
平成 27 年度（学部生・大学院生） 

東京工業大学 

在学生へのアンケートのお願い 

 
 東京工業大学では，このたび在学生の皆さんを対象にアンケートを行うことといたしました。これ

は，本学に在学する皆さんに，本学での学業にどのように取り組んでいるのか，本学における学修の

成果としてどのようなものを目指しているのかを調査し，今後の教育内容・方法の改善に役立ててい

くことを目的として行うものです。 
 質問はいずれも簡単なものです。以上の趣旨をご理解いただき，一人でも多くの方にご協力をお願

いしたいと思います。なお，調査結果は，平成 28 年 2 月までに統計処理の上本学「教育推進室」のウ

ェブサイト（URL: http://www.eduplan.titech.ac.jp/w/）で公表いたします。 
 
問 1．授業科目 1 科目（学生実験等は含まない）に関し，授業外で自習する平均時間数／週はどの程度か，記入

してください（※例：1 時間 30 分の場合，（ 90 ）分と記入）。 
（     ）分 

 
問 2．現在履修している課程や今後進学を考えている課程において，どのような科目や内容を学修する必要があ

るか理解している。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う  

 

問 3．現在履修している課程における教育ポリシー（アドミッション・ポリシー（入学者受入方針），カリキュラ

ム・ポリシー（教育課程編成・実施方針），ディプロマ・ポリシー（学位授与方針））の内容を知っている。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 4．学修するにあたって，シラバスを参考にしている。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 
問 5．科目の講義概要を理解した上で，授業に臨んでいる。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 
問 6．学内における学修や研究を通じて，より学修意欲が湧いた。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 
問 7．現在履修している課程において，満足に専門分野の学修ができている。  
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 
問 8．現在履修している自身の専門分野と異なる専門分野の学修に興味がある。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 
問 9．授業中，オフィスアワー及びメールなどを利用し，教員に質問したり教員とディスカッションしたりして，

コミュニケーションを積極的にとっている。 
1 そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 10．学生生活を過ごす中で，留学に興味が湧くようになった。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 11．母国及び自身が興味を持っている外国の文化について，基礎的な知識がある。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 12．あなたの在学中における海外経験について，お聞きします。海外経験がない場合は 1 を，海外経験がある

場合は，2～7 の中から当てはまるものを全て選んでください（複数回答可）。  
1．海外経験がない  2．海外経験がある（留学：1 年未満） 3．海外経験がある（留学：1 年以上） 
4．海外経験がある（学会） 5．海外経験がある（インターンシップ）  6．海外経験がある（観光等） 
7．海外経験がある（その他       ） 



 

問 13．留学（短期・長期問わず）を考えている。 
1．留学したいと思わない  2．あまり留学したいと思わない 3．どちらともいえない   
4．できれば留学したいと思う  5．必ず留学したいと思う 

 

問 14．授業内でのグループ活動，研究室活動及び課外活動等で，留学生と交流している。  
1．交流したことがない  2．あまり交流したことがない 3．どちらともいえない   
4．交流したことがある  5．積極的に交流している 

 

問 15．ディスカッションやプレゼンテーションなど，人前で発言したり説明したりすることは得意である。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 16．学修や研究の過程で生じた疑問等を解決するために，必要な道筋を立てることができる。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 17．学修や研究の過程で生じた課題や目標に向かって，主体的に考え行動に移すことができる。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 18．学修の際に，学内の学習スペースを利用している。 
1．利用していない  2．あまり利用していない 3．どちらともいえない   
4．少し利用している  5．よく利用している 

 

問 19．興味のある課外活動に取り組めている。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 20． 大学をより良くする取り組みについて，興味のあるものを，次の中から全て選んでください（複数回答

可）。 
1. ピアサポーター  2. 図書館サポーター  3. キャンパスガイドサポーター  4. 学勢調査スタッフ 
5. 省エネサポーター  6. 環境安全サポーター 7. 授業評価 8. その他（    ）  9. 興味がない  

 

問 21．学内で開催される講演会やシンポジウムに参加するように心掛けている。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 
※博士後期課程の方は，問 23 へ。 
問 22．学士課程・修士課程・専門職学位課程の皆さんにお聞きします。課程卒業・修了後の進路として，今の時

点で考えているものを，学士課程の方は 1～4 の中から，修士課程・専門職学位課程の方は 2～4 の中から選

んでください。 
1．修士課程まで進学    2．博士後期課程まで進学    3．就職     4．未定 

 

問 23．卒業（修了）後の自分自身の将来像を，具体的に考えている。 
1．そう思わない  2．あまりそう思わない 3．どちらともいえない  4．ややそう思う  5．そう思う 

 

問 24．最終学歴終了後の進路として，考えているものを，次の中から選んでください。 
1．大学教員   2．研究職（大学以外）  3．教育職（大学以外）  4．技術職 
5．就職（1～4 を除く）  6．起業  7．その他の進路（         ）  8．未定 

 
問 25．卒業（修了）時までに習得したい事柄を，次の中から 3 つまで選んでください。 
1．専門分野の研究能力  2．幅広い視野を持った研究能力  3．社会で役に立つ実用的な知識 
4．国際的に活躍できる能力（専門英語力，異文化理解・対応）  5．課題発見・解決能力   
6．創造的な思考能力  7．科学技術者倫理・法令遵守などの社会が求める倫理観  8．豊かな教養 
9．その他（      ） 

 



問 26．最後に，本学の教育に対する改善提案などがありましたら，どのようなことでも構いませんので記述して

ください。（自由記述） 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 



FY2015                                                               
Tokyo Tech 

Tokyo Institute of Technology 

Student Survey 

 
Tokyo Tech is conducting a survey to assess how current students are engaging in their studies 

and what they seek to achieve through their learning. The results will be used to enhance the 
future contents and methods of education at the Institute. 

The results of this survey will be made in public until February 2016 through the website of 
“Educational Planning Office”.（URL: http://www.eduplan.titech.ac.jp/w/） 
 
 
1: Please indicate the average time you spend per week studying outside class for a course (excluding 
undergraduate laboratory programs, etc.) 
Note: If 1 hour and 30 minutes, write “90 minutes” 
（      ）minutes 

 
2: I am aware of the courses I must take for my current academic program and the academic program I am 

planning to take in the future. 
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree  

 
3: I know the details of the policy on education (admission policy, curriculum policy, and diploma policy) of my 
current academic program. 
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
4: I refer to the syllabus when studying. 
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
5: I attend my classes having understood the course description of each class.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
6: I have become more motivated to study through my studies and research at the Institute.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
7: I am satisfied with my studies in the specialized field of my current academic program. 
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
8: I am interested in a field that is different from my current specialized field of study. 
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
9: I have communicated with faculty members by asking questions or engaging in discussions during class, 
office hours, or by e-mail.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
10: I have become interested in studying abroad through my experiences as a college student.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

  
11: I have basic knowledge of the culture of my home country as well as that of foreign countries which I am 
interested in.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
 
 
 
 
 



12: This question is about your experiences abroad while studying at the Institute. Please circle 1 if you have 
had no experiences abroad, and circle all numbers from 2 to 7 that apply to you if you do (multiple answers 
allowed).  
1. I have no experiences abroad   
2. I have studied abroad (less than one year) 
3. I have studied abroad (more than one year) 
4. I have attended academic conferences abroad   
5. I have participated in internships abroad   
6. I have been to travel abroad for leisure 
7. I have had other experiences abroad 

 
13: I am thinking of studying abroad (short/long term). 
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
14: I interact with international students through group activities in class, lab activities, or extra-curricular 
activities.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
15: I am good at stating my opinions and explaining things in front of people in discussions and 
presentations.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
16: I am able to take the necessary steps to find solutions to questions and problems that arise in the course 
of studying or conducting research.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
17: I am able to think and act proactively towards the issues and objectives arising from my studies or 
research.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
18: I use the study space in the Institute when studying.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
19: I take part in extra-curricular activities that interest me.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 

20: Please circle all the initiatives, which contribute to the improvement of the Institute, that interest you 
(multiple answers allowed).  
1. Peer counselor   
2. Library supporter   
3. Campus guide    
4. Student survey staff 
5. Energy conservation supporter   
6. Environmental safety supporter  
7. Course evaluation  
8. Other (          )   
9. I have no interest  

 
21: I have attended lectures and symposiums held at the Institute.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
*Doctoral degree students, proceed to number 23. 
22: The following is for undergraduate program, master's program, and professional degree program students. 

Please circle what you are planning to do, at this time, after graduating or finishing your program. 
Undergraduate program students, choose from 1 to 4. Master's program and professional degree program 
students, choose from 2 to 4. 

1. Master’s degree 
2. Doctoral degree 
3. Find employment 
4. Undecided 



 
23: I have a specific idea of what I will be doing after graduation.  
1. Disagree  2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree  4. Somewhat agree  5. Agree 

 
24: Please circle what you are planning to do after completing your education. 
1. Research and education in a university    
2. Research (excluding universities)   
3. Education (excluding universities)   
4. Engineer 
5. Find employment (excluding 1 to 4)   
6. Entrepreneur/start a business   
7. Other (              )   
8. Undecided 

 
25: Please circle up to three skills or abilities you would like to acquire by the time you graduate.  
1. Research skills in a specialized field of study   
2. Research skills based on a broad perspective    
3. Practical knowledge and skills 
4. Skills to be able to play an active role at an international level (specialized English skills, understanding 

and responding to cultural differences)    
5. Ability to identify and solve problems   
6. Creative thinking skills   
7. Ethical values in the field of science and technology as well as those required as a member of society (such 

as compliance with the law)   
8. A broad range of knowledge 
9. Other (       ) 

 
26: If you have any opinions or suggestions about how Tokyo Tech can improve its quality of education and 
research, please share them in the space below. (Comments) 
 

 

Thank you very much for your cooperation.  


