をと

るようにしている」以下の項目に対する肯定回答率（「あて

はまる」と「ある程度あてはまる」の合計）は順に減少し，「先

生に質問したり勉強の仕方を相談したりしている」と「必要

な予習や復習はしたうえで授業に臨んでいる」の 2 つは「あ
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図 8　大学での重視活動（1） 図 10　一週間の登校日数と授業への出席率

図 11　1 ヶ月の読書数，ネット・メール・携帯電話の 1 日使用時間図 9　大学での重視活動（2）



る程度あてはまる」を加えても 3 割前後であった。こうした

傾向は今回調査に限られることではなく，本学学生（または

大学生一般）の一貫した傾向とみなすことができるかもしれ

ない。

　学生の授業へのこうした取り組み方は，ひとえに学生の学

習態度そのものに起因するものとはいえない。むしろ，教員

が提供する授業のスタイルや授業方法が学生の授業への取り

組みに影響を及ぼした結果と言った方がよいかもしれない。

その傍証のひとつとして，授業への取り組み方の学部間の相

違があげられる。図 14 は，授業への取り組み方の各項目に

ついて「あてはまる」と「ある程度あてはまる」を合わせた

肯定回答率を学部別に示したものである。「興味のわかない

授業でもきちんと出席する」については学部間の差が認めら

れないが，「グループワークやディスカッションに積極的に

参加している」の割合では，看護学部が突出して高く，次い

で海洋生命科学部と医療衛生学部でも高い傾向にある。また

「必要な予習や復習はしたうえで授業に臨んでいる」の割合

についても学部間の違いが見て取れる。特に，「グループワー

クやディスカッションに積極的に参加している」の割合が看

護学部で高い傾向は前年度の調査にも強く表れており，こう

した相違は，各学部が採用する授業形態や指導方法の相違を

反映しているものと解釈することもできるかもしれない。

　図 15 は，問 7［大学での学び方についてあなたの考えに

近いものを選んでください］の回答結果である。この問いで

は，「授業のとり方はあらかじめ決まっているほうがよいか，

授業は自分の好きなようにとりたいか」「授業の意義や必要

性を教えてほしいか，授業の意義や必要性は自分で見出した

いか」「授業の中で必要なことは全て扱ってほしいか，授業

はきっかけで後は自分で学びたいか」「自分のレベルにあっ

た授業をしてほしいか，授業は難しくてもチャレンジングな

方がいいか」「専門以外のことも広く学びたいか，専門分野

を深く学びたいか」という相反する学習態度を組合せた 5 つ

の項目で，自分の態度により近い態度を選択させるものであ

る。「授業の意義や必要性を教えてほしいかどうか」「授業の

中で必要なことは全て扱ってほしいかどうか」「自分のレベ

ルにあった授業をしてほしいか」の 3 項目では，6 ～ 7 割の

学生がそうだという態度に傾き，反対に「授業のとり方はあ

らかじめ決まっている方がよいか」「専門以外のこと広く学
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図 12　授業への取り組み（1） 図 14　授業への取り組み（3）

図 13　授業への取り組み（2） 図 15　大学での学び方（1）



びたいか」では，それぞれ相対立する態度「授業は自分の好

きなようにとりたい」「専門分野を深く学びたい」が 6 ～ 7

割を占めていた。こうした全般的傾向もまた前年度の調査結

果とほとんど変わりがなかった。「専門分野を深く学びたい」

はどの学部でもおしなべて高く学生の強い専門志向が見受け

られたが，医療系の 4 学部では，非医療系の学部に比べて「授

業のとり方はあらかじめ決まっているほうがよい」の割合が

高く（図 16），これらの点についても前年度と同様の傾向が

浮き彫りにされた。

Ⅳ．授業経験，授業評価と学生の自己評価
1）大学での学習体験

　大学生活での学習体験をしてきたのだろうか。問 3［大学

に入ってから次のような経験はありますか。またそれは有用

でしたか］では，大学での学習の方法を学ぶ科目，将来の

キャリアをテーマとした科目，学習支援室の利用，学生相談

室の利用，クラス担任・チューターとの接触という一年次生

に関連する 5 つの項目ついて，その経験の有無と有用性を尋

ねた（図 17）。大学での学習の方法を学ぶ科目は，回答者の

28.1％が経験し，経験者の 7 割以上が「有用」または「非常

に有用」と回答していた。一年次生については，この大学で

の学習の方法を学ぶ科目とは，具体的には平成 21 年度から

試行実施されている「初年次教育演習」のことと思われるが，

この科目の有用性や成果の内容については，章末の資料 1 に

あげる「教養演習」の成果に関する自由記述回答に具体的に

述べられているので参照されたい。次に，就職や将来のキャ

リアをテーマとした科目の経験者は 24.1％で，前年度と同率

であった。経験したと回答した 95 名の学生のうち 44 名がキャ

リア教育科目として「仕事と人生」の名をあげていたが，そ

れ以外の回答者は「チーム医療演習」「薬と仕事」「獣医学入門」

「海洋生命科学概論」「視覚機能療法学概論」など学部開講の

概論科目をあげていた。学習支援室の利用経験者は 25.1％で

前年度の 18.2％より増加し，学生相談室の利用経験者は，今

回の調査に限っていえば 8.3％と前年度の 9.6％からほぼ横ば

いであった。クラス担任・チューターとの接触は 79％の回

答者が経験があると答えたが，それが「有用」または「非常

に有用」答えた学生は約 6 割に留まっていた。
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図 16　大学での学び方（2）

図 19　授業で必要なこと

図 18　授業上の経験

図 17　大学で各種経験とその有用性



2）　授業評価・自己評価

　問 4，問 8，問 16 では，これまでに経験した授業につい

てそれぞれ異なる観点からの振り返りを求めた。

　問 4 では，［これまで受けた授業では，次のような経験が

どれだけありますか。また授業の中でそのような経験がある

ことはどのくらい必要ですか］という形の質問のもと，「授

業内容に興味がわくよう工夫されている」「理解がしやすい

ように工夫されている」「TA などによる補助的な指導がある」

「出席が重視される」「最終試験の他に小テストやレポートな

どの課題が出される」「適切なコメントが付されて課題など

の提出物が返却される」「授業中に自分の意見や考えを述べ

る」「グループワークなど，学生が参加する機会がある」と

いう授業方法や授業形態に関わる 7 項目について，その経験

頻度と学生が考える必要性の高さを尋ねた。

　授業経験の多さについての結果を図 18 に，必要性の高さ

に関する回答結果を図 19 に示す。どの項目についても授業

経験の頻度，ニーズの高さは，前年度の一年次生の結果とほ

とんど同様の数値を示した。したがって，経験とニーズの

ギャップも前年度と同様の様相を呈していた。図 20 は，授

業上の経験として「よくあった」と「ある程度あった」の回

答を合わせた割合と，その必要性として「必要」と「ある程

度必要」を合わせた割合を比較したものである。「出席が重

視される」と「最終試験の他に小テストやレポートなどの課

題が出される」の 2 項目は，頻度，ニーズともに高く，両者

の比率はほぼ一致していたが，他の項目についてはニーズが

経験頻度を大きく上回っていた。「授業内容に興味がわくよ

う工夫されている」「理解がしやすいように工夫されている」

は学生の視点に立てばもっともニーズの高い要素であるが，

そのどちらも経験頻度はニーズを下回っている。また，「適

切なコメントが付されて課題などの提出物が返却される」「グ

ループワークなど，学生が参加する機会がある」「自分の意

見や考えを述べる」の 3 つはニーズと経験頻度の差が際だっ

て大きく，課題はそこそこに与えられるが，それに対して適

切なフィードバックが与えられないことへの不満や，学生参

加型，双方向型授業が積極的に活用されていない現状が推察

される。

　問 8［次の点で大学の授業はどのくらい役立っていると思

いますか。また，自分の実力はどの程度あると思いますか］

はこれまでの授業や学習の成果に関わる質問である。知識・

技能，基礎的汎用能力に関する 16 項目について，それを習

得するのに大学の授業はどのくらい役立っているか，そして

現在の自分の実力はどの程度か，それぞれ 4 段階で回答を求

めた。ここでは，前年度の調査結果に対する因子分析の結果

に準拠して，16 の質問項目を，知識・技能の習得（「将来の

職業に関連する知識や技能」「専門分野の知識・理解」など

3 項目），認知・認識・思考の成長（「論理的に文章を書く力」

「ものごとを分析的批判的に考える力」「問題を見つけ，解決

方法を考える力」「幅広い知識，ものの見方」など 5 項目），

社会的能力の成長（「人にわかりやすく話す能力」「自己理解」

など 8 項目）のいずれかに関連するものとして，それぞれの

因子にもっとも大きな因子負荷量を示した数項目ずつに絞っ
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図 21　授業の有用性

図 20　授業上の経験と必要性 図 22　知識・技能，汎用スキルに関する実力の自己評価（1）



てその結果を述べることとする。

　授業が「将来の職業に関連する知識や技能」「専門分野の

知識・理解」といった職業に関する知識・技能の習得に「役

立っている」「ある程度役立っている」という肯定回答は 7

～ 8 割を占めていたが（図 21），それらに関する自己の実力

については「十分」または「ある程度備わっている」と肯定

的に回答した学生は 2 割に満たず（図 22），授業の有用性の

認識と自己の実力についての評価が大きく乖離していた（図

23）。これに対して，認知・認識・思考の成長や社会的能力

の成長に関わるその他の項目については，授業の有用性の評

価は相対的に低い一方で，自己の実力の評価は相対的に高い

と言える。こうした傾向は前年度調査から一貫して観察され

ている傾向であり，知識・技能，汎用スキルに関する自己の

実力の評価結果を比較した図 24 からもその傾向がうかがう

ことができる。

　問 16［大学での授業・学習についてどのようなことを感

じましたか］では授業・学習に関する 26 項目について，4 段

階の総合評価を求めた。図 25 〜 27 はそのうち 22 項目につ

いての肯定回答（「あてはまる」「ややあてはまる」）の割合を，

前年度一年次生の結果と比較する形で示している。前年度の

因子分析の結果にもとづくと，26 項目は，教育内容に関する

満足度（「専門的な知識が身につく」「自分のやりたい分野の

勉強ができる」「興味がある内容が学べる」など 3 項目），教

養教育の充実（「人間や社会についての教養が深まる」「社会

に出て実生活に役立つことが学べる」「視野が広がる」「語学
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図 24　知識・技能，汎用スキルに関する実力の自己評価（2）

図 23　授業の有用性と自分の実力

図 27　学習態度についての自覚，授業選択の自由度，その他

図 26　教員の姿勢・態度・資質に対する満足度

図 25　教育内容に対する満足度，教養教育の充実



教育が充実している」「情報教育が充実している」など 5 項

目），教員の姿勢・態度・資質に対する満足度（「わかりやす

い授業が多い」「教育面，指導面で工夫をしている教員がいる」

「学生の質問や意見に応じてくれる教員が多い」「個人的に魅

力がある，影響を受ける教員がいる」「学問分野の専門家と

して影響を受ける教員がいる」「授業以外でも教員とのコミュ

ニケーションがとれていると感じる」「教員との一体感が感

じられる」など 8 項目），学生自身の学習態度についての自

覚（「しっかり勉強しないと単位の取得が難しい」「自ら学ぶ

姿勢や態度がないとついていけない」の 2 項目），授業選択

の自由度（「選択できる科目が豊富に用意されている」「取り

たい授業が取れる」の 2 項目），その他（「シラバスがわかり

やすい」「授業の中に建学の精神が感じられる」など 3 項目）

に分類することができるが，ほとんどすべての項目で，前年

度とほぼ同様の回答傾向が認められた。いずれも肯定回答が

半数から大半を占めているが，「語学教育の充実」と「授業

の中に建学の精神が感じられる」に加え，「授業以外での教

員とのコミュニケーション」，「教員との一体感」の肯定率が

相対的に低いことが目立っている。

3）一般教育科目と専門教育科目

　問 5 および問 9 〜 15 の一連の質問では，授業科目を専門

教育科目と一般教育科目に分け，これまでの授業体験にもと

づく学生の意識・認識を尋ねた。

　問 5［これまでの授業で，あなたにとって意味があったと

思える授業を思い出してください］では，a［そのような授

業はこれまで受けた授業の何割くらいですか］，b［あなたに

とって意味があったと思える授業にあてはまる特徴はどんな

ことですか］の 2 点について尋ねた。意味があったと思える

授業の割合は，一般教育科目に関しては，5 割以上と答えた

学生の割合が 6 割強であったのに対して，専門教育科目に関

しては約 8 割を占めており，この傾向は前年度調査と同じで

ある（図 28）。意味のある授業の特徴を一般教育科目と専門

教育科目で比較したところ（図 29），一般教育科目では「社

会や現実との関わりから学問の意義を教えてくれた」が高率

で，専門教育科目では「最先端の研究成果を披露してくれた」

「将来に役立つ実践的な知識や技能を教えてくれた」「資格の

取得に役立つ情報やテクニックを教えてくれた」「自分自身

や将来やりたいことを考えるきっかけになった」が高率で，

こうした傾向も前年度調査と同様であった。

　問 9 〜 14 では，一般教育科目について領域別・科目別に

尋ねた。

　まず，問 9［人間形成の基礎科目についてどのように思い

ますか］の問いでは，前年度と今回の調査で大きな違いはな

く，「開設科目が多様で豊富」「授業内容が豊富で充実」「将

来にわたって大事なことが学べた」という回答が多くを占め

る一方で，「単位さえ取れればよいと思う」「単位が取りやす

いことを基準に履修した」の回答も 6 割前後を占め，「なぜ

履修しなければならない理由が今でもわからない」という否

定的・忌避的な回答も前年同様 3 割を占めていた（図 30）。「も
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図 28　意味のある授業の割合 図 29　意味のある授業の特徴

図 30　人間形成の基礎科目について
（あてはまる，ややあてはまるの割合）



う一度受けてみたい授業がある」科目を具体的に尋ねたとこ

ろ，科目名または教員名をあげた 215 名のうち 88 名（17.0％）

が倫理学をあげていたほか，芸術の楽しみ，信仰と救い，文

化人類学，心理学など特定の科目に回答が集中する傾向が

あった。

　人間形成の基礎科目に含まれる自校教育科目「北里の世界」

についてはその履修者を対象に，問 14［この科目を履修し

たことによって，北里大学の学生としての自覚が高まったと

思いますか。また，あなたの現在の学習や，これからの仕事

や人生にどのような影響があると思いますか］を尋ねた。回

答を寄せた 157 名の自由記述内容を章末の資料 2 に掲載する

ので参照されたい。

　自然科学系科目については，問 10［1 年次に自然科学系科

目（物理学・化学・生物学）の授業および要習を履修しまし

たか。またそれらは役に立ちましたか（授業の場合は，専門

教育に役立ったか，要習の場合は，1 年次の自然科学系科目

の理解に役立ったか）］で，物理学，化学，生物学の一般授

業とリメディアル教育科目である要習の履修状況とその有用

性の認識を尋ねた（理学部は対象外）。今回調査の回答者の

うち，物理学はその 71.2％（349），化学は 77,0％（379），生

物学は 89.7％（446）が履修していた。これら履修者のうち，

それが役に立ったと回答した学生の割合を図 31 に示す。ま

た，要習に関しては，物理学　35.9％（156），化学　12.0％（51），

生物学　15.3％（65）という履修率であった。化学要習では，

一般授業科目でも，要習でも，それが役立ったと回答した学

生の割合が前年度より上昇していたが（図 31），学部によっ

て回答者の人数にばらつきがあることから，授業担当者の個

人差を反映したものと考えられる。

　問 11［1 年次の外国語，数理・情報系科目についてどのよ

うに思いますか］では，外国語，数学，情報科学の有用性，

授業内容，履修方法等について尋ねた。外国語科目について

は「英会話を重点的にやってほしい」の回答が前年度に比べ

若干増加し（図 32），数学と情報科学では，前年度調査とほ

ぼ同様の回答傾向が示されていた（図 33）。

　一般教育部では，少人数の演習科目として「教養演習」が

他の教科領域とは独立に開設されている。問 13［教養演習
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図 31　自然科学系科目について
（あてはまる，ややあてはまるの割合）

図 33　数理・情報系科目について
（あてはまる，ややあてはまるの割合）

図 32　外国語科目について
（あてはまる，ややあてはまるの割合）

図 34　1 年次の科目全体について
（あてはまる，ややあてはまるの割合）



を履修してどのような成果がありましたか］では，当該科目

の履修成果を自由記述で回答させた。189 の回答がありその

内容については資料 1 を参照されたいが，その多くが初年次

教育演習に関わる記述であった。

　最後に，問 12［1 年次の科目全体についてどのように思い

ますか］では，一年次の授業科目全般について尋ねたが（図

34），「人間形成の基礎科目，自然科学系，外国語・数理・情

報系科目など，自分が勉強したい・したくない分野の科目の

数や内容がアンバランスだ」の項目に対して，「あてはまる」

「ややあてはまる」と回答した学生は前年度同様少数にとど

まっていた。また「履修人数や時間割に制約されずに取りた

い授業科目がとれる」には，前年度同様約 4 割の回答者が「あ

てはまらない」「ややあてはまらない」と答え，過密する時

間割の状況が窺われた。「1 年次でももっと専門教育科目の

授業を受けたい」には 17.6％が「あてはまる」と回答し，「や

やあてはめる」と合わせると半数を超える状況であった。

　専門教育科目については，各学部の教育内容の多様性，特

殊性が著しいことから，具体的な質問項目を立てることが困

難なため，問 15［あなたが今の学部に進んで良かったと思っ

ていること，逆にがっかりしていることについて，学習面を

中心に自由に書いてください］として，総括的な回答を求め

た。350 名分の自由記述の回答内容を資料 3 に掲載するので

関係学部の方には特に参照されたい。

Ⅴ．大学への適応感
　この学生調査では，大学生活への適応感に関わる質問とし

て 2 つの設問が設定されている。問 31［あなたはこれまで

に次のようなことを感じたり思ったりしてことがどのくらい

ありますか］と問 22［あなたはどのような人とよく話をし

ていますか］の 2 問である。

　問 31 は 14 項目の記述からなり，その経験頻度を 4 段階で

尋ねている。因子分析の結果にもとづくと，これら 14 項目は，

学業不安（「授業についていけない」「進級・卒業できるか心

配だ」など 3 項目），大学生活に対する充実感・効力感（「興

味があること，学びたいことが学べていてない」「やりたい

ことが見つからない」「生活に熱意がわかない」「他学部・学科，

他大学に移りたい」「大学をやめたい」など 6 項目），人間関

係・対人感情（「周囲にとけ込めていないと感じる」「親友が

いないと感じる」「周りの学生にやる気がない」など 4 項目）

の 3 つのグループに分類することができる。すべての項目で

「よくある」の回答は 1 割前後であったが，「進級・卒業でき

るか心配だ」だけが 34.3％と高率で，この割合は前年度調査

の 27.3％と比べても若干高い値であった（図 35）。これ以外

に前年度調査と目立った相違を示したのは，「他学部・学科，

他大学に移りたい」「大学をやめたい」の割合が減少してい

る点である。「よくある」「ときどきある」を合わせた割合を

前年度と比較すると（図 36），「他学部・学科，他大学に移

りたい」「大学をやめたい」の比率は半減，1/3 に減少して

いるが，これがなんらかの成果を意味するものなのかここで

は判断できない。
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図 37　よく話す相手

図 35　大学生活への適応感（1） 図 36　大学生活への適応感
（よくある，ときどきあるの割合）（2）



　前年度の調査報告にも示したとおり，大学生活の適応感は

大学生活を送る中でどれだけ豊富な人間関係・対人関係を築

いているかということと強く関係する。問 22 では「クラス・

研究室の友達」「クラブ・サークルの友達」など 6 つの対象

人物をあげ，その人（達）とどれだけよく話すことがあるか

4 段階で回答を求めた（図 37）。よく話す相手の第一が「ク

ラス・研究室の友達」，次いで「クラブ・サークルの友達」

と「保護者・家族」という順位は，その比率とともに前年度

調査とほぼ同じであった。また，それぞれの対象人物と「ほ

とんど話すことがない」とする回答の割合にも増減はなかっ

た。

Ⅵ．キャリア意識
　学生のキャリア意識を尋ねるにあたって，本調査では，本

学の特性を考慮し，医療系学部と非医療系学部に分けた質問

構成をしている。ここでは，薬学部，獣医学部獣医学科，医

学部，看護学部，医療衛生学部（健康科学科以外）を「医療

系学部」，獣医学部動物資源科学科・生物環境科学科，海洋

生命科学部，理学部，医療衛生学部健康科学科を「非医療系

学部」としている。前者では，将来的な職業を明確に意識し，

そのための特定の資格取得を目指すことが主であるのに対

し，後者は，基本的に職業資格から自由な学問を学び，将来

の進路に多様な展望を描くことが可能である。そこで，非医

療系学部には「職業選択に関する取組（職業進路成熟）」（問

32）を，医療系学部には「進路決定プロセス」（問 33）と「職

業アイデンティティ」（問 34）について尋ねている。

　問 32［【V（Z，E），S，MB，A（HS）の方のみお答えく

ださい】職業に関するあなたの考えを教えてください）］で

は，非医療系学部における職業意識に関する 15 項目につい

て 4 段階評定を求めている。図 38 では，これら 15 項目を「あ

てはまる」の回答率が高かった順番に並べ示している。今回

改めて行った因子分析（最尤法，プロマックス回転）の結果

によれば，これら 15 項目は，「将来の職業や就職先のことに

ついて考えている」「どんな職業を選ぶか自分で考えている」

など“職業選択の自律性”に関係する 7 項目と，「就職に就

くための目標を立て，それに向かって努力している」「将来

の職業の準備は自分から進んでしている」など“職業準備の

実践”に関係する 6 項目に分けることができた（「希望する

職業につくための道筋がわかっている」「将来どんな職業に

つくのか見通しを立てている」の 2 項目は職業選択の自律性

と職業準備の実践の両因子にほぼ同じ因子負荷量を示した）。

図 38 より，職業選択の自律意識は概して高いが，職業準備

の実践は一年次生ということもあり低いことがわかる。この

傾向はまた前年度調査と傾向を一にしていた。「あてはまる」

と「ややあてはまる」を合わせた割合をもとに学部間の比較

をすると（図 39），職業選択の自律意識，職業準備の実践と

もに獣医学部と海洋生命科学部で高く，理学部と医療衛生学

部で低かった。

　医療系学部の学生に対しては，進路決定にいたるプロセス

と現時点での職業的アイデンティティーの 2 つについて尋ね

た。

　まず，問 33［【P，V（V），M，N，A（HS 以外）のみ】（小

学校くらいのことから考えて）あなたの進路選択状況を教え

てください］では，進路決定のプロセスに関する 18 項目に

ついて 4 段階の評定を求めた。これら 18 項目の回答結果を「あ

てはまる」の回答率が高かった順番に示すと図 40 のように

なる。因子分析（最尤法，プロマックス回転）の結果，これ

ら 18 項目は，「自分の意思で決定した」「自分で納得して決

定した」など“進路の自己決定”に関係する 4 項目，「大き

な問題もなく決定した」「迷うことなく決定した」など“スムー

スな決定”に関係する 4 項目，「その職業で働いている自分

の姿を大体イメージして決定した」「働いている自分をイメー

ジして決定した」など“職業イメージ”に関係する 3 項目，「周

囲の人の意見を大きく取り入れた」「周囲の勧めと成り行き」
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図 38　職業に関する考え 図 39　職業に関する考え
（あてはまる，ややあてはまるの割合）



など“周囲の勧め”に関係する 5 項目，「どうしても行きたかっ

た別の進路があった」「別の職業に憧れ続けていた」など“進

路決定の葛藤”に関係する 3 項目に分けることができた。

　図 40 から明らかなように，自分の意思や自分で納得した

うえで最終決定したかという質問に対しては，「あてはまる」

の回答だけで約 6 割を占め，「ややあてはまる」を加えた肯

定回答は 9 割にも上っている。一方，周囲の勧めや流されて

決定したという項目については否定回答が大多数を占めてい

ることから，学生自身の自主的な進路決定の傾向を強く窺う

ことができる。また，そうした進路決定には自分なりの職業

イメージの創出が伴っていることも示唆される。こうした反

面で，進路決定に際して大きな葛藤を抱えた学生が一定数確

実に存在するという事実，進学時のスムースな進路決定が，

入学後の学業やキャリア意識の向上を必ずしも保証しないこ

とに留意しておくべきであろう。

　進路決定のプロセスの全般的な状況は上記に記したとおり

であるが，進路決定プロセスには学部間で一定の差が認めら

れる。因子分析の結果に準拠した 5 つの因子をそれぞれ代表

する 5 項目について学部別の集計をおこなったところ，図

41 のようになった。どの学部においても進路の自己決定を

肯定する回答は 9 割以上であったが，その際に職業イメージ

を特に強く形成していたのは医学部であった。また，薬学部

と医療衛生学部では「周囲の意見を取り入れた」の肯定回答

の割合が高く，最終的には自らが納得して進路決定したにせ

よ，そこに至るまでの過程では周囲の影響が相対的に大き

かったことが窺われる。こうした学部間の差は前年度調査に

おいても類似した傾向が認められていたことから，各学部に

おいては個々の学生の進路決定にいたるプロセスを十分に把

握し，対応することが重要と思われる。

　問 34［【P，V（V），M，N，A（HS 以外）のみ】将来の

職業について，あなたの気持ちを教えてください］では，自

らの職業にどう取り組むかという現時点での職業的アイデン

ティティの状態についても尋ねた。職業的アイデンティティ

に関する 20 項目の記述を提示し，それらについて自分がど

の程度あてはまるかについて，4 段階評定を求めた（記述の

中には○○や■■という記号が含まれているが，そこには医

療系学部のそれぞれの分野にあわせて，○○には自分が目指

す医療の資格名を，■■には資格取得後に携わる職業分野名

を入れて読んでもらうこととした）。

　20 の記述を「あてはまる」の回答が多かった順番に並べ

たものが図 42 である。今回改めて因子分析（最尤法，プロマッ

クス回転）を実施したところ，20 の質問項目は 4 つのグルー

プに分類された。「患者の願いにこたえたい」「その仕事で患

者に貢献したい」など“医療の実現”に関係する 5 項目，「そ

の仕事で社会の発展に貢献したい」「医療の発展に貢献した

い」という“社会貢献”への願望に関係する 2 項目，「医療

チームの一員として必要とされると思う」「仕事で多くの人

に必要とされる」など“医療職としての自己の存在意義”に

関係する 6 項目，「それ以外の仕事は考えられない」「どんな

職務をしたいかはっきりしている」など“職業選択・職務内

容への確信”に関係する 7 項目である。図に示すとおり，職
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図 40　大学進学時の進路決定について（1） 図 41　大学進学時の進路決定について（2）

図 42　医療系学部学生の職業的アイデンティティ



務の実現，社会的貢献への願望に関わる項目についてはそれ

を強く望む傾向が窺われる一方で，多くの人から必要とされ

る職業人たりうるかという自信や，具体的な職務内容を自信

をもって述べる状態には至っていないことが示唆される。学

部別に見ても，医療職を通じて人に貢献する気持ちはどの学

部においても強いことが見て取れるが，医療職としての自己

の存在意義への確信や職業選択・職務内容に対する確信の程

度には学部間で若干の相違が見られている（図 43）。今回，

職業的アイデンティティーに関する質問項目には前年度調査

といささか異なる因子構造が認められた。次年度以降の調査

結果も合わせて今後検討していくことが必要と考える。

Ⅷ．大学への期待・要望，不満
　最後に，問 35［大学に望みたいことや期待すること，また，

不満に思っていて間然してほしい点などを自由に書いてくだ

さい］で大学に対する不満や期待，要望について，自由記述

による回答を求めた。162 の回答があり，その内容は，教員

の学生への対応，授業の仕方，研究室の数，試験や成績評価

の方法など学業に直接かかわる内容のもの，施設・設備，学

生厚生にかかわるもの，そのほか，カリキュラムやキャンパ

スの立地条件など極めて多岐に渡っていた。具体的には章末

資料 4 にすべての記述内容を掲載するので参考にされたい。

　以上，平成 22 年度「北里大学における学習等に関するア

ンケート」の結果概要を述べた。一年次生に限ってではある

が，平成 21 年度，22 年度と続けて実施した調査結果に大き

な傾向の相違はほとんど観察されなかった。今後，次年度以

降の上級年次も含めた調査結果を精査し，調査結果の活用法

だけでなく，調査項目の再設計，実施サイクルを検討するこ

とが必要と思われる。
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図 43　医療系学部学生の職業的アイデンティティ−学部間比較


