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人文科学・社会科学系の学部学生における大学院進学の意向調査 

アンケート項目（素案） 

 
■調査基本情報 
・調査期間：2023 年○月（約 1 か月程度）（予定） 
・調査対象：国公私立大学のうち、人文科学・社会科学系の学部（学科を含む。以下同じ。）

に在籍する 4 年次以上の学生（約 30 万人：令和４年度学校基本調査の「人文科

学」「社会科学」の学部に在籍する 4 年次以上の学生の合計） 
・調査方法：ウェブアンケート（Microsoft Forms） ※所要時間 5～10 分 
・調査方法： 

・人文科学・社会科学系の学部を持つ大学に対してアンケート調査を依頼。 
・当該学部に在籍する 4 年次以上の学生にアンケートを回答してもらう。 

 
 
■アンケート項目（＊：必須） 
 
あなたに関する質問 
（1） あなたが在籍する大学の設置区分を選択してください。（＊） 
・国立 
・公立 
・私立 
 
（2） あなたが在籍する大学がある地域を選択してください。 

（複数のキャンパスがある場合、あなたが在籍しているキャンパスの地域を選択してく

ださい。）（＊） 
・北海道 
・東北（青森県，岩手県，秋田県，宮城県，山形県，福島県） 
・関東（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県） 
・中部（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛知県） 
・近畿（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県） 
・中国（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県） 
・四国（徳島県，香川県，愛媛県，高知県） 
・九州・沖縄（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県） 
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（3） あなたが在籍する学部・学科の分野を選択してください。（＊） 
学部・学科の分野が分からないときは、下記をご参照ください。 
参考：学科系統分類表 
https://www.mext.go.jp/content/20221221-mxt_chousa01-000013781_020.pdf 
・人文科学（文学） 
・人文科学（史学） 
・人文科学（哲学） 
・人文科学（その他） 
・社会科学（法学・政治学） 
・社会科学（商学・経済学） 
・社会科学（社会学） 
・社会科学（その他） 
・その他 
・分からない 
 
（4） 在籍している大学には、在籍している専攻分野に関連する大学院（研究科・専攻）は

設置されていますか。（＊） 
・設置されている 
・設置されていない 
・わからない 
 
（5） あなたの年齢を回答してください。（2023 年〇月〇日時点）（半角数字のみ）（任意） 
 
（6） あなたの性別を選択してください。（任意） 
・男性 
・女性 
・その他・回答したくない 
  
（7） 在籍する大学で、研究室やゼミ※へ所属した経験はありますか。（＊） 
※ゼミ全体を通じた何らかの成果物（卒論、ゼミ論文等）の作成・提出が必須であるものに限ります。 

・ある（現在所属している、以前所属していた） 
→（8）へ 
・ない 
→（9）へ 
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（8） 【研究室やゼミに所属した経験がある方にお伺いします。】 
これまでの研究室やゼミの満足度について、いずれかを選択してください。（＊） 

・大変満足 
・満足 
・どちらでもない 
・不満 
・大変不満 
・分からない（所属して間もない等） 
 
（9） あなたは卒業論文等※を提出する予定がありますか。（＊） 
※卒業論文、卒業研究、卒業制作その他これらに類するものをいいます。 

・必修科目として提出する予定がある 
・卒業の要件ではないが、任意科目として提出する予定がある 
・提出する予定はない 
 
（10） 授業料等免除に関する状況を教えてください。（＊） 
・授業料等免除を受けている、受けたことがある 
・授業料等免除を受けたことがない 
 
（11） 奨学金の受給状況を教えてください。（＊） 
・日本学生支援機構からの給付型奨学金を受給している、受給していたことがある 
・日本学生支援機構からの貸与型奨学金を受給している、受給していたことがある 
・日本学生支援機構以外の団体からの給付型奨学金を受給している、受給していたことがある  
・日本学生支援機構以外の団体からの貸与型奨学金を受給している、受給していたことがある 
・受給したことはない 
 
（12） 現在の就職活動に関する状況について教えてください。（＊） 
・既に何らかの職種にて内々定・内定を得ている 
・具体的な選考が進んでいる、エントリーシートを提出している 
・就職活動に向けた情報収集や自己分析を行っている 
・現時点で特に活動していないが、これから開始する予定 
・就職活動を行うかどうか、決めていない 
・就職活動を行う予定はない 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＜改ページ＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
大学院進学に関する質問 
（13） 現時点での大学院進学に関する状況やお考えを選択してください。（＊） 
・進学を希望している  
→（14）へ 

・進学するか迷っている（就職活動の状況による場合も含む） 
→（18）へ 

・今は進学しないが、いずれ大学院で学びたい、学ぶつもりである（社会人学生など） 
→（20）へ 

・進学するつもりはない、検討していない 
→（22）へ 

 
（14） 【大学院への進学を希望している方へ伺います。】 

大学院への進学を希望するようになった時期はいつですか。（＊） 
・大学入学前 
・学部 1 年生時 
・学部 2 年生時 
・学部 3 年生時 
・学部 4 年生時 
・その他 
 
（15） 【大学院への進学を希望している方へ伺います。】 
  進学を希望する大学院は、あなたが在籍している大学に設置されている大学院ですか。

（＊）（進学を希望する大学院が複数ある場合は、第一希望の大学院についてお答えください。） 
・はい 
・いいえ 
・まだ決まっていない 
 
（16） 【大学院への進学を希望している方へ伺います。】 
  進学を希望する専攻は、あなたが在籍する学部・学科の分野と同じですか。（＊） 
・全く同じ・ほとんど同じ 
・同じ分野が含まれるが、まったく同じではない 
・異なる 
・まだ決めていない 
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（17） 【大学院への進学を希望している方へ伺います】 
大学院に進学したいと思える理由（魅力）は何ですか。（最大 3 つまで選択可）（＊） 

・研究したい課題や問題意識がある 
・自分自身の能力技能を高めることに関心がある 
・大学教員や研究者になるために必須だから 
・フェローシップ等の研究奨励金が得られるから 
・就職希望先で修士号や博士号の学位が有利に働くから 
・修士号や博士号を取れば、良い仕事や良い収入が期待できるから 
・尊敬している人や目標としている人が進学しているから 
・親や指導教員から進学を勧められたから 
・学生でいたい、もしくは学生の身分が必要だから 
・その他（自由記述） 
 
→回答後（24）へ ＜全員対象の質問へ戻る＞ 
 
（18） 【進学するか迷っている方へ伺います】 

大学院に進学したいと思える理由（魅力）は何ですか。（最大 3 つまで選択可）（＊） 
・研究したい課題や問題意識がある 
・自分自身の能力技能を高めることに関心がある 
・大学教員や研究者になるために必須だから 
・フェローシップ等の研究奨励金が得られるから 
・就職希望先で修士号や博士号の学位が有利に働くから 
・修士号や博士号を取れば、良い仕事や良い収入が期待できるから 
・尊敬している人や目標としている人が進学しているから 
・親や指導教員から進学を勧められたから 
・学生でいたい、もしくは学生の身分が必要だから 
・その他（自由記述） 
 
（19） 【進学するか迷っている方へ伺います】 

大学院に進学したくないと思える理由（難点）は何ですか。（最大 3 つまで選択可）（＊） 
・社会に出て仕事がしたい 
・経済的に自立したい 
・大学より企業の方が研究環境がよい 
・社会人になった後でも大学院での学修は可能だから 
・大学教員などの仕事に魅力を感じない 
・研究室の環境が望ましくない（競争が激しい、ストレスが多い、過酷等） 
・現在の成績では大学院進学は難しい 
・大学院進学すると生活の経済的見通しが立たないから 
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・大学院進学コストに対して生涯賃金などのパフォーマンスが悪いから 
・大学院進学に値する研究テーマが見つからないから 
・大学院に進学すると修了後の就職が心配だから 
・大学院での教育・研究活動がよく分からないから 
・その他（自由記述） 
 
→回答後（24）へ ＜全員対象の質問へ戻る＞ 
 
（20） 【今は進学しないが、いずれ大学院で学びたい、学ぶつもりである方へ伺います】 

いずれ大学院に進学したいと思える理由（魅力）は何ですか。（最大 3 つまで選択可）（＊） 
・研究したい課題や問題意識がある 
・自分自身の能力技能を高めることに関心がある 
・大学教員や研究者になるために必須だから 
・フェローシップ等の研究奨励金が得られるから 
・就職希望先で修士号や博士号の学位が有利に働くから 
・修士号や博士号を取れば、良い仕事や良い収入が期待できるから 
・尊敬している人や目標としている人が進学しているから 
・親や指導教員から進学を勧められたから 
・その他（自由記述） 
 
（21） 【今は進学しないが、いずれ大学院で学びたい方、学ぶつもりである方へ伺います】 

今は大学院に進学したくないと思える理由（難点）は何ですか。（最大 3 つまで選択可）

（＊） 
・社会に出て仕事がしたい 
・経済的に自立したい 
・大学より企業の方が研究環境がよい 
・社会人になった後でも大学院での学修は可能だから 
・現在の成績では大学院進学は難しい 
・現時点では大学院進学すると生活の経済的見通しが立たないから 
・大学院進学コストに対して生涯賃金などのパフォーマンスが悪いから 
・現時点では大学院進学に値する研究テーマが見つからないから 
・大学院に進学すると修了後の就職が心配だから 
・現時点では大学院での教育・研究活動がよく分からないから 
・その他（自由記述） 
 
→回答後（24）へ ＜全員対象の質問へ戻る＞ 
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（22） 【大学院に進学するつもりはない、検討していない方へ伺います】 
大学院に進学しないことを決めた時期はいつですか。（＊） 

・大学入学前 
・学部 1 年生時 
・学部 2 年生時 
・学部 3 年生時 
・学部 4 年生時 
・そもそも考えたことがない 
・その他（自由記述） 
 
（23） 【大学院に進学するつもりはない、検討していない方へ伺います】 

大学院に進学したくないと思える理由（難点）は何ですか。（最大 3 つまで選択可）（＊） 
・社会に出て仕事がしたい 
・経済的に自立したい 
・大学より企業の方が研究環境がよい 
・社会人になった後でも大学院での学修は可能だから 
・大学教員などの仕事に魅力を感じない 
・研究室の環境が望ましくない（競争が激しい、ストレスが多い、過酷等） 
・現在の成績では大学院進学は難しい 
・大学院に進学すると生活の経済的見通しが立たないから 
・大学院進学コストに対して生涯賃金などのパフォーマンスが悪いから 
・大学院進学に値する研究テーマが見つからないから 
・大学院に進学すると修了後の就職が心配だから 
・大学院での教育・研究活動がよく分からないから 
・そもそも大学院に関心がない 
・その他（自由記述） 
 
→回答後（24）へ ＜全員対象の質問へ戻る＞ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＜改ページ＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
大学院のイメージ、大学院進学の条件に関する質問 
（24） 大学院や大学院での教育研究に関するイメージとして、下記の内容について「そう思

う」「どちらかと言えばそう思う」「どちらかと言えばそう思わない」「そう思わない」か

ら回答してください。（＊） 
・大学院卒の方が学部卒より就職に有利だ 
・大学院卒は学部卒より高収入になりやすい 
・大学院は研究者や教員志望の人が行くところだ 
・大学院に進学すると資格や免許取得に役立つ 
・大学院に進学すると、専門的な知識や研究能力が身につく 
・大学院に進学すると、社会で幅広く役立つ高度な能力やスキルが身につく 
・大学院に進学すると、就職先がなくなる 
・大学院に進学すると、在学中、生活が困窮する 
・大学院に進学すると、在学中、研究で忙しくなる 
・大学院に進学すると、在学中、人間関係等でストレスを抱える 
・大学院に進学すると、在学中、閉塞的で、孤独を感じる 
・大学院に進学すると、定められた年限（修士２年、博士３年）で修了できない 
・大学院で行われている教育や研究の内容がよくわからない 
 
 
（25） どのような取組があれば大学院進学者が増加すると思いますか。（最大 3 つまで選択

可）（＊） 
・民間企業等において大学院卒業者の雇用が増加する 
・賃金や昇進優遇等、大学院卒業者の民間企業等における雇用条件が改善する 
・産業界で幅広く活躍できるスキルが身に着く 
・進学や編入が容易になる 
・大学院在籍者に対する経済的支援が拡充する・大学院（研究室・ゼミ）の資料や設備等の研

究環境が充実する 
・大学院（研究室・ゼミ）の人間関係や指導体制等の環境が改善される 
・定められた年限（修士２年、博士３年）できちんと修了できる 
・大学院の年限（修士２年、博士３年）の短縮を可能とする（例：修士１年） 
・インターンシップや共同研究を通じて企業や他の大学院・分野とのつながりを持てるよう

になる 
・国際学会への参加や留学などで国際的経験が積める 
・大学教員へ就職できる可能性が広がる、雇用条件が向上する 
・その他 
・特にない、分からない 
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（26） 大学院卒の学生の就職後の賃金について、例えば以下のような研究成果が示されて

います。学部卒の学生と比較して、大学院卒の学生は、年収や時間当たりの賃金が高いと

いう情報を知っていましたか。 
 
－－－－－－－－－－ 
※賃金プレミアムの研究成果を紹介予定 
－－－－－－－－－－ 
 
・知っていた 
・知らなかった 
 
（27） 上記の情報を知って、大学院進学への意欲や関心は高まりましたか。 
・はい 
・いいえ 
 

以上 


