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貢邦人学高等教育研究第 5I,i

アンケー ト内容

以下の各設問に関 し､該当する回答番号を丸で囲んで下さい｡(設問によって回答が予算枠やキャンパス ･スペー

ス等 との兼ね合いに依存する場合 もありますが､そのような制約にとらわれることなく理想と思われるあなたのご意

見をご回答下さい)

1.あなたはスポーツに関心がありますか

(1) 大いにある (2) ある (3) ほとんど無い (4) 全 く無い

2.あなたは現在､何かスポーツを行 っていますか

(1) 週 3回以上行 う (2)週 1-2回行 う (3)月 1-2回行 う (4)全 く行わない

3.あなたは過去に何かスポーツを行 っていましたか

(1) 週 3回以上行 っていた (2)週 1-2回行 っていた (3) 月1-2回行 っていた (4) 全 く行 っていない

4.日常的に何かのスポーツを行 うことは､大学生にとって必要だと思いますか

(1) 必要である (2) 必要でない (3) わからない

5.大学生がクラブ活動として競技スポーツを行 うことは､意義のあることと思いますか

(1) 意義がある (2) 少 しは意義がある (3) 意義がない

6.大学生にとって､体育実技の授業は必要だと思いますか

(1) 必要である (2) 必要でない (3) わからない

7.教職員が日常的に何 らかのスポーツに親 しむことは､意義のあることと思いますか

(1) 意義がある (2) 少 しは意義がある (3) 意義がない

(4) わか らない

(4) わからない

8.京都大学の学生がスポーツを行 う場合､主にどの施設を利用するのが適当だと思いますか

(1) 京都大学の施設 (2) 京都大学外の公共施設 (3) 京都大学外の私営施設 (4) 山､河川等の自然環境

9.京都大学の教職員がスポーツを行 う場合､主にどの施設を利用するのが適当だと思いますか

(1) 京都大学の施設 (2) 京都大学外の公共施設 (3) 京都大学外の私営施設 (4) 山､河川等の自然環境

10.京都大学のスポーツ施設にどんなものがあるか知 っていますか

(1) 大体知 っている (2) 少 しは知 っている (3) ほとんど知 らない

ll.あなたが希望のスポーツを行おうとする際に､京都大学の施設は手軽に利用可能ですか

(1) 可能である (2) 手軽ではないが可能である (3) 不可能である (4) わからない

12.上の質問で(3)と回答 した方は､その理由は何で しょうか (複数回答可)

(1) 授業と重なる

(4) 施設が手狭すぎる

(7) その他 (

(2) クラブの練習と重なる (3) 必要なスポーツ施設が存在 しない

(5) 更衣室やロッカ-が十分でない (6) シャワーが十分でない

)
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13.京都入学のスポーツ施設全般の内容や規模についてどう思いますか

(1) 向上させるべきであ (2) 現状でよい (3) 簡素化すべきである (4) わからない

14.京都大学のスポーツ施設の管理状況についてどう思いますか

(1) 良い (2) 普通 (3) 悪い

15.上の質問で(3)と回答された方は､貝体的な例があれば書いて下さい

16.あなたの身近に､手軽に利用可能な公共スポーツ施設が存在 しますか

(1) 存在する (2) 存在 しない (3) わからない

17.あなたの身近に､手軽に利用可能な私営 スポーツ施設が存在 しますか

(1) 存在する (2) 存在 しない (3) わからない

(4) わからない

18.米匡卜やカナダでは､スポーツ施設の在 り方に対する一定の基準があり､大学のスポーツ施設 もほとんどの場合こ

の基準に基づいて設置されています｡ このような状況についてどう考えますか

(1) 意義がある (2) 少 しは意義がある (3) 意義がない (4) わからない

19.大学のスポーツ施設に対する基準を作成 し､教職員や学生のコンセンサスを得るための全学的組織が､京都大学

に必要だと思いますか

(1) 必要である (2) 必要でない (3) わからない

20.欧州の国々ではそれぞれのコミュニティーにスポーツクラブが発達 しており､スポーツ活動は学校や大学のよう

な教育機関に依存 していないケースが多 くみられます. このような状況をどう考えますか

(1) 意義がある (2) 少 しは意義がある (3) 意義がない (4) わからない

21.京都大学のスポーツ施設は､将来的にどう有るべきだと思いますか

(1) 拡大すべきである (2)現状でよい

(4) 撤廃すべきである (5) わか らない

(3) 縮小すべきである

22.京都大学に将来必要と思われる施設を､次の中から選んで下さい (複数回答可)

(1) ジョッギングコース (2) フィットネスジム (3) 室内プール

(4) ボウリング場 (5) ゴルフ練習場 (6) 多目的芝生広場

(7) スタジアム (8) 雨天用テニスコー ト (9) 運動部専用の施設

(13) その他 ( )

あなた個人に関する以下の質問に､記述または番号を丸で囲むかでお答え下さい ｡

23.性 別 :(1) 男 (2)女

24.年 齢 : 才

25.所属部局 :

26.職 名 : (教授､助教授､課長､係長､係員等)

27.最終学歴 :(1) 博士 (含論博) (2) 修士 (3) 大学学部 (4) 短大 (5) 高専

(6) 専門学校 (7) 高校 (8) 中学 (9) その他
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28.京大在職期間 : 年 (学生時代を京大で過 ごされた方は､その年数も加算 して下さい)

裏面に､京都大学のスポーツ施設に関するご意見を何でもお書き下さい｡(スポーツ施設全般に関するものか ら､

グラウンド､体育館､テニスコー ト､更衣室､ロッカー､クラブボックス､シャワー､給湯状況､ トイレの数､等々

の個別的なものまで､不満､注文､希望､将来構想､等々何でも結構です)

以上は教職員用のアンケー ト内容であるが､学生用のアンケー トは設問25以下が下に示すごとく若干異なる｡

24.年 齢 : 才

25.所属学部 :

26.学 年 :(1) 学部 回生 (2) 修士 年 (3) 博士 年 (4) その他

27.所属運動 クラブ名 :
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