
Q-ID 大問文 質問文 質問パターン
属性  学籍番号 Null
属性  学部 学部(2)
属性  セメスター セメスター(9)
属性  言語基準 言語基準(2)
属性 国内学生／国際学生 国内学生／国際学生(2)

Q1(1) 学習サポートについて
(1)APUでは学習支援制度として次のしくみがあります。利用し
たことがあるものを教えてください。

施設(8)

Q1(2) 学習サポートについて
学習サポートについて、あなたの考え（たとえば、補足したいこ
と、より具体的な状況の説明、具体的な改善案、など）があれ
ば書いてください。

Null

Q2(1) 学びの深まりについて
(1)次の意見に対する、あなたの賛同の度合いを選択してくだ
さい。
①授業の学問的・学術的な水準を高めてほしいと感じる

賛同の度合(5)

Q2(2) 学びの深まりについて
(2)上記(1)の意見について、あなたの考え（たとえば、補足した
いこと、より具体的な状況の説明、具体的な改善案、など）があ
れば書いてください。

Null

Q3(1)① 情報伝達と情報利用のしやすさについて
(1)次の各意見に対する、あなたの賛同の度合いを選択してく
ださい。
①シラバスを見やすく、使いやすくしてほしい

賛同の度合(5)

Q3(1)② 情報伝達と情報利用のしやすさについて ②キャンパスターミナルを改善してほしい 賛同の度合(5)
Q3(1)③ 情報伝達と情報利用のしやすさについて ③manabaを改善してほしい 賛同の度合(5)
Q3(2) 情報伝達と情報利用のしやすさについて (2)上記(1)の意見について、あなたの考え Null

Q4(1)① オンライン授業の形態について

(1)次の各意見に対する、あなたの賛同の度合いを選択してく
ださい。
① 大学の授業は今後もオンライン形式を選択できるように残し
てほしい

賛同の度合(5)

Q4(1)② オンライン授業の形態について ② ビデオを視聴するタイプの授業があってもよい 賛同の度合(5)

Q4(1)③ オンライン授業の形態について
③ APUの授業単位として、他大学のオンライン授業の単位を
認めてもらえるようにしてほしい

賛同の度合(5)

Q4(2) オンライン授業の形態について
(2)上記(1)の意見について、あなたの考え（たとえば、補足した
いこと、より具体的な状況の説明、具体的な改善案、など）があ
れば書いてください。

Null

Q5(1)① その他：授業およびカリキュラム関連について
(1)次の各意見に対する、あなたの賛同の度合いを選択してく
ださい。
①履修登録の制度を改善してほしい

賛同の度合(5)

Q5(1)② その他：授業およびカリキュラム関連について ②昼休みが欲しい 賛同の度合(5)
Q5(1)③ その他：授業およびカリキュラム関連について ③（教員による）マナバの活用方法を改善してほしい 賛同の度合(5)
Q5(1)④ その他：授業およびカリキュラム関連について ④グループワークを改善してほしい 賛同の度合(5)
Q5(1)⑤ その他：授業およびカリキュラム関連について ⑤フィードバック（課題など）の方法を改善してほしい 賛同の度合(5)
Q5(1)⑥ その他：授業およびカリキュラム関連について ⑥成績評価方法（透明性や効率性など）を改善してほしい 賛同の度合(5)

Q5(2) その他：授業およびカリキュラム関連について
(2)上記(1)の意見について、あなたの考え（たとえば、補足した
いこと、より具体的な状況の説明、具体的な改善案、など）があ
れば書いてください。

Null

Q6(1)① カフェテリアについて
(1)次の意見に対する、あなたの賛同の度合いを選択してくだ
さい。
①カフェテリアの利用時間やメニューを改善してほしい

賛同の度合(5)

Q6(2) カフェテリアについて
(2)上記(1)の意見について、あなたの考え（たとえば、補足した
いこと、より具体的な状況の説明、具体的な改善案、など）があ
れば書いてください。

Null

Q7(1)① 学生間交流について
(1)次の意見に対する、あなたの賛同の度合いを選択してくだ
さい。
①国際交流の機会（交流イベント等）を増やしてほしい

賛同の度合(5)

Q7(1)② 学生間交流について ②他大学との交流の機会を増やしてほしい 賛同の度合(5)

Q7(2) 学生間交流について
(2)上記(1)の意見について、あなたの考え（たとえば、補足した
いこと、より具体的な状況の説明、具体的な改善案、など）があ
れば書いてください。

Null

Q8(1)① 学生支援（安心・安全）カウンセリングサポートについて
(1)次の意見に対する、あなたの賛同の度合いを選択してくだ
さい。
①メンタルヘルスの支援を行ってほしい。

賛同の度合(5)

Q8(2) 学生支援（安心・安全）カウンセリングサポートについて
2)上記(1)の意見について、あなたの考え（たとえば、補足した
いこと、より具体的な状況の説明、具体的な改善案、など）があ
れば書いてください。

Null

Q9(1) 上記Q1～Q8以外の大学に届けたい声について
あなたが大学に届けたい意見を書いてください。さらに、その
意見の属するカテゴリーを下記のタグから選択してください。

意見(13)

Q9(2) 上記Q1～Q8以外の大学に届けたい声について あなたが大学に届けたい意見を書いてください。 Null



Q-ID 質問パターン 回答記号 回答⽂
 学籍番号 Null 学籍番号⼊⼒
学部(2) 1 APS
学部(2) 2 APM
セメスター(9) 1 1
セメスター(9) 2 2
セメスター(9) 3 3
セメスター(9) 4 4
セメスター(9) 5 5
セメスター(9) 6 6
セメスター(9) 7 7
セメスター(9) 8 8
セメスター(9) 9 9以上
⾔語基準(2) 1 ⽇本語
⾔語基準(2) 2 英語
国内学⽣／国際学⽣(2) 1 国内学⽣
国内学⽣／国際学⽣(2) 2 国際学⽣

Q1(1)
Q1(1)APUでは学習⽀援制度として次のしくみがあります。利⽤したことがあるものを教
えてください(8)

1
アカデミックアドバイジング（タイムマネジメントやストレスマネジメ
ントのセミナーなど）

Q1(1)
Q1(1)APUでは学習⽀援制度として次のしくみがあります。利⽤したことがあるものを教
えてください(8)

2 ライティングセンター

Q1(1)
Q1(1)APUでは学習⽀援制度として次のしくみがあります。利⽤したことがあるものを教
えてください(8)

3 AMC（Analytics and Math Center）

Q1(1)
Q1(1)APUでは学習⽀援制度として次のしくみがあります。利⽤したことがあるものを教
えてください(8)

4 ALRCS（Academic＆Learning Resource Core Staff）

Q1(1)
Q1(1)APUでは学習⽀援制度として次のしくみがあります。利⽤したことがあるものを教
えてください(8)

5 SALC（⾔語学習センター）

Q1(1)
Q1(1)APUでは学習⽀援制度として次のしくみがあります。利⽤したことがあるものを教
えてください(8)

6 SEA（学⽣留学アドバイザー)

Q1(1)
Q1(1)APUでは学習⽀援制度として次のしくみがあります。利⽤したことがあるものを教
えてください(8)

7 上記学習⽀援制度を１つ以上知っているが、利⽤したことはない

Q1(1)
Q1(1)APUでは学習⽀援制度として次のしくみがあります。利⽤したことがあるものを教
えてください(8)

8 上記学習⽀援制度を１つも知らなかったため、利⽤したことがない

Q1(2)
Q1(2)学習サポートについて、あなたの考え（たとえば、補⾜したいこと、より具体的な
状況の説明、具体的な改善案、など）があれば書いてください。

Null 記述

Q2(1)
Q2(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①授業の学問的・学術的な⽔準を⾼めてほしいと感じる(5)

1 強く賛同する

Q2(1)
Q2(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①授業の学問的・学術的な⽔準を⾼めてほしいと感じる(5)

2 賛同する

Q2(1)
Q2(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①授業の学問的・学術的な⽔準を⾼めてほしいと感じる(5)

3 どちらともいえない

Q2(1)
Q2(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①授業の学問的・学術的な⽔準を⾼めてほしいと感じる(5)

4 賛同しない

Q2(1)
Q2(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①授業の学問的・学術的な⽔準を⾼めてほしいと感じる(5)

5 まったく賛同しない

Q2(2)
Q2(2)上記(1)の意⾒について、あなたの考え（たとえば、補⾜したいこと、より具体的な
状況の説明、具体的な改善案、など）があれば書いてください。

Null 記述

Q3(1)①
Q3(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
①シラバスを⾒やすく、使いやすくしてほしい(5)

1 強く賛同する

Q3(1)①
Q3(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
①シラバスを⾒やすく、使いやすくしてほしい(5)

2 賛同する

Q3(1)①
Q3(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
①シラバスを⾒やすく、使いやすくしてほしい(5)

3 どちらともいえない

Q3(1)①
Q3(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
①シラバスを⾒やすく、使いやすくしてほしい(5)

4 賛同しない

Q3(1)①
Q3(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
①シラバスを⾒やすく、使いやすくしてほしい(5)

5 まったく賛同しない

Q3(1)② Q3(1)②キャンパスターミナルを改善してほしい(5) 1 強く賛同する
Q3(1)② Q3(1)②キャンパスターミナルを改善してほしい(5) 2 賛同する
Q3(1)② Q3(1)②キャンパスターミナルを改善してほしい(5) 3 どちらともいえない
Q3(1)② Q3(1)②キャンパスターミナルを改善してほしい(5) 4 賛同しない
Q3(1)② Q3(1)②キャンパスターミナルを改善してほしい(5) 5 まったく賛同しない
Q3(1)③ Q3(1)③manabaを改善してほしい(5) 1 強く賛同する
Q3(1)③ Q3(1)③manabaを改善してほしい(5) 2 賛同する
Q3(1)③ Q3(1)③manabaを改善してほしい(5) 3 どちらともいえない
Q3(1)③ Q3(1)③manabaを改善してほしい(5) 4 賛同しない
Q3(1)③ Q3(1)③manabaを改善してほしい(5) 5 まったく賛同しない

Q3(2)
Q3(2)上記(1)の意⾒について、あなたの考え（たとえば、補⾜したいこと、より具体的な
状況の説明、具体的な改善案、など）があれば書いてください。

Null 記述

Q4(1)①
Q4(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① ⼤学の授業は今後もオンライン形式を選択できるように残してほしい(5)

1 強く賛同する

Q4(1)①
Q4(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① ⼤学の授業は今後もオンライン形式を選択できるように残してほしい(5)

2 賛同する



Q-ID 質問パターン 回答記号 回答⽂

Q4(1)①
Q4(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① ⼤学の授業は今後もオンライン形式を選択できるように残してほしい(5)

3 どちらともいえない

Q4(1)①
Q4(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① ⼤学の授業は今後もオンライン形式を選択できるように残してほしい(5)

4 賛同しない

Q4(1)①
Q4(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① ⼤学の授業は今後もオンライン形式を選択できるように残してほしい(5)

5 まったく賛同しない

Q4(1)② Q4(1)② ビデオを視聴するタイプの授業があってもよい(5) 1 強く賛同する
Q4(1)② Q4(1)② ビデオを視聴するタイプの授業があってもよい(5) 2 賛同する
Q4(1)② Q4(1)② ビデオを視聴するタイプの授業があってもよい(5) 3 どちらともいえない
Q4(1)② Q4(1)② ビデオを視聴するタイプの授業があってもよい(5) 4 賛同しない
Q4(1)② Q4(1)② ビデオを視聴するタイプの授業があってもよい(5) 5 まったく賛同しない

Q4(1)③
Q4(1)③ APUの授業単位として、他⼤学のオンライン授業の単位を認めてもらえるように
してほしい(5)

1 強く賛同する

Q4(1)③
Q4(1)③ APUの授業単位として、他⼤学のオンライン授業の単位を認めてもらえるように
してほしい(5)

2 賛同する

Q4(1)③
Q4(1)③ APUの授業単位として、他⼤学のオンライン授業の単位を認めてもらえるように
してほしい(5)

3 どちらともいえない

Q4(1)③
Q4(1)③ APUの授業単位として、他⼤学のオンライン授業の単位を認めてもらえるように
してほしい(5)

4 賛同しない

Q4(1)③
Q4(1)③ APUの授業単位として、他⼤学のオンライン授業の単位を認めてもらえるように
してほしい(5)

5 まったく賛同しない

Q4(2)
Q4(2)上記(1)の意⾒について、あなたの考え（たとえば、補⾜したいこと、より具体的な
状況の説明、具体的な改善案、など）があれば書いてください。

Null 記述

Q5(1)①
Q5(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
① 履修登録の制度を改善してほしい(5)

1 強く賛同する

Q5(1)①
Q5(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
① 履修登録の制度を改善してほしい(5)

2 賛同する

Q5(1)①
Q5(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
① 履修登録の制度を改善してほしい(5)

3 どちらともいえない

Q5(1)①
Q5(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
① 履修登録の制度を改善してほしい(5)

4 賛同しない

Q5(1)①
Q5(1)①次の各意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
① 履修登録の制度を改善してほしい(5)

5 まったく賛同しない

Q5(1)② Q5(1)②昼休みが欲しい(5) 1 強く賛同する
Q5(1)② Q5(1)②昼休みが欲しい(5) 2 賛同する
Q5(1)② Q5(1)②昼休みが欲しい(5) 3 どちらともいえない
Q5(1)② Q5(1)②昼休みが欲しい(5) 4 賛同しない
Q5(1)② Q5(1)②昼休みが欲しい(5) 5 まったく賛同しない
Q5(1)③ Q5(1)③ （教員による）マナバの活⽤⽅法を改善してほしい(5) 1 強く賛同する
Q5(1)③ Q5(1)③ （教員による）マナバの活⽤⽅法を改善してほしい(5) 2 賛同する
Q5(1)③ Q5(1)③ （教員による）マナバの活⽤⽅法を改善してほしい(5) 3 どちらともいえない
Q5(1)③ Q5(1)③ （教員による）マナバの活⽤⽅法を改善してほしい(5) 4 賛同しない
Q5(1)③ Q5(1)③ （教員による）マナバの活⽤⽅法を改善してほしい(5) 5 まったく賛同しない
Q5(1)④ Q5(1)④ グループワークを改善してほしい(5) 1 強く賛同する
Q5(1)④ Q5(1)④ グループワークを改善してほしい(5) 2 賛同する
Q5(1)④ Q5(1)④ グループワークを改善してほしい(5) 3 どちらともいえない
Q5(1)④ Q5(1)④ グループワークを改善してほしい(5) 4 賛同しない
Q5(1)④ Q5(1)④ グループワークを改善してほしい(5) 5 まったく賛同しない
Q5(1)⑤ Q5(1)⑤ フィードバック（課題など）の⽅法を改善してほしい(5) 1 強く賛同する
Q5(1)⑤ Q5(1)⑤ フィードバック（課題など）の⽅法を改善してほしい(5) 2 賛同する
Q5(1)⑤ Q5(1)⑤ フィードバック（課題など）の⽅法を改善してほしい(5) 3 どちらともいえない
Q5(1)⑤ Q5(1)⑤ フィードバック（課題など）の⽅法を改善してほしい(5) 4 賛同しない
Q5(1)⑤ Q5(1)⑤ フィードバック（課題など）の⽅法を改善してほしい(5) 5 まったく賛同しない
Q5(1)⑥ Q5(1)⑥ 成績評価⽅法（透明性や効率性など）を改善してほしい(5) 1 強く賛同する
Q5(1)⑥ Q5(1)⑥ 成績評価⽅法（透明性や効率性など）を改善してほしい(5) 2 賛同する
Q5(1)⑥ Q5(1)⑥ 成績評価⽅法（透明性や効率性など）を改善してほしい(5) 3 どちらともいえない
Q5(1)⑥ Q5(1)⑥ 成績評価⽅法（透明性や効率性など）を改善してほしい(5) 4 賛同しない
Q5(1)⑥ Q5(1)⑥ 成績評価⽅法（透明性や効率性など）を改善してほしい(5) 5 まったく賛同しない

Q5(2)
Q5(2)上記(1)の意⾒について、あなたの考え（たとえば、補⾜したいこと、より具体的な
状況の説明、具体的な改善案、など）があれば書いてください。

Null 記述

Q6(1)①
Q6(1)（カフェテリアについて）
(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
カフェテリアの利⽤時間やメニューを改善してほしい(5)

1 強く賛同する

Q6(1)①
Q6(1)（カフェテリアについて）
(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
カフェテリアの利⽤時間やメニューを改善してほしい(5)

2 賛同する

Q6(1)①
Q6(1)（カフェテリアについて）
(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
カフェテリアの利⽤時間やメニューを改善してほしい(5)

3 どちらともいえない

Q6(1)①
Q6(1)（カフェテリアについて）
(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
カフェテリアの利⽤時間やメニューを改善してほしい(5)

4 賛同しない

Q6(1)①
Q6(1)（カフェテリアについて）
(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
カフェテリアの利⽤時間やメニューを改善してほしい(5)

5 まったく賛同しない



Q-ID 質問パターン 回答記号 回答⽂

Q6(2)
Q6(2)上記(1)の意⾒について、あなたの考え（たとえば、補⾜したいこと、より具体的な
状況の説明、具体的な改善案、など）があれば書いてください。

Null 記述

Q7(1)①
Q7(1)①次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①国際交流の機会（交流イベント等）を増やしてほしい(5)

1 強く賛同する

Q7(1)①
Q7(1)①次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①国際交流の機会（交流イベント等）を増やしてほしい(5)

2 賛同する

Q7(1)①
Q7(1)①次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①国際交流の機会（交流イベント等）を増やしてほしい(5)

3 どちらともいえない

Q7(1)①
Q7(1)①次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①国際交流の機会（交流イベント等）を増やしてほしい(5)

4 賛同しない

Q7(1)①
Q7(1)①次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。
①国際交流の機会（交流イベント等）を増やしてほしい(5)

5 まったく賛同しない

Q7(1)② Q7(1)② 他⼤学との交流の機会を増やしてほしい(5) 1 強く賛同する
Q7(1)② Q7(1)② 他⼤学との交流の機会を増やしてほしい(5) 2 賛同する
Q7(1)② Q7(1)② 他⼤学との交流の機会を増やしてほしい(5) 3 どちらともいえない
Q7(1)② Q7(1)② 他⼤学との交流の機会を増やしてほしい(5) 4 賛同しない
Q7(1)② Q7(1)② 他⼤学との交流の機会を増やしてほしい(5) 5 まったく賛同しない

Q7(2)
Q7(2)上記(1)の意⾒について、あなたの考え（たとえば、補⾜したいこと、より具体的な
状況の説明、具体的な改善案、など）があれば書いてください。

Null 記述

Q8(1)①
Q8(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① メンタルヘルスの⽀援を⾏ってほしい。(5)

1 強く賛同する

Q8(1)①
Q8(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① メンタルヘルスの⽀援を⾏ってほしい。(5)

2 賛同する

Q8(1)①
Q8(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① メンタルヘルスの⽀援を⾏ってほしい。(5)

3 どちらともいえない

Q8(1)①
Q8(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① メンタルヘルスの⽀援を⾏ってほしい。(5)

4 賛同しない

Q8(1)①
Q8(1)次の意⾒に対する、あなたの賛同の度合いを選択してください。（5段階）
① メンタルヘルスの⽀援を⾏ってほしい。(5)

5 まったく賛同しない

Q8(2)
Q8(2)上記(1)の意⾒について、あなたの考え（たとえば、補⾜したいこと、より具体的な
状況の説明、具体的な改善案、など）があれば書いてください。

Null 記述

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

1
学⽣⽣活（APハウス・別府での⽣活・通学・交通・学費と奨学⾦・アル
バイト・病気・けが・健康・悩み・不安・困ったこと など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

2
カリキュラム （授業・科⽬・分野・履修登録・時間割・ゼミ・シラバ
ス など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

3 ⾔語学習・留学プログラム （交換留学 など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

4 教育の質 （⽔準・単位・⾔語能⼒・専⾨科⽬・難易度 など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

5
教員へのリクエスト（学⽣対応・連絡・テキスト・オフィスアワー・授
業内容・レポート など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

6
オンライン授業（授業の内容と⽅法・課題・グループワーク・存続の可
能性 など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

7
成績評価基準・授業評価アンケート（成績・授業・課題・レポート・科
⽬・ゼミ・グループワーク など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

8
正課外活動（国際交流・クラブ・サークル・ボランティア・天空祭・地
域交流 など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

9
⼤学と学⽣の間の情報伝達 （キャンパスターミナル・ウェブサイト・
manaba・E-mail など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

10
施設・設備（APハウス・⾷堂・カフェ・⽣協・図書館・体育館・改築・
増築 など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

11
オフィス（学⽣対応・連携・アカデミックオフィス・スチューデントオ
フィス・キャリアオフィス・リサーチオフィス・カウンセリングルー
ム・ヘルスクリニック・学⻑室・APハウス管理⼈室 など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

12
学⽣サポート（Writing Center・Analytic and Math Center・SALC・ア
ドバイジング・セミナー・履修相談・就職・⼤学院進学・将来のキャリ
ア など）

Q9(1)
Q9(1)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。さらに、その意⾒の属するカテゴ
リーを下記のタグから選択してください。(13)

13 その他

Q9(2) Q9(2)あなたが⼤学に届けたい意⾒を書いてください。 Null 記述



Q-ID Category Questions Question type
Student ID Null
College College(2)
Semester Semester(9)
Language base Language base(2)

Domestic student/ International student Domestic student/ International
student(2)

Q1(1) Study Support (1)APU offers the following study support services. Please
select all of the support services you have used at APU.

Support services (8)

Q1(2) Study Support
Please share your thoughts on APU's study support services.
(For example, any additional comments, concerns, or ideas for
improvements to support services.)

Null

Q2(1) Depth of Learning
(1) Agree / Disagree
①I want the university to improve the academic level of courses.

Scale of agree

Q2(2) Depth of Learning (2) Please share your thoughts on the academic level of APU
courses.

Null

Q3(1)① Availability and application of information
(1) Please choose your level of agreement with each of the
following statements (on a scale of 5).
① I would like class Syllabus to be easier to read and use.

Scale of agree

Q3(1)② Availability and application of information ② Please improve Campus Terminal. Scale of agree
Q3(1)③ Availability and application of information ③ Please improve Manaba. Scale of agree

Q3(2) Availability and application of information

(2)  Please write down your thoughts on the opinions in (1)
above, if you have any (e.g., something you would like to add, a
detailed explanation of the situation, or specific suggestions for
improvement).

Null

Q4(1)① Online class format

(1) Please choose your level of agreement with each of the
following statements (on a scale of 5).
① I would like the university to continue offering online classes
as an option.

Scale of agree

Q4(1)② Online class format ② It would be nice to have video-based classes. Scale of agree

Q4(1)③ Online class format ③ I would like APU to accept credits for online courses from
other universities.

Scale of agree

Q4(2) Online class format

(2) Please write down your thoughts on the opinions in (1)
above, if you have any (e.g., something you would like to add, a
detailed explanation of the situation, specific suggestions for
improvement).

Q5(1)① Other: Classes and curriculum-related issues
(1)  Please choose your level of agreement with each of the
following statements.
① I want the course registration system to be improved.

Scale of agree

Q5(1)② Other: Classes and curriculum-related issues ②I want a lunch break. Scale of agree

Q5(1)③ Other: Classes and curriculum-related issues ③I want faculty to make improvements to the way they use
Manaba for assignments and other classwork.

Scale of agree

Q5(1)④ Other: Classes and curriculum-related issues ④ I want group work improved. Scale of agree
Q5(1)⑤ Other: Classes and curriculum-related issues ⑤ I want the system for feedback (for issues, etc.) improved. Scale of agree

Q5(1)⑥ Other: Classes and curriculum-related issues ⑥ I want the grading method improved (e.g. transparency,
efficiency, etc.).

Scale of agree

Q5(2) Other: Classes and curriculum-related issues

(2) Please write down your thoughts on the opinions in (1)
above, if you have any (e.g., something you would like to add, a
detailed explanation of the situation, specific suggestions for
improvement).

Q6(1)① Cafeteria

(1) Please choose your level of agreement with the following
statements.
① I want to see improvement in the cafeteria's menu and hours
of operation.

Scale of agree

Q6(2) Cafeteria

(2) Please write down your thoughts on the opinions in (1)
above, if you have any (e.g., something you would like to add, a
detailed explanation of the situation, specific suggestions for
improvement).

Q7(1)① Exchange Between Students
(1) Please choose your level of agreement with the following
statements.
①I want more opportunities for international exchange.

Scale of agree

Q7(1)② Exchange Between Students ② I want more opportunities for exchange with students from
other universities.

Scale of agree

Q7(2) Exchange Between Students

(2) Please write down your thoughts on the opinions in (1)
above, if you have any (e.g., something you would like to add, a
detailed explanation of the situation, specific suggestions for
improvement).

Q8(1)① Student support (safety and security), counseling support
(1) Please choose your level of agreement with the following
statements (on a scale of 5).
① I want support for mental health.

Scale of agree

Q8(2) Student support (safety and security), counseling support

(2) (Optional) Please write down your thoughts on the opinions
in (1) above, if you have any (e.g., something you would like to
add, a detailed explanation of the situation, specific suggestions
for improvement).

Null

Q9(1) Comments for the university other than those in Q1-Q8 above
Please write any comments you would like to communicate to
the university. Additionally, please select the category to which
your comment belongs from the tags listed below.

Comments (13)

Q9(2) Comments for the university other than those in Q1-Q8 above Please write any comments you would like to communicate to
the university.

Null



Q-ID 質問パターン 回答記号 回答⽂
Student ID Null Null
College(2) 1 APS
College(2) 2 APM
Semester(9) 1 1
Semester(9) 2 2
Semester(9) 3 3
Semester(9) 4 4
Semester(9) 5 5
Semester(9) 6 6
Semester(9) 7 7
Semester(9) 8 8
Semester(9) 9 9 and above
Language base(2) 1 Japanese
Language base(2) 2 English
Domestic student/ International student(2) 1 Domestic student
Domestic student/ International student(2) 2 International student

Q1(1)
(1)APU offers the following study support services. Please select all of the support services you have
used at APU.(8)

1
Academic Advising (Seminars such as Time Management Seminar,
etc.)

Q1(1)
(1)APU offers the following study support services. Please select all of the support services you have
used at APU.(8)

2 Writing Center

Q1(1)
(1)APU offers the following study support services. Please select all of the support services you have
used at APU.(8)

3 AMC（Analytics and Math Center）

Q1(1)
(1)APU offers the following study support services. Please select all of the support services you have
used at APU.(8)

4 ALRCS（Academic＆Learning Resource Core Staff）

Q1(1)
(1)APU offers the following study support services. Please select all of the support services you have
used at APU.(8)

5 SALC

Q1(1)
APU offers the following study support services. Please select all of the support services you have
used at APU.(8)

6 Student Exchange Advisor (SEA)

Q1(1)
APU offers the following study support services. Please select all of the support services you have
used at APU.(8)

7
I am aware that these services are available but have never used
them.

Q1(1)
APU offers the following study support services. Please select all of the support services you have
used at APU.(8)

8
I was not aware that the university provides these services which is
why I have never used them.

Q1(2)
Please share your thoughts on APU's study support services. (For example, any additional comments,
concerns, or ideas for improvements to support services.)

Null Comment

Q2(1)
(1)Agree / Disagree
①I want the university to improve the academic level of courses.(5)

1 Strongly agree

Q2(1)
(1)Agree / Disagree
①I want the university to improve the academic level of courses.(5)

2 Agree

Q2(1)
(1)Agree / Disagree
①I want the university to improve the academic level of courses.(5)

3 Neither agree nor disagree

Q2(1)
(1)Agree / Disagree
①I want the university to improve the academic level of courses.(5)

4 Disagree

Q2(1)
(1)Agree / Disagree
①I want the university to improve the academic level of courses.(5)

5 Strongly disagree

Q2(2)
(2) Please share your thoughts on the academic level of APU courses. (For example, any additional
comments, concerns, or ideas for improvements to courses.)

Null
Comment

Q3(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like class Syllabus to be easier to read and use.(5)

1 Strongly agree

Q3(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like class Syllabus to be easier to read and use.(5)

2 Agree

Q3(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like class Syllabus to be easier to read and use.(5)

3 Neither agree nor disagree

Q3(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like class Syllabus to be easier to read and use.(5)

4 Disagree

Q3(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like class Syllabus to be easier to read and use.(5)

5 Strongly disagree

Q3(1)② ② Please improve Campus Terminal.(5) 1 Strongly agree
Q3(1)② ② Please improve Campus Terminal.(5) 2 Agree
Q3(1)② ② Please improve Campus Terminal.(5) 3 Neither agree nor disagree
Q3(1)② ② Please improve Campus Terminal.(5) 4 Disagree
Q3(1)② ② Please improve Campus Terminal.(5) 5 Strongly disagree
Q3(1)③ ③ Please improve Manaba.(5) 1 Strongly agree
Q3(1)③ ③ Please improve Manaba.(5) 2 Agree
Q3(1)③ ③ Please improve Manaba.(5) 3 Neither agree nor disagree
Q3(1)③ ③ Please improve Manaba.(5) 4 Disagree
Q3(1)③ ③ Please improve Manaba.(5) 5 Strongly disagree

Q3(2)
(2)  Please write down your thoughts on the opinions in (1) above, if you have any (e.g., something
you would like to add, a detailed explanation of the situation, or specific suggestions for
improvement).

Null Comment

Q4(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like the university to continue offering online classes as an option. (5)

1 Strongly agree

Q4(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like the university to continue offering online classes as an option. (5)

2 Agree

Q4(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like the university to continue offering online classes as an option. (5)

3 Neither agree nor disagree

Q4(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like the university to continue offering online classes as an option. (5)

4 Disagree



Q4(1)①
(1) Please choose your level of agreement with each of the following statements (on a scale of 5).
① I would like the university to continue offering online classes as an option. (5)

5 Strongly disagree

Q4(1)② ② It would be nice to have video-based classes.(5) 1 Strongly agree
Q4(1)② ② It would be nice to have video-based classes.(5) 2 Agree
Q4(1)② ② It would be nice to have video-based classes.(5) 3 Neither agree nor disagree
Q4(1)② ② It would be nice to have video-based classes.(5) 4 Disagree
Q4(1)② ② It would be nice to have video-based classes.(5) 5 Strongly disagree
Q4(1)③ ③ I would like APU to accept credits for online courses from other universities.(5) 1 Strongly agree
Q4(1)③ ③ I would like APU to accept credits for online courses from other universities.(5) 2 Agree
Q4(1)③ ③ I would like APU to accept credits for online courses from other universities.(5) 3 Neither agree nor disagree
Q4(1)③ ③ I would like APU to accept credits for online courses from other universities.(5) 4 Disagree
Q4(1)③ ③ I would like APU to accept credits for online courses from other universities.(5) 5 Strongly disagree

Q4(2)
(2) Please write down your thoughts on the opinions in (1) above, if you have any (e.g., something you
would like to add, a detailed explanation of the situation, specific suggestions for improvement).

Null
Comment

Q5(1)①
(1)  Please choose your level of agreement with each of the following statements.
① I want the course registration system to be improved.(5)

1 Strongly agree

Q5(1)①
(1)  Please choose your level of agreement with each of the following statements.
① I want the course registration system to be improved.(5)

2 Agree

Q5(1)①
(1)  Please choose your level of agreement with each of the following statements.
① I want the course registration system to be improved.(5)

3 Neither agree nor disagree

Q5(1)①
(1)  Please choose your level of agreement with each of the following statements.
① I want the course registration system to be improved.(5)

4 Disagree

Q5(1)①
(1)  Please choose your level of agreement with each of the following statements.
① I want the course registration system to be improved.(5)

5 Strongly disagree

Q5(1)② ② I want a lunch break.(5) 1 Strongly agree
Q5(1)② ② I want a lunch break.(5) 2 Agree
Q5(1)② ② I want a lunch break.(5) 3 Neither agree nor disagree
Q5(1)② ② I want a lunch break.(5) 4 Disagree
Q5(1)② ② I want a lunch break.(5) 5 Strongly disagree

Q5(1)③
③ I want faculty to make improvements to the way they use Manaba for assignments and other
classwork.(5)

1 Strongly agree

Q5(1)③
③ I want faculty to make improvements to the way they use Manaba for assignments and other
classwork.(5)

2 Agree

Q5(1)③
③ I want faculty to make improvements to the way they use Manaba for assignments and other
classwork.(5)

3 Neither agree nor disagree

Q5(1)③
③ I want faculty to make improvements to the way they use Manaba for assignments and other
classwork.(5)

4 Disagree

Q5(1)③
③ I want faculty to make improvements to the way they use Manaba for assignments and other
classwork.(5)

5 Strongly disagree

Q5(1)④ ④ I want group work improved.(5) 1 Strongly agree
Q5(1)④ ④ I want group work improved.(5) 2 Agree
Q5(1)④ ④ I want group work improved.(5) 3 Neither agree nor disagree
Q5(1)④ ④ I want group work improved.(5) 4 Disagree
Q5(1)④ ④ I want group work improved.(5) 5 Strongly disagree
Q5(1)⑤ ⑤ I want the system for feedback (for issues, etc.) improved.(5) 1 Strongly agree
Q5(1)⑤ ⑤ I want the system for feedback (for issues, etc.) improved.(5) 2 Agree
Q5(1)⑤ ⑤ I want the system for feedback (for issues, etc.) improved.(5) 3 Neither agree nor disagree
Q5(1)⑤ ⑤ I want the system for feedback (for issues, etc.) improved.(5) 4 Disagree
Q5(1)⑤ ⑤ I want the system for feedback (for issues, etc.) improved.(5) 5 Strongly disagree
Q5(1)⑥ ⑥ I want the grading method improved (e.g. transparency, efficiency, etc.).(5) 1 Strongly agree
Q5(1)⑥ ⑥ I want the grading method improved (e.g. transparency, efficiency, etc.).(5) 2 Agree
Q5(1)⑥ ⑥ I want the grading method improved (e.g. transparency, efficiency, etc.).(5) 3 Neither agree nor disagree
Q5(1)⑥ ⑥ I want the grading method improved (e.g. transparency, efficiency, etc.).(5) 4 Disagree
Q5(1)⑥ ⑥ I want the grading method improved (e.g. transparency, efficiency, etc.).(5) 5 Strongly disagree

Q5(2)
(2) Please write down your thoughts on the opinions in (1) above, if you have any (e.g., something you
would like to add, a detailed explanation of the situation, specific suggestions for improvement).

Null Comment

Q6(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
① I want to see improvement in the cafeteria's menu and hours of operation.(5)

1 Strongly agree

Q6(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
① I want to see improvement in the cafeteria's menu and hours of operation.(5)

2 Agree

Q6(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
① I want to see improvement in the cafeteria's menu and hours of operation.(5)

3 Neither agree nor disagree

Q6(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
① I want to see improvement in the cafeteria's menu and hours of operation.(5)

4 Disagree

Q6(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
① I want to see improvement in the cafeteria's menu and hours of operation.(5)

5 Strongly disagree

Q6(2)
(2) Please write down your thoughts on the opinions in (1) above, if you have any (e.g., something you
would like to add, a detailed explanation of the situation, specific suggestions for improvement).

Null Comment

Q7(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
①  I want more opportunities for international exchange.(5)

1 Strongly agree

Q7(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
①  I want more opportunities for international exchange.(5)

2 Agree

Q7(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
①  I want more opportunities for international exchange.(5)

3 Neither agree nor disagree

Q7(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
①  I want more opportunities for international exchange.(5)

4 Disagree



Q7(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements.
①  I want more opportunities for international exchange.(5)

5 Strongly disagree

Q7(1)② ② I want more opportunities for exchange with students from other universities.(5) 1 Strongly agree
Q7(1)② ② I want more opportunities for exchange with students from other universities.(5) 2 Agree
Q7(1)② ② I want more opportunities for exchange with students from other universities.(5) 3 Neither agree nor disagree
Q7(1)② ② I want more opportunities for exchange with students from other universities.(5) 4 Disagree
Q7(1)② ② I want more opportunities for exchange with students from other universities.(5) 5 Strongly disagree

Q7(2)
(2) Please write down your thoughts on the opinions in (1) above, if you have any (e.g., something you
would like to add, a detailed explanation of the situation, specific suggestions for improvement).

Null Comment

Q8(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements (on a scale of 5).
① I want support for mental health.(5)

1 Strongly agree

Q8(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements (on a scale of 5).
① I want support for mental health.(5)

2 Agree

Q8(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements (on a scale of 5).
① I want support for mental health.(5)

3 Neither agree nor disagree

Q8(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements (on a scale of 5).
① I want support for mental health.(5)

4 Disagree

Q8(1)①
(1) Please choose your level of agreement with the following statements (on a scale of 5).
① I want support for mental health.(5)

5 Strongly disagree

Q8(2)
(2) (Optional) Please write down your thoughts on the opinions in (1) above, if you have any (e.g.,
something you would like to add, a detailed explanation of the situation, specific suggestions for
improvement).

Null Comment

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

1
Student life (AP House, life in Beppu, commuting, transportation,
tuition and scholarships, part-time jobs, illness, injury, health, worries,
concerns, problems, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

2
Curriculum (courses, subjects, fields of study, course registration,
schedule of classes, seminars, syllabus, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

3
Language learning and study abroad programs (student exchange
programs, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

4
Quality of education (standards, credits, language ability, major
courses, level of difficulty, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

5
Requests to faculty (student support, communication, textbooks,
office hours, class content, reports, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

6
Online classes (class content and methods, assignments, group work,
retention ability, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

7
Grade evaluation standards and class evaluation surveys (grades,
classes, assignments, reports, courses, seminars, group work, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

8
Extracurricular activities (international exchange, clubs, circles,
volunteer activities, Tenku Festival, local exchange, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

9
Communication between the university and students (Campus
Terminal, website, Manaba, email, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

10
Facilities and equipment (AP House, cafeteria, café, Co-op, library,
gymnasium, renovations, expansions, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

11
Offices (student services, cooperation, Academic Office, Student
Office, Career Office, Research Office, Counseling Room, Health
Clinic, Office of the President, AP House Security Office, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

12
Student support (Writing Center, Analytic and Math Center, SALC,
advising, seminars, course registration advising, career search,
graduate school admission, future career path, etc.)

Q9(1)
(1) Please write any comments you would like to communicate to the university. Additionally, please
select the category to which your comment belongs from the tags listed below.(13)

13 Other

Q9(2) (2)Please write any comments you would like to communicate to the university. Null Comment


