
オープンキャンパス参加時期はさらに早期化
平均参加校数3.9校、役立ち度96％で増加傾向

ー高校生の進路選択に関する調査「進学センサス2019」よりー

2019年６月26日

■志望校検討時に最も重視するのは「学びたい学部・学科・コースがあること」
・志望校検討時の重視項目は、１位「学びたい学部・学科・コースがあること」（80.4％）
次いで「校風や雰囲気が良いこと」（47.9％）、「自分の興味や可能性が広げられるこ
と」（46.6％）。

■男子は就職、女子は校風や雰囲気をより重視
・男女別にみると、男女ともにトップは「学びたい学部・学科・コースがあること」（男子

75.9％ 女子 84.5％）であるが、２位は男子「就職に有利であること」（44.4％）、女子
「校風や雰囲気がよいこと」（56.1％）

■ 「オープンキャンパス・学校見学」から“校風や雰囲気”を感じるが79％

■1年・2年時の参加率が高まり、早期化傾向。2年時参加率が最も高く72％
・高校1年生の参加率 2013年 38.0％ →2016年 46.5％ → 2019年 47.3％
・高校2年生の参加率 2013年 65.2％ →2016年 69.2％ → 2019年 71.5％

■参加校数は平均3.9校。前々回調査より2回連続で増加
・大都市圏は平均4.6校参加しており、大都市圏以外の平均3.2校を上回る。

■オープンキャンパスのよかったところは
『キャンパス見学』と『入試』『資格・費用』の評価が高まる
・前々回調査（2013年）より2回連続増加している項目は、「施設・設備を見られたこと」
「実習室や教室を見られたこと」「キャンパスツアー」「入試の説明」「取れる資格・
支援体制の説明」「奨学金の説明」。

※出版・印刷物へデータを転載する際には、“「進学センサス2019」リクルート進学総研調べ”と明記いただけますようお願い申し上げます。
リクルートマーケティングパートナーズではこれからも、ひとりひとりにあった「まだ、ここにない、出会い。」を届けることを目指していきます。

志望校検討時の重視項目

校風や雰囲気を感じた情報源

オープンキャンパスについて

進学センサス2019 
「オープンキャンパス」編

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：柏村 美生）が運営する、リク
ルート進学総研（所長：小林 浩）では、高校生の進路選択の現状を明らかにするため、進路選択行動の時期やプロセスを中心
に、進路選択に際しての情報源、学校主催イベントについての調査を実施いたしました。このたび調査結果がまとまりましたの
で、一部をご報告いたします。本調査によるリリースは「オープンキャンパス」編、「アドミッション・ポリシー」編の計2つ
あり、本リリースは「オープンキャンパス」編です。
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【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-mp.co.jp/support/press_inquiry/

https://www.recruit-mp.co.jp/support/press_inquiry/


【進学センサス2019 調査概要】

【本集計対象者（大学進学者）プロフィール】

■調査目的：高校生の進路選択プロセス（行動・意識）の現状を把握する
■調査期間：2019年3月18日（月）～4月11日（木）投函締切
■調査方法：質問紙による郵送法
■調査対象：2019年に高校を卒業した全国の男女50,000人

平成30年度学校基本調査の「全日制・本科3年生生徒数（県別）、中等教育学校後期課程3年生」
を基にリクルートが保有するリスト(※)より調査対象とする数を抽出
(※)リクルートが発行する進学情報誌「スタディサプリ進路ブック」および、配信する進学情報

WEBサービス「スタディサプリ進路」（http://shingakunet.com）会員リスト
■有効回答数：2,819人（回答率5.6％） うち、本プレスリリースでは大学進学者2,071人が対象

≪2016年同調査概要≫
・調査期間： 2016年3月18日（金）～4月11日（月）投函締切
・調査方法：2019年調査同様
・調査対象：2016年に高校を卒業した全国の男女50,000人。割付方法は2019年調査同様
・有効回答数： 4,424人（回答率8.8％） うち、本プレスリリースでは大学進学者3,051人が対象

≪2013年同調査概要≫
・調査期間：2013年3月19日（火）～4月8日（月）投函締切
・調査方法：2019年調査同様
・調査対象：2013年に高校を卒業した全国の男女50,000人。割付方法は2019年調査同様
・有効回答数：4,985人（回答率10.0％） うち、本プレスリリースでは大学進学者3,256人が対象

■性別（大学進学者／単一回答） （％）

調査数
男子 女子 無回答

2019年 大学進学者　全体 2071 47.1 52.4 0.4

2016年 大学進学者　全体 3051 41.5 58.1 0.4

2013年 大学進学者　全体 3256 44.2 55.3 0.5

２

■高校所在エリア（大学進学者／単一回答）　　 　 （％）

調査数
北海道 東北

北関東・甲

信越
南関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州・沖縄 その他 無回答

2019年 大学進学者　全体 2071 2.9 5.1 9.7 28.7 13.3 2.4 17.9 8.9 10.7 ― 0.5

2016年 大学進学者　全体 3051 3.5 6.3 9.0 31.2 12.0 2.0 20.0 6.9 8.6 ― 0.4

2013年 大学進学者　全体 3256 2.9 5.6 9.5 33.0 13.3 2.8 17.4 8.0 7.1 ― 0.6

【2019年属性別】

男子 976 2.9 5.3 9.7 28.2 13.1 2.7 17.8 8.9 11.3 ― 0.1

女子 1086 2.9 4.9 9.7 29.5 13.5 2.1 18.0 9.0 10.3 ― ―

100.0 「2013年　大学進学者　全体」より5ポイント以上高い

男女別

■進学先学校に合格した入試方法（大学進学者／単一回答） （％）

調査数
一般入試

センター試験利

用入試

推薦入試

（公募）

推薦入試

（指定校）

自己推薦

入試
ＡＯ入試 その他 無回答

2019年 大学進学者　全体 2071 49.7 7.2 11.8 17.1 1.3 8.8 2.8 1.3

2016年 大学進学者　全体 3051 48.2 7.5 13.3 17.5 1.5 6.8 3.1 2.0

2013年 大学進学者　全体 3256 45.8 6.4 13.4 19.5 1.6 8.0 3.3 1.9

【2019年属性別】

男子 976 56.3 7.0 8.2 15.2 1.3 8.0 3.0 1.1

女子 1086 43.7 7.6 15.2 18.7 1.3 9.7 2.6 1.3

100.0 「2013年　大学進学者　全体」より5ポイント以上高い

男女別

http://shingakunet.com/

グラフ

				-4				-2				-1		0		1		2		3		4

		4		1905センサス全国_大学1_%								#0003
				性別

		5		1905センサス全国_大学1_%										調査数		男子		女子		無回答

		6		1905センサス全国_大学1_%				2019年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		2071		47.1		52.4		0.4

		166		1605センサス全国_大学1_%				2016年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		3051		41.5		58.1		0.4

		106		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1%				2013年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		3256		44.2		55.3		0.5

		56		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1%				2011年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		7502		43.8		55.2		1.0

		6		2009				2009年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		8481		46.9		52.5		0.6

		42		1905センサス全国_大学1_%				文理別 ブンリ ベツ				文系		1096		39.2		60.8		―

		43		1905センサス全国_大学1_%								理系		875		56.9		43.1		―

		44		1905センサス全国_大学1_%								どちらでもない		75		54.7		45.3		―



								■性別（大学進学者／単一回答） セイベツ ダイガク シンガク シャ タンイツ カイトウ														（％）



														調査数		男子		女子		無回答

								2019年		大学進学者　全体				???2071		47.1		52.4		0.4

								2016年		大学進学者　全体				???3051		41.5		58.1		0.4

								2013年		大学進学者　全体				???3256		44.2		55.3		0.5

								2011年		大学進学者　全体				???7502		43.8		55.2		1.0

								2009年		大学進学者　全体				???8481		46.9		52.5		0.6

								【2019年属性別】

								2019年		大学進学者　全体				???2071		47.1		52.4		0.4

								文理別				文系		???1096		39.2		60.8		―

												理系		???875		56.9		43.1		―

												どちらでもない		???75		54.7		45.3		―

																100.0		「2013年　大学進学者　全体」より5ポイント以上高い ネン ダイガク シンガク シャ ゼンタイ イジョウ タカ

																100.0		「2013年　大学進学者　全体」より５ポイント以上低い ネン シャ ゼンタイ イジョウ ヒク

																				CMS(リリースアップ方法）

																				D:\Users\UU157558\Desktop\[CMS(リリースアップ方法）.xlsx]１





データ

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		56		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0003
				性別

		57		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		男子		女子		無回答

		58		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		47.1		52.4		0.4

		59		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		60		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		60		46.7		53.3		0

		61		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		105		49.5		50.5		0

		62		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		200		47.5		52.5		0

		63		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		595		46.2		53.8		0

		64		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		275		46.5		53.5		0

		65		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		49		53.1		46.9		0

		66		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		370		47		53		0

		67		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		185		47		53		0

		68		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		222		49.5		50.5		0

		69		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		1023		45.2		54.8		0

		70		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		1038		49.4		50.6		0

		71		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		72		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		976		100		0		0

		73		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1086		0		100		0

		74		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		75		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		46.8		53.2		0

		76		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		46.4		53.6		0

		77		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		48.1		51.9		0

		78		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		58.7		41.3		0

		79		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		100		0		0

		80		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		46.6		53.4		0

		81		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		50.7		49.3		0

		82		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		83		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		1179		52.3		47.2		0.4

		84		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  一般入試		1029		53.4		46.2		0.5

		85		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  センター入試		150		45.3		54.7		0

		86		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		809		39.4		60.2		0.4

		87		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		37.6		62.4		0

		88		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  ＡＯ		183		42.6		57.4		0

		89		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  公募推薦		245		32.7		67.3		0

		90		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  自己推薦		27		48.1		51.9		0

		91		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  指定校推薦		354		41.8		57.3		0.8

		92		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		57		50.9		49.1		0

		93		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		94		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1096		39.2		60.8		0

		95		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		875		56.9		43.1		0

		96		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		75		54.7		45.3		0

		97		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		98		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		430		100		0		0

		99		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		666		0		100		0

		100		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		498		100		0		0

		101		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		377		0		100		0

		102		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		41		100		0		0

		103		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		0		100		0

		104		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		105		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1108		43.9		55.7		0.5

		106		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		492		49.8		49.8		0.4

		107		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		237		54.4		44.7		0.8

		108		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		106		51.9		48.1		0

		109		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		56		46.4		53.6		0

		110		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		46.9		53.1		0

		111		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		940		50.9		48.7		0.4

		112		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《留学意向別》

		113		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						留学意向あり		772		42.1		57.5		0.4

		114		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		430		46.7		52.6		0.7

		115		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						留学意向なし		848		51.4		48.2		0.4

		116		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》

		117		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						重視・計		658		39.1		60.5		0.5

		118		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		486		52.9		46.5		0.6

		119		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						非重視・計		916		49.9		49.8		0.3





時系列

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

				2009						#0003
				性別

				2009								調査数		男子		女子		無回答

				2009						大学進学者全体		8481		46.9		52.5		0.6

		51		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ

		52		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						#0003
				性別

		53		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ								調査数		男性		女性		無回答

		54		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						大学進学者全体		7502		43.8		55.2		1

		55		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《高校所在エリア別》

		56		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 北海道		221		52.0		48.0		0.0

		57		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 東北		0		0.0		0.0		0.0

		58		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 北関東・甲信越		697		42.6		56.7		0.7

		59		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 南関東		2657		43.2		56.2		0.6

		60		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 東海		1007		46.1		53.3		0.6

		61		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 北陸		169		49.7		50.3		0

		62		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 関西		1451		44.2		55.1		0.8

		63		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 中国・四国		601		45.6		53.6		0.8

		64		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 九州・沖縄		666		39.6		59.3		1.1

		65		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《性別》

		66		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 男性		3289		100		0		0

		67		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 女性		4138		0		100		0

		68		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《大短進学率別》

		69		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 95％以上		2192		41.6		57.7		0.7

		70		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70～95％未満		3411		41		58.3		0.7

		71		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 40～70％未満		1354		52.1		47.3		0.6

		72		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 10～40％未満		460		54.1		45.4		0.4

		73		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 10％未満		22		72.7		27.3		0

		74		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70％以上・計		5603		41.2		58.1		0.7

		75		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70％未満・計		1836		52.9		46.6		0.5

		76		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《入試方法別》

		77		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 一般、センター・計		3753		47		52.1		1

		78		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   一般入試		3229		46.3		52.7		0.9

		79		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   センター入試		524		51		47.9		1.1

		80		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ＡＯ、推薦入試・計		3325		40		59		1

		81		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		1784		37.4		61.7		1

		82		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   ＡＯ		626		39.6		59.6		0.8

		83		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   公募推薦		1052		36.2		62.8		1

		84		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   自己推薦		106		35.8		62.3		1.9

		85		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   指定校推薦		1541		43.1		55.9		1

		86		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 その他		259		41.7		57.1		1.2

		87		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《文理別》

		88		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 文系		4475		36.8		62.3		0.9

		89		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 理系		2666		55.6		43.3		1.2

		90		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらでもない		304		42.4		56.9		0.7

		91		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《留学意向別》

		92		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 留学意向あり		2460		33.8		65.4		0.8

		93		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらともいえない		1303		48.2		51		0.8

		94		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 留学意向なし		3032		50.2		48.6		1.3



		56		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						#0003
				性別

		57		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ								調査数		男性		女性		無回答

		58		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						大学進学者全体		3256		44.2		55.3		0.5

		59		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《高校所在エリア別》

		60		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 北海道		94		47.9		52.1		0

		61		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 東北		181		43.1		56.9		0

		62		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 北関東・甲信越		308		42.5		57.5		0

		63		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 南関東		1073		44.5		55.5		0.1

		64		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 東海		432		46.3		53.5		0.2

		65		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 北陸		92		46.7		53.3		0

		66		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 関西		566		43.8		56		0.2

		67		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 中国・四国		260		43.1		56.9		0

		68		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 九州・沖縄		230		45.2		54.8		0

		69		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 アーバン		2471		44.5		55.4		0.1

		70		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ローカル		765		44.3		55.7		0

		71		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《性別》

		72		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 男性		1439		100		0		0

		73		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 女性		1800		0		100		0

		74		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《大短進学率別》

		75		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 95％以上		970		40.4		59.6		0

		76		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70～95％未満		1479		43.4		56.5		0.1

		77		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 40～70％未満		572		50.3		49.5		0.2

		78		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 10～40％未満		195		55.4		44.1		0.5

		79		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 10％未満		5		60		40		0

		80		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70％以上・計		2449		42.2		57.7		0

		81		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70％未満・計		772		51.7		48.1		0.3

		82		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《入試方法別》

		83		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 一般、センター・計		1701		46.9		52.6		0.5

		84		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   一般入試		1492		46.2		53.2		0.6

		85		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   センター入試		209		52.2		47.8		0

		86		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ＡＯ、推薦入試・計		1384		40		59.5		0.6

		87		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		748		38.9		60.7		0.4

		88		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   ＡＯ		261		44.4		55.6		0

		89		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   公募推薦		436		35.1		64.2		0.7

		90		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   自己推薦		51		43.1		56.9		0

		91		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   指定校推薦		636		41.2		58		0.8

		92		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 その他		108		50		50		0

		93		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《文理別》

		94		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 文系		1869		37.8		61.7		0.4

		95		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 理系		1234		53.9		45.4		0.7

		96		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらでもない		150		43.3		56.7		0

		97		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《文理×男女別》

		98		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 文系・男性		707		100		0		0

		99		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 文系・女性		1154		0		100		0

		100		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 理系・男性		665		100		0		0

		101		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 理系・女性		560		0		100		0

		102		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらでもない・男性		65		100		0		0

		103		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらでもない・女性		85		0		100		0

		104		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《留学意向別》

		105		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 留学意向あり		1088		34.1		65.6		0.3

		106		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらともいえない		586		49.3		49.8		0.9

		107		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 留学意向なし		1256		50.9		48.5		0.6

		108		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《国際的取組み重視度別》

		109		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 重視・計		897		31.5		68.1		0.3

		110		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらともいえない		683		52.7		46.6		0.7

		111		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 非重視・計		1352		48.4		51		0.6





		56		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0003
				性別																																																																																																																																																																																										

		57		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		男子		女子		無回答																																																																																																																																																																																						

		58		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		3051		41.5		58.1		0.4																																																																																																																																																																																						

		59		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》																																																																																																																																																																																														

		60		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北海道		106		45.3		54.7		0																																																																																																																																																																																						

		61		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 東北		193		43.5		56.5		0																																																																																																																																																																																						

		62		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北関東・甲信越		274		43.4		56.6		0																																																																																																																																																																																						

		63		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 南関東		953		41.3		58.4		0.2																																																																																																																																																																																						

		64		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 東海		367		41.7		58		0.3																																																																																																																																																																																						

		65		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北陸		61		52.5		47.5		0																																																																																																																																																																																						

		66		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 関西		611		39.1		60.9		0																																																																																																																																																																																						

		67		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 中国・四国		212		45.3		54.7		0																																																																																																																																																																																						

		68		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 九州・沖縄		262		38.2		61.8		0																																																																																																																																																																																						

		69		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 大都市圏		1645		41		58.8		0.1																																																																																																																																																																																						

		70		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 大都市圏以外		1394		42.3		57.6		0.1																																																																																																																																																																																						

		71		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》																																																																																																																																																																																														

		72		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 男子		1266		100		0		0																																																																																																																																																																																						

		73		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 女子		1772		0		100		0																																																																																																																																																																																						

		74		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》																																																																																																																																																																																														

		75		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		906		38.7		61		0.2																																																																																																																																																																																						

		76		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1480		42.4		57.5		0.1																																																																																																																																																																																						

		77		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		452		41.4		58.6		0																																																																																																																																																																																						

		78		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		171		48.5		51.5		0																																																																																																																																																																																						

		79		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		60		40		0																																																																																																																																																																																						

		80		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2386		41		58.8		0.1																																																																																																																																																																																						

		81		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		628		43.5		56.5		0																																																																																																																																																																																						

		82		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》																																																																																																																																																																																														

		83		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 一般、センター・計		1701		45.6		54.1		0.3																																																																																																																																																																																						

		84		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   一般入試		1471		46.2		53.5		0.3																																																																																																																																																																																						

		85		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   センター入試		230		41.7		57.8		0.4																																																																																																																																																																																						

		86		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ＡＯ、推薦入試・計		1194		34.8		64.5		0.7																																																																																																																																																																																						

		87		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		659		32.5		66.8		0.8																																																																																																																																																																																						

		88		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   ＡＯ		207		33.3		65.2		1.4																																																																																																																																																																																						

		89		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   公募推薦		405		32.3		67.2		0.5																																																																																																																																																																																						

		90		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   自己推薦		47		29.8		70.2		0																																																																																																																																																																																						

		91		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   指定校推薦		535		37.8		61.7		0.6																																																																																																																																																																																						

		92		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 その他		94		45.7		54.3		0																																																																																																																																																																																						

		93		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》																																																																																																																																																																																														

		94		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系		1695		35.5		64.1		0.4																																																																																																																																																																																						

		95		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系		1220		50		49.5		0.5																																																																																																																																																																																						

		96		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない		106		42.5		57.5		0																																																																																																																																																																																						

		97		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》																																																																																																																																																																																														

		98		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系・男子		601		100		0		0																																																																																																																																																																																						

		99		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系・女子		1087		0		100		0																																																																																																																																																																																						

		100		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系・男子		610		100		0		0																																																																																																																																																																																						

		101		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系・女子		604		0		100		0																																																																																																																																																																																						

		102		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない・男子		45		100		0		0																																																																																																																																																																																						

		103		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない・女子		61		0		100		0																																																																																																																																																																																						

		104		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》																																																																																																																																																																																														

		105		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第1希望		1659		36.8		62.6		0.6																																																																																																																																																																																						

		106		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第2希望		692		44.8		54.9		0.3																																																																																																																																																																																						

		107		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第3希望		413		49.2		50.6		0.2																																																																																																																																																																																						

		108		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第4希望		142		47.2		52.8		0																																																																																																																																																																																						

		109		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第5希望		67		56.7		43.3		0																																																																																																																																																																																						

		110		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 それ以下		42		47.6		52.4		0																																																																																																																																																																																						

		111		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第1希望志望以外・計		1356		47.1		52.7		0.2																																																																																																																																																																																						

		112		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《進路先選択についての総合満足度別》																																																																																																																																																																																														

		113		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 とても満足している		1348		36.6		62.8		0.6																																																																																																																																																																																						

		114		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ある程度満足している		1218		44.6		55.1		0.3																																																																																																																																																																																						

		115		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらともいえない		297		47.8		51.9		0.3																																																																																																																																																																																						

		116		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 あまり満足していない		137		44.5		55.5		0																																																																																																																																																																																						

		117		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 満足していない		46		54.3		45.7		0																																																																																																																																																																																						

		118		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 満足している・計		2566		40.4		59.2		0.5																																																																																																																																																																																						

		119		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 態度保留+満足していない・計		480		47.5		52.3		0.2																																																																																																																																																																																						

		120		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《目的や目標の有無別》																																																																																																																																																																																														

		121		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						はっきりした目的や目標がある		1521		37.1		62.5		0.5																																																																																																																																																																																						

		122		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						ぼんやりとしているが、目的や目標がある		1236		43.5		56.2		0.2																																																																																																																																																																																						

		123		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						特に目的や目標は持っていない		256		55.1		43.8		1.2																																																																																																																																																																																						

		124		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						そもそも、目的や目標について考えたことがない		19		63.2		36.8		0																																																																																																																																																																																						

		125		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						目的や目標がある・計		2757		40		59.7		0.4																																																																																																																																																																																						

		126		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						目的や目標がない・計		275		55.6		43.3		1.1																																																																																																																																																																																						

		127		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《留学意向別》																																																																																																																																																																																														

		128		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 留学意向あり		1034		35.3		63.9		0.8																																																																																																																																																																																						

		129		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらともいえない		502		48.2		51.6		0.2																																																																																																																																																																																						

		130		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 留学意向なし		1094		44.9		54.9		0.2																																																																																																																																																																																						

		131		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》																																																																																																																																																																																														

		132		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 重視・計		811		33.8		65.5		0.7																																																																																																																																																																																						

		133		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらともいえない		661		48.1		51.7		0.2																																																																																																																																																																																						

		134		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 非重視・計		1170		43.5		56.2		0.3																																																																																																																																																																																						

		135		1605センサス全国_大学1_% ダイガク																																																																																																																																																																																																				






グラフ

				-4				-2				-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		4

		4		1905センサス全国_大学1_%								#0004
				★高校所在エリア

		5		1905センサス全国_大学1_%										調査数		北海道		東北		北関東・甲信越		南関東		東海		北陸		関西		中国・四国		九州・沖縄		その他		無回答

		6		1905センサス全国_大学1_%				2019年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		2071		2.9		5.1		9.7		28.7		13.3		2.4		17.9		8.9		10.7		―		0.5

		156		1605センサス全国_大学1_%				2016年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		3051		3.5		6.3		9.0		31.2		12.0		2.0		20.0		6.9		8.6		―		0.4

		106		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1%				2013年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		3256		2.9		5.6		9.5		33.0		13.3		2.8		17.4		8.0		7.1		―		0.6

		56		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1%				2011年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		7502		2.9		*		9.3		35.4		13.4		2.3		19.3		8.0		8.9		―		0.4

		6		0				2009年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		8481		3.2		6.5		10.4		30.9		12.4		1.9		18.0		7.9		8.8		―		0.1

		8		1905センサス全国_大学1_%				男女別 ダンジョ ベツ				男子		976		2.9		5.3		9.7		28.2		13.1		2.7		17.8		8.9		11.3		―		0.1

		9		1905センサス全国_大学1_%								女子		1086		2.9		4.9		9.7		29.5		13.5		2.1		18.0		9.0		10.3		―		―

		30		1905センサス全国_大学1_%				文理別 ブンリ ベツ				文系		1096		3.0		4.3		8.2		31.6		14.2		2.6		18.8		9.2		8.0		―		0.1

		31		1905センサス全国_大学1_%								理系		875		3.0		5.7		11.0		26.1		12.0		2.2		16.7		9.6		13.8		―		―

		32		1905センサス全国_大学1_%								どちらでもない		75		1.3		9.3		16.0		22.7		13.3		1.3		20.0		―		16.0		―		―



								■高校所在エリア（大学進学者／単一回答）　　 　 コウコウ ショザイ ダイガク シンガク シャ タンイツ カイトウ																														（％）



														調査数		北海道		東北		北関東・甲信越		南関東		東海		北陸		関西		中国・四国		九州・沖縄		その他		無回答

								2019年		大学進学者　全体				???2071		2.9		5.1		9.7		28.7		13.3		2.4		17.9		8.9		10.7		―		0.5

								2016年		大学進学者　全体				???3051		3.5		6.3		9.0		31.2		12.0		2.0		20.0		6.9		8.6		―		0.4

								2013年		大学進学者　全体				???3256		2.9		5.6		9.5		33.0		13.3		2.8		17.4		8.0		7.1		―		0.6

								2011年		大学進学者　全体				???7502		2.9		*		9.3		35.4		13.4		2.3		19.3		8.0		8.9		―		0.4

								2009年		大学進学者　全体				???8481		3.2		6.5		10.4		30.9		12.4		1.9		18.0		7.9		8.8		―		0.1

								【2019年属性別】

								2019年		大学進学者　全体				???2071		2.9		5.1		9.7		28.7		13.3		2.4		17.9		8.9		10.7		―		0.5

								男女別				男子		???976		2.9		5.3		9.7		28.2		13.1		2.7		17.8		8.9		11.3		―		0.1

												女子		???1086		2.9		4.9		9.7		29.5		13.5		2.1		18.0		9.0		10.3		―		―

								文理別				文系		???1096		3.0		4.3		8.2		31.6		14.2		2.6		18.8		9.2		8.0		―		0.1

												理系		???875		3.0		5.7		11.0		26.1		12.0		2.2		16.7		9.6		13.8		―		―

												どちらでもない		???75		1.3		9.3		16.0		22.7		13.3		1.3		20.0		―		16.0		―		―

																100.0		「2013年　大学進学者　全体」より5ポイント以上高い ネン シャ ゼンタイ イジョウ タカ

																100.0		「2013年　大学進学者　全体」より5ポイント以上低い ネン ダイガク シンガク シャ ゼンタイ イジョウ ヒク																		CMS(リリースアップ方法）

																																				D:\Users\UU157558\Desktop\[CMS(リリースアップ方法）.xlsx]１
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		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		121		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0004
				★高校所在エリア

		122		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		北海道		東北		北関東・甲信越		南関東		東海		北陸		関西		中国・四国		九州・沖縄		その他		無回答

		123		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		2.9		5.1		9.7		28.7		13.3		2.4		17.9		8.9		10.7		0		0.5

		124		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		125		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		976		2.9		5.3		9.7		28.2		13.1		2.7		17.8		8.9		11.3		0		0.1

		126		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1086		2.9		4.9		9.7		29.5		13.5		2.1		18		9		10.3		0		0

		127		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		128		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		1.6		3.7		10.4		35.1		13.4		1.8		19.1		8.1		6.8		0		0

		129		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		2.8		4.9		7.5		30.6		12.8		2.4		17		9.8		12.3		0		0

		130		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		6		7.5		12.9		16.4		14.2		3.8		19.5		7.9		11.9		0		0

		131		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		3.3		10.9		15.2		5.4		18.5		2.2		14.1		12		18.5		0		0

		132		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		0		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0

		133		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		2.3		4.4		8.7		32.6		13		2.1		17.9		9.1		10		0		0

		134		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		5.3		8.3		13.3		14.3		15		3.4		18.2		8.7		13.3		0		0

		135		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		136		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		1179		3.2		5		10		27.1		13.3		2.7		16.5		10.5		11.3		0		0.4

		137		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  一般入試		1029		2.7		5.1		9.2		27.3		12.6		2.9		16.7		11.2		11.8		0		0.5

		138		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  センター入試		150		6.7		4.7		15.3		25.3		18		1.3		14.7		6		8		0		0

		139		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		809		2.6		5.4		9.3		30.9		12.9		2		19.2		7		10.3		0		0.5

		140		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		3.3		6.8		8.4		26.4		12.5		2.9		21.5		7.9		10.1		0		0.2

		141		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  ＡＯ		183		2.2		3.8		8.7		38.8		15.3		2.2		13.1		8.2		7.7		0		0

		142		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  公募推薦		245		3.7		8.2		7.3		16.3		11		3.7		28.6		8.2		12.7		0		0.4

		143		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  自己推薦		27		7.4		14.8		14.8		33.3		7.4		0		14.8		3.7		3.7		0		0

		144		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  指定校推薦		354		1.7		3.7		10.5		36.7		13.3		0.8		16.1		5.9		10.5		0		0.8

		145		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		57		1.8		3.5		7		31.6		21.1		0		26.3		3.5		5.3		0		0

		146		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		147		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1096		3		4.3		8.2		31.6		14.2		2.6		18.8		9.2		8		0		0.1

		148		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		875		3		5.7		11		26.1		12		2.2		16.7		9.6		13.8		0		0

		149		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		75		1.3		9.3		16		22.7		13.3		1.3		20		0		16		0		0

		150		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		151		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		430		2.3		4.9		9.3		30.7		14.2		2.8		18.1		8.8		8.6		0		0.2

		152		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		666		3.5		3.9		7.5		32.1		14.3		2.4		19.2		9.5		7.7		0		0

		153		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		498		3.4		5.6		9.2		26.5		12.7		2.6		17.3		9.8		12.9		0		0

		154		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		377		2.4		5.8		13.3		25.5		11.1		1.6		15.9		9.3		15.1		0		0

		155		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		41		2.4		7.3		19.5		22		4.9		0		24.4		0		19.5		0		0

		156		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		0		11.8		11.8		23.5		23.5		2.9		14.7		0		11.8		0		0

		157		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		158		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1108		3.6		4.8		9		29.6		12.6		2.4		17.1		8.9		11.5		0		0.5

		159		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		492		3		5.9		10.4		23.6		13.8		2.2		19.9		11		9.8		0		0.4

		160		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		237		1.3		5.1		11.4		24.1		13.5		3		16		8.9		15.6		0		1.3

		161		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		106		0.9		2.8		11.3		38.7		19.8		2.8		14.2		5.7		3.8		0		0

		162		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		56		1.8		1.8		5.4		44.6		14.3		0		19.6		5.4		7.1		0		0

		163		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		0		10.2		8.2		49		4.1		0		24.5		2		2		0		0

		164		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		940		2.1		5.3		10.3		28		13.9		2.2		18.5		9		10		0		0.5

		165		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《留学意向別》

		166		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						留学意向あり		772		3.4		4.9		8.8		29.8		12.6		3.1		15.7		9.1		12.3		0		0.4

		167		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		430		1.9		5.6		9.3		27.2		13.3		1.4		23.3		8.4		9.1		0		0.7

		168		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						留学意向なし		848		2.9		5.1		10.6		28.3		14		2.2		17.2		9		10.1		0		0.5

		169		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》

		170		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						重視・計		658		3		4.4		8.5		30.1		12.3		2.7		17.6		8.4		12.5		0		0.5

		171		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		486		2.9		4.7		11.1		28.6		10.5		2.1		19.5		8.6		11.1		0		0.8

		172		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						非重視・計		916		2.8		5.8		9.6		27.7		15.5		2.3		17.1		9.4		9.4		0		0.3





時系列
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		2009								#0006
				F1. ★高校所在エリア

		2009										調査数		北海道		東北		北関東・甲信越		南関東		東海		北陸		関西		中国・四国		九州・沖縄		その他		無回答

		2009								大学進学者全体		8481		3.2		6.5		10.4		30.9		12.4		1.9		18		7.9		8.8		0		0.1

		96		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						#0004
				★高校所在エリア

		97		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ								調査数		北海道		東北		北関東・甲信越		南関東		東海		北陸		関西		中国・四国		九州・沖縄		その他		無回答

		98		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						大学進学者全体		7502		2.9		*		9.3		35.4		13.4		2.3		19.3		8		8.9		0		0.4

		99		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《性別》

		100		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 男性		3289		3.5		*		9.0		34.9		14.1		2.6		19.5		8.3		8		0		0.1

		101		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 女性		4138		2.6		*		9.5		36.1		13		2.1		19.3		7.8		9.5		0		0.1

		102		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《大短進学率別》

		103		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 95％以上		2192		0.9		*		6.6		51.1		12.5		1.1		19.3		5.9		2.5		0		0

		104		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70～95％未満		3411		2.0		*		10.6		32.4		14.7		2		20.3		8		10.1		0		0

		105		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 40～70％未満		1354		5.8		*		8.2		26.7		11.7		4.3		19.3		10.6		13.5		0		0

		106		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 10～40％未満		460		10.9		*		15.2		13.3		15.4		2.6		14.8		11.7		16.1		0		0

		107		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 10％未満		22		9.1		*		9.1		4.5		22.7		13.6		0		4.5		36.4		0		0

		108		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70％以上・計		5603		1.6		*		9		39.7		13.8		1.7		19.9		7.2		7.1		0		0

		109		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70％未満・計		1836		7.1		*		10		23		12.7		4		17.9		10.8		14.4		0		0

		110		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《入試方法別》

		111		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 一般、センター・計		3753		3.1		*		9.6		35.5		13.5		2.5		17.6		8		10		0		0.3

		112		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   一般入試		3229		3		*		9		36.4		13.2		2.4		18.1		7.9		9.7		0		0.3

		113		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   センター入試		524		3.8		*		13.7		29.6		15.3		2.9		14.3		8.6		11.5		0		0.4

		114		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ＡＯ、推薦入試・計		3325		2.7		*		9.1		34.6		13.4		2.1		20.9		8.6		8		0		0.5

		115		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		1784		3		*		9.4		31.1		13.9		2.6		21.2		10.3		8		0		0.6

		116		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   ＡＯ		626		2.1		*		10.4		46.3		9.4		1.6		14.5		9.1		6.2		0		0.3

		117		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   公募推薦		1052		3.6		*		8.7		21.8		16.5		3.1		25.6		10.6		9.4		0		0.6

		118		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   自己推薦		106		2.8		*		10.4		33		14.2		2.8		17		14.2		3.8		0		1.9

		119		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   指定校推薦		1541		2.4		*		8.7		38.8		12.8		1.5		20.6		6.7		8		0		0.5

		120		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 その他		259		1.9		*		7.7		44		12.7		1.5		22.8		3.5		4.2		0		1.5

		121		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《文理別》

		122		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 文系		4475		3		*		8.2		36.4		12.9		2.2		21.6		7.7		7.8		0		0.3

		123		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 理系		2666		2.8		*		11		34.5		14.3		2.1		15.8		8.5		10.5		0		0.6

		124		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらでもない		304		3.3		*		10.9		31.3		13.2		3.6		19.7		7.9		9.5		0		0.7

		125		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《留学意向別》

		126		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 留学意向あり		2460		2.6		*		8.6		36.2		13.5		1.8		19.2		8		9.7		0		0.4

		127		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらともいえない		1303		2.9		*		9.7		36.9		12.8		1.8		20.3		7.4		7.9		0		0.3

		128		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 留学意向なし		3032		3.2		*		9.8		33.3		13.6		2.7		19.4		8.5		8.9		0		0.6



		113		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						#0004
				★高校所在エリア

		114		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ								調査数		北海道		東北		北関東・
甲信越		南関東		東海		北陸		関西		中国・四国		九州・
沖縄		その他		無回答

		115		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						大学進学者全体		3256		2.9		5.6		9.5		33		13.3		2.8		17.4		8		7.1		0		0.6

		116		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《性別》

		117		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 男性		1439		3.1		5.4		9.1		33.1		13.9		3		17.2		7.8		7.2		0		0.1

		118		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 女性		1800		2.7		5.7		9.8		33.1		12.8		2.7		17.6		8.2		7		0		0.3

		119		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《大短進学率別》

		120		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 95％以上		970		0.7		2.4		9.3		46.8		12.1		1.1		18.9		6.1		2.7		0		0

		121		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70～95％未満		1479		3.2		4.8		9.3		31.3		14.7		3.2		17.1		8.5		7.9		0		0

		122		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 40～70％未満		572		3.8		11.9		9.3		22.4		9.4		4.2		19.4		8.6		11		0		0

		123		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 10～40％未満		195		8.2		8.2		12.3		11.3		21.5		4.6		8.7		13.3		11.8		0		0

		124		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 10％未満		5		0		60		0		0		0		0		0		20		20		0		0

		125		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70％以上・計		2449		2.2		3.8		9.3		37.4		13.6		2.4		17.8		7.5		5.8		0		0

		126		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 70％未満・計		772		4.9		11.3		10		19.4		12.4		4.3		16.6		9.8		11.3		0		0

		127		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《入試方法別》

		128		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 一般、センター・計		1701		3.4		4.8		9.5		33.5		13.6		3.2		15.9		8.2		7.5		0		0.6

		129		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   一般入試		1492		2.9		4.8		9.2		33.8		13.7		3		16.4		8.2		7.4		0		0.6

		130		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   センター入試		209		6.7		4.3		12		31.6		12.9		4.3		12		7.7		8.1		0		0.5

		131		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ＡＯ、推薦入試・計		1384		2.3		6.9		9.7		31.6		12.9		2.5		18.1		8.3		6.8		0		0.7

		132		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 ※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		748		3.1		7.6		9.4		29.1		12		3.1		17.4		10.3		7.5		0		0.5

		133		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   ＡＯ		261		1.9		6.5		9.2		42.9		9.6		2.7		10.3		8.4		8		0		0.4

		134		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   公募推薦		436		3.9		8		9.9		20.4		13.8		3		22		11.5		6.9		0		0.7

		135		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   自己推薦		51		2		9.8		5.9		33.3		9.8		5.9		13.7		9.8		9.8		0		0

		136		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						   指定校推薦		636		1.4		6.1		10.1		34.6		14		1.9		19		6		6		0		0.9

		137		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 その他		108		2.8		2.8		3.7		41.7		10.2		1.9		29.6		2.8		4.6		0		0

		138		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《文理別》

		139		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 文系		1869		2.2		4.8		9		33.6		14.3		2.7		18.7		7.8		6.2		0		0.6

		140		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 理系		1234		3.8		6		10.3		32.7		11.7		3		15.5		8.3		8.2		0		0.6

		141		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらでもない		150		4		11.3		8		27.3		13.3		2.7		16		8		9.3		0		0

		142		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《文理×男女別》

		143		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 文系・男性		707		1.7		4.4		9.8		33.4		14.7		2.8		19.7		7.5		5.9		0		0.1

		144		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 文系・女性		1154		2.5		5.1		8.7		33.9		14		2.7		18.3		8.1		6.3		0		0.4

		145		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 理系・男性		665		4.2		5.7		8.9		33.5		13.5		3.2		14.7		8		8.3		0		0

		146		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 理系・女性		560		3.4		6.4		12.1		32.1		9.6		2.9		16.4		8.8		8.2		0		0

		147		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらでもない・男性		65		7.7		13.8		4.6		27.7		7.7		3.1		15.4		9.2		10.8		0		0

		148		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらでもない・女性		85		1.2		9.4		10.6		27.1		17.6		2.4		16.5		7.1		8.2		0		0

		149		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《留学意向別》

		150		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 留学意向あり		1088		2.6		4.1		7.8		36.6		13.7		2.2		18.1		7.2		7.2		0		0.6

		151		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらともいえない		586		3.1		6.1		9.7		33.3		13.7		2.9		16		7.8		6.3		0		1

		152		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 留学意向なし		1256		3.1		6.8		10.7		29.1		13		3.2		17.4		8.8		7.4		0		0.6

		153		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						《国際的取組み重視度別》

		154		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 重視・計		897		2.3		4.2		8.4		36.6		12.9		2		17.9		7.4		7.7		0		0.6

		155		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 どちらともいえない		683		2.5		6		7.3		32.8		14.5		2.2		19.5		8.1		6.6		0		0.6

		156		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						 非重視・計		1352		3.5		6.5		11.3		29.9		13.1		3.6		15.9		8.4		7.1		0		0.7





		136		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0004
				★高校所在エリア

		137		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		北海道		東北		北関東
・甲信越		南関東		東海		北陸		関西		中国・四国		九州・沖縄		その他		無回答

		138		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		3051		3.5		6.3		9		31.2		12		2		20		6.9		8.6		0		0.4

		139		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		140		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 男子		1266		3.8		6.6		9.4		31.1		12.1		2.5		18.9		7.6		7.9		0		0.1

		141		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 女子		1772		3.3		6.2		8.7		31.4		12		1.6		21		6.5		9.1		0		0.1

		142		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		143		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		906		1.2		3.8		8.2		40.7		13.2		1.8		22.2		5.6		3.3		0		0

		144		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1480		3.2		5.8		9.3		30.9		11.6		1.6		20.6		7		9.9		0		0

		145		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		452		4		10.6		8.6		19		13.7		3.5		19.9		7.5		13.1		0		0

		146		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		171		15.8		13.5		11.7		15.2		6.4		3.5		8.2		12.9		12.9		0		0

		147		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		0		20		0		20		0		0		0		20		40		0		0

		148		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2386		2.5		5		8.9		34.6		12.2		1.6		21.2		6.5		7.4		0		0

		149		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		628		7.2		11.5		9.4		18		11.6		3.5		16.6		9.1		13.2		0		0

		150		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		151		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 一般、センター・計		1701		3.9		5.6		9.5		31.7		12.8		2.2		18.5		6.5		9.2		0		0.2

		152		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   一般入試		1471		3.7		5.2		9.4		32.3		12.6		2.1		19.4		6.1		9.1		0		0.2

		153		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   センター入試		230		5.2		8.3		10		27.8		14.3		3		12.6		8.7		9.6		0		0.4

		154		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ＡＯ、推薦入試・計		1194		3.3		7.6		8.7		28.9		11.1		1.9		22		7.5		8.3		0		0.7

		155		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		659		3.6		8.3		7.6		25.2		12		2		23.8		8.2		8.5		0		0.8

		156		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   ＡＯ		207		2.4		10.6		7.7		40.6		8.2		1.4		12.6		8.7		5.8		0		1.9

		157		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   公募推薦		405		4.4		7.2		7.4		16.3		14.3		2.5		31.4		5.9		10.4		0		0.2

		158		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   自己推薦		47		2.1		8.5		8.5		34		8.5		0		8.5		25.5		4.3		0		0

		159		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   指定校推薦		535		2.8		6.7		10.1		33.5		10.1		1.9		19.8		6.5		8		0		0.6

		160		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 その他		94		0		4.3		6.4		46.8		12.8		0		21.3		6.4		2.1		0		0

		161		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		162		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系		1695		2.9		5		7.9		33		13.1		1.8		21.1		6.4		8.3		0		0.5

		163		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系		1220		4		8.1		10.3		28.5		11.1		2		18.6		7.5		9.5		0		0.3

		164		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない		106		6.6		5.7		10.4		32.1		7.5		4.7		19.8		8.5		4.7		0		0

		165		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		166		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系・男子		601		3.5		4.5		8.7		34.4		12.3		2.8		20.5		6.2		7		0		0.2

		167		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系・女子		1087		2.7		5.3		7.5		32.3		13.6		1.3		21.6		6.5		9		0		0.1

		168		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系・男子		610		3.9		8.5		10.7		27		11.8		2.5		17.9		8.7		9		0		0

		169		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系・女子		604		4.1		7.8		10.1		30.1		10.3		1.7		19.5		6.3		10.1		0		0

		170		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない・男子		45		6.7		8.9		4.4		35.6		13.3		0		13.3		11.1		6.7		0		0

		171		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない・女子		61		6.6		3.3		14.8		29.5		3.3		8.2		24.6		6.6		3.3		0		0

		172		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		173		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第1希望		1659		4.3		6.7		9.1		29.5		12.1		2		19.9		6.9		9		0		0.5

		174		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第2希望		692		2.9		5.8		9.5		27.5		12.9		1.7		22.7		7.1		9.7		0		0.3

		175		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第3希望		413		2.2		6.8		10.2		35.4		8		2.7		20.6		7.5		6.5		0		0.2

		176		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第4希望		142		0.7		4.9		2.8		43		19		2.1		14.8		5.6		7		0		0

		177		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第5希望		67		1.5		9		7.5		44.8		11.9		3		10.4		7.5		4.5		0		0

		178		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 それ以下		42		0		2.4		9.5		57.1		7.1		0		9.5		7.1		7.1		0		0

		179		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第1希望志望以外・計		1356		2.3		6		8.9		33.3		11.8		2.1		20.2		7.1		8.1		0		0.2

		180		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《進路先選択についての総合満足度別》

		181		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 とても満足している		1348		4		6		8.8		33.5		12.2		1.5		19.1		6.5		7.8		0		0.5

		182		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ある程度満足している		1218		2.8		6.3		9.2		28.8		12.1		2.2		21.3		7.6		9.3		0		0.3

		183		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらともいえない		297		4		7.7		9.1		29.6		10.4		3.4		19.5		6.7		9.1		0		0.3

		184		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 あまり満足していない		137		2.2		5.8		8		35		13.9		2.2		20.4		5.8		6.6		0		0

		185		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 満足していない		46		6.5		6.5		10.9		26.1		8.7		2.2		15.2		6.5		17.4		0		0

		186		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 満足している・計		2566		3.4		6.2		9		31.3		12.1		1.8		20.2		7.1		8.5		0		0.4

		187		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 態度保留+満足していない・計		480		3.8		7.1		9		30.8		11.3		2.9		19.4		6.5		9.2		0		0.2

		188		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《目的や目標の有無別》

		189		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						はっきりした目的や目標がある		1521		4.1		6.7		10.1		28.9		11.6		1.8		20		7.8		8.7		0		0.3

		190		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						ぼんやりとしているが、目的や目標がある		1236		2.9		6		8.7		33.6		12.6		2.3		19.2		5.6		8.7		0		0.4

		191		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						特に目的や目標は持っていない		256		2.3		5.9		3.9		33.2		10.5		2		24.6		8.6		8.2		0		0.8

		192		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						そもそも、目的や目標について考えたことがない		19		0		10.5		15.8		36.8		15.8		0		15.8		0		5.3		0		0

		193		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						目的や目標がある・計		2757		3.6		6.4		9.5		31		12		2		19.6		6.8		8.7		0		0.4

		194		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						目的や目標がない・計		275		2.2		6.2		4.7		33.5		10.9		1.8		24		8		8		0		0.7

		195		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《留学意向別》

		196		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 留学意向あり		1034		3.6		6.8		9.3		29.9		10.4		2.4		21.4		6.3		9.3		0		0.7

		197		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらともいえない		502		3		7		10.6		29.7		13.5		2.2		19.9		6.4		7.6		0		0.2

		198		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 留学意向なし		1094		3.4		6.4		9		30.7		12.8		1.8		20		7.7		8		0		0.2

		199		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》

		200		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 重視・計		811		3.6		6.5		10.1		30.1		10.7		2.1		22.2		5.7		8.3		0		0.7

		201		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらともいえない		661		3		5.9		8.8		32.7		12.1		2.1		18.9		6.7		9.8		0		0

		202		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 非重視・計		1170		3.5		7.3		9.1		29.4		12.9		2.1		20.2		7.7		7.5		0		0.3

		203		1605センサス全国_大学1_% ダイガク






グラフ

				-4				-2				-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		4

		4		1905センサス全国_大学1_%								0				《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～6》

		5		1905センサス全国_大学1_%										調査数		一般入試		センター試験利用入試		推薦入試（公募）		推薦入試（指定校）		自己推薦入試		ＡＯ入試		その他		無回答

		6		1905センサス全国_大学1_%				2019年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		2071		49.7		7.2		11.8		17.1		1.3		8.8		2.8		1.3

		156		1605センサス全国_大学1_%				2016年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		3051		48.2		7.5		13.3		17.5		1.5		6.8		3.1		2.0

		106		2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1%				2013年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		3256		45.8		6.4		13.4		19.5		1.6		8.0		3.3		1.9

		56		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1%				2011年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		7502		43.0		7.0		14.0		20.5		1.4		8.3		3.5		2.2

		6		0				2009年 ネン		大学進学者　全体		大学進学者全体		8481		43.7		7.4		14.6		20.4		1.9		8.1		3.0		0.8

		20		1905センサス全国_大学1_%				男女別 ダンジョ ベツ				男子		976		56.3		7.0		8.2		15.2		1.3		8.0		3.0		1.1

		21		1905センサス全国_大学1_%								女子		1086		43.7		7.6		15.2		18.7		1.3		9.7		2.6		1.3

		31		1905センサス全国_大学1_%				文理別 ブンリ ベツ				文系		1096		44.8		8.1		11.2		19.5		1.5		10.8		3.3		0.8

		32		1905センサス全国_大学1_%								理系		875		59.0		6.6		12.9		11.3		0.9		5.4		2.1		1.8

		33		1905センサス全国_大学1_%								どちらでもない		75		13.3		―		9.3		46.7		4.0		24.0		2.7		―



								■進学先学校に合格した入試方法（大学進学者／単一回答） シンガク サキ ガッコウ ゴウカク ニュウシ ホウホウ ダイガク シンガク シャ タンイツ カイトウ																								（％）



														調査数		一般入試		センター試験利用入試		推薦入試（公募）		推薦入試（指定校）		自己推薦入試		ＡＯ入試		その他		無回答

								2019年		大学進学者　全体				???2071		49.7		7.2		11.8		17.1		1.3		8.8		2.8		1.3

								2016年		大学進学者　全体				???3051		48.2		7.5		13.3		17.5		1.5		6.8		3.1		2.0

								2013年		大学進学者　全体				???3256		45.8		6.4		13.4		19.5		1.6		8.0		3.3		1.9

								2011年		大学進学者　全体				???7502		43.0		7.0		14.0		20.5		1.4		8.3		3.5		2.2

								2009年		大学進学者　全体				???8481		43.7		7.4		14.6		20.4		1.9		8.1		3.0		0.8

								【2019年属性別】

								2019年		大学進学者　全体				???2071		49.7		7.2		11.8		17.1		1.3		8.8		2.8		1.3

								男女別				男子		???976		56.3		7.0		8.2		15.2		1.3		8.0		3.0		1.1

												女子		???1086		43.7		7.6		15.2		18.7		1.3		9.7		2.6		1.3

								文理別				文系		???1096		44.8		8.1		11.2		19.5		1.5		10.8		3.3		0.8

												理系		???875		59.0		6.6		12.9		11.3		0.9		5.4		2.1		1.8

												どちらでもない		???75		13.3		―		9.3		46.7		4.0		24.0		2.7		―

																100.0		「2013年　大学進学者　全体」より5ポイント以上高い ネン シャ ゼンタイ イジョウ タカ

																100.0		「2013年　大学進学者　全体」より5ポイント以上低い ネン ダイガク シンガク シャ ゼンタイ イジョウ ヒク





データ

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		777		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0015
				F6. 進学先学校に合格した入試方法

		778		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～6》

		779		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		一般入試		センター試験利用入試		推薦入試（公募）		推薦入試（指定校）		自己推薦入試		ＡＯ入試		その他		無回答

		780		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		49.7		7.2		11.8		17.1		1.3		8.8		2.8		1.3

		781		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		782		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		60		46.7		16.7		15		10		3.3		6.7		1.7		0

		783		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		105		49.5		6.7		19		12.4		3.8		6.7		1.9		0

		784		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		200		47.5		11.5		9		18.5		2		8		2		1.5

		785		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		595		47.2		6.4		6.7		21.8		1.5		11.9		3		1.3

		786		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		275		47.3		9.8		9.8		17.1		0.7		10.2		4.4		0.7

		787		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		49		61.2		4.1		18.4		6.1		0		8.2		0		2

		788		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		370		46.5		5.9		18.9		15.4		1.1		6.5		4.1		1.6

		789		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		185		62.2		4.9		10.8		11.4		0.5		8.1		1.1		1.1

		790		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		222		54.5		5.4		14		16.7		0.5		6.3		1.4		1.4

		791		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		1023		47.5		6.8		10.4		19.6		1.4		9.6		3.3		1.5

		792		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		1038		51.8		7.7		13.3		14.5		1.3		8.2		2.2		1

		793		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		794		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		976		56.3		7		8.2		15.2		1.3		8		3		1.1

		795		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1086		43.7		7.6		15.2		18.7		1.3		9.7		2.6		1.3

		796		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		797		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		62.9		8.1		8.3		11.9		0.4		3.7		3.1		1.6

		798		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		47.7		7.7		12.3		16.8		1.4		10.2		2.6		1.4

		799		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		36.5		6		15.7		22.3		2.2		14.2		2.8		0.3

		800		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		12		1.1		21.7		41.3		4.3		17.4		2.2		0

		801		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		0		0		0		100		0		0		0		0

		802		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		54.2		7.9		10.6		14.7		1		7.4		2.8		1.5

		803		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		30.8		4.9		17		26.9		2.7		14.8		2.7		0.2

		804		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		805		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1096		44.8		8.1		11.2		19.5		1.5		10.8		3.3		0.8

		806		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		875		59		6.6		12.9		11.3		0.9		5.4		2.1		1.8

		807		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		75		13.3		0		9.3		46.7		4		24		2.7		0

		808		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		809		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		430		47.4		8.4		8.4		18.4		1.6		10.9		3.7		1.2

		810		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		666		43.1		8		13.1		20.3		1.4		10.7		3		0.6

		811		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		498		67.5		6		7.8		10.4		0.8		4		2.2		1.2

		812		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		377		47.7		7.4		19.6		12.5		1.1		7.2		1.9		2.7

		813		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		41		17.1		0		9.8		39		4.9		26.8		2.4		0

		814		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		8.8		0		8.8		55.9		2.9		20.6		2.9		0

		815		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		816		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1108		36		2.7		15.3		25.6		1.6		13.7		3.6		1.4

		817		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		492		61.2		8.7		11.6		10.8		1.4		3.9		2.2		0.2

		818		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		237		70.9		13.9		5.5		4.2		0.4		3		0.8		1.3

		819		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		106		69.8		15.1		1.9		4.7		0.9		2.8		2.8		1.9

		820		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		56		73.2		16.1		5.4		0		0		1.8		1.8		1.8

		821		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		67.3		26.5		0		2		0		0		0		4.1

		822		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		940		65.6		12.1		8		7.3		1		3.2		1.8		1
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										#0028
				F7. 進学先学校に合格した入試方法

		2009												《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～3》

		2009										調査数		一般入試		センター試験利用入試		推薦入試（公募）		推薦入試（指定校）		自己推薦入試		ＡＯ入試		その他		無回答

		2009								大学進学者全体		8481		43.7		7.4		14.6		20.4		1.9		8.1		3		0.8

										#0016
				F5. 進学先学校に合格した入試方法

		96		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～3》

		97		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ								調査数		一般入試		センター試験利用入試		推薦入試（公募）		推薦入試（指定校）		自己推薦入試		ＡＯ入試		その他		無回答

		98		2013年進学センサス【大学進学者ベース】2011①-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						大学進学者全体		7502		43.0		7.0		14.0		20.5		1.4		8.3		3.5		2.2





























































										#0014
				F5. 進学先学校に合格した入試方法

				2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～3》

				2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ								調査数		一般入試		センター試験利用入試		推薦入試（公募）		推薦入試（指定校）		自己推薦入試		ＡＯ入試		その他		無回答

				2013年進学センサス【大学進学者ベース】-1% ネン シンガク ダイガク シンガク シャ						大学進学者全体		3256		45.8		6.4		13.4		19.5		1.6		8		3.3		1.9























































































		877		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0014
				F5. 進学先学校に合格した入試方法																																																																																																																																																																																										

		879		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		一般入試		センター試験利用入試		推薦入試（公募）		推薦入試（指定校）		自己推薦入試		ＡＯ入試		その他		無回答																																																																																																																																																																												

		880		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		3051		48.2		7.5		13.3		17.5		1.5		6.8		3.1		2																																																																																																																																																																												

		881		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》																																																																																																																																																																																														

		882		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北海道		106		50.9		11.3		17		14.2		0.9		4.7		―		0.9																																																																																																																																																																												

		883		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 東北		193		39.4		9.8		15		18.7		2.1		11.4		2.1		1.6																																																																																																																																																																												

		884		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北関東・甲信越		274		50.4		8.4		10.9		19.7		1.5		5.8		2.2		1.1																																																																																																																																																																												

		885		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 南関東		953		49.8		6.7		6.9		18.8		1.7		8.8		4.6		2.6																																																																																																																																																																												

		886		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 東海		367		50.4		9		15.8		14.7		1.1		4.6		3.3		1.1																																																																																																																																																																												

		887		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北陸		61		50.8		11.5		16.4		16.4		―		4.9		―		―																																																																																																																																																																												

		888		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 関西		611		46.6		4.7		20.8		17.3		0.7		4.3		3.3		2.3																																																																																																																																																																												

		889		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 中国・四国		212		42.5		9.4		11.3		16.5		5.7		8.5		2.8		3.3																																																																																																																																																																												

		890		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 九州・沖縄		262		51.1		8.4		16		16.4		0.8		4.6		0.8		1.9																																																																																																																																																																												

		891		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 大都市圏		1645		49.6		6.1		11		18.2		1.4		6.8		4.4		2.4																																																																																																																																																																												

		892		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 大都市圏以外		1394		46.8		9.2		16		16.6		1.7		6.5		1.6		1.6																																																																																																																																																																												

		893		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》																																																																																																																																																																																														

		894		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 男子		1266		53.7		7.6		10.3		16		1.1		5.5		3.4		2.4																																																																																																																																																																												

		895		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 女子		1772		44.4		7.5		15.3		18.6		1.9		7.6		2.9		1.7																																																																																																																																																																												

		896		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》																																																																																																																																																																																														

		897		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		906		63.7		7.2		6.2		11.9		0.9		2.8		4.7		2.6																																																																																																																																																																												

		898		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1480		47.8		8.4		14.6		17		1.6		6.5		2.6		1.6																																																																																																																																																																												

		899		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		452		31.4		6.9		18.8		24.6		2.4		12.4		1.1		2.4																																																																																																																																																																												

		900		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		171		16.4		2.9		26.9		32.2		2.9		12.9		4.1		1.8																																																																																																																																																																												

		901		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		―		―		20		60		―		20		―		―																																																																																																																																																																												

		902		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2386		53.9		8		11.4		15		1.3		5.1		3.4		2																																																																																																																																																																												

		903		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		628		27.1		5.7		21		26.9		2.5		12.6		1.9		2.2																																																																																																																																																																												

		904		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》																																																																																																																																																																																														

		905		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系		1695		44.9		7.7		13.4		19.5		1.4		7.6		3.2		2.4																																																																																																																																																																												

		906		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系		1220		55.4		7.9		13		13.7		1.6		4.5		2.5		1.5																																																																																																																																																																												

		907		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない		106		18.9		3.8		13.2		32.1		3.8		17.9		7.5		2.8																																																																																																																																																																												

		908		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》																																																																																																																																																																																														

		909		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系・男性		601		51.7		8		10.5		16.5		1.2		5.7		4		2.5																																																																																																																																																																												

		910		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系・女性		1087		41.2		7.5		15		21.1		1.5		8.6		2.9		2.3																																																																																																																																																																												

		911		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系・男性		610		58.7		7.7		9.7		14.6		1		3.8		2.5		2.1																																																																																																																																																																												

		912		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系・女性		604		52.3		7.9		16.2		12.7		2.2		5.1		2.6		0.8																																																																																																																																																																												

		913		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない・男性		45		15.6		2.2		13.3		28.9		2.2		22.2		8.9		6.7																																																																																																																																																																												

		914		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない・女性		61		21.3		4.9		13.1		34.4		4.9		14.8		6.6		―																																																																																																																																																																												

		915		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》																																																																																																																																																																																														

		916		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第1希望		1659		34.8		3.5		18.1		25		2.1		10.2		4.1		2.2																																																																																																																																																																												

		917		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第2希望		692		61.6		9		9.8		10.5		0.9		4.3		1.9		2																																																																																																																																																																												

		918		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第3希望		413		67.1		13.8		6.8		8		1		1		1.2		1.2																																																																																																																																																																												

		919		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第4希望		142		73.2		16.2		2.8		3.5		0.7		―		2.1		1.4																																																																																																																																																																												

		920		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第5希望		67		71.6		22.4		―		1.5		1.5		―		1.5		1.5																																																																																																																																																																												

		921		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 それ以下		42		54.8		35.7		2.4		2.4		―		2.4		―		2.4																																																																																																																																																																												

		922		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第1希望志望以外・計		1356		64.7		12.7		7.4		8.3		0.9		2.6		1.6		1.7																																																																																																																																																																												

		923		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《進路先選択についての総合満足度別》																																																																																																																																																																																														

		924		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 とても満足している		1348		42.2		4.9		17.3		19.1		1.9		8.8		3.6		2.3																																																																																																																																																																												

		925		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ある程度満足している		1218		51.6		8.1		10.7		18		1.1		6.1		2.6		1.8																																																																																																																																																																												

		926		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらともいえない		297		54.5		10.4		10.4		14.1		2		3.4		2.4		2.7																																																																																																																																																																												

		927		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 あまり満足していない		137		60.6		16.1		5.8		8.8		0.7		2.9		4.4		0.7																																																																																																																																																																												

		928		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 満足していない		46		54.3		23.9		6.5		8.7		2.2		2.2		2.2		―																																																																																																																																																																												

		929		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 満足している・計		2566		46.7		6.4		14.1		18.6		1.5		7.5		3.1		2.1																																																																																																																																																																												

		930		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 態度保留+満足していない・計		480		56.3		13.3		8.8		12.1		1.7		3.1		2.9		1.9																																																																																																																																																																												

		931		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《目的や目標の有無別》																																																																																																																																																																																														

		932		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						はっきりした目的や目標がある		1521		46.1		8		15.6		15.2		1.7		8.4		3.2		1.9																																																																																																																																																																												

		933		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						ぼんやりとしているが、目的や目標がある		1236		49.8		7.4		11		20.2		1.3		5.3		2.9		2																																																																																																																																																																												

		934		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						特に目的や目標は持っていない		256		52.7		5.5		10.5		18.8		2		5.1		3.1		2.3																																																																																																																																																																												

		935		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						そもそも、目的や目標について考えたことがない		19		42.1		10.5		15.8		21.1		―		―		5.3		5.3																																																																																																																																																																												

		936		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						目的や目標がある・計		2757		47.8		7.7		13.5		17.4		1.5		7		3		2																																																																																																																																																																												

		937		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						目的や目標がない・計		275		52		5.8		10.9		18.9		1.8		4.7		3.3		2.5																																																																																																																																																																												

		938		1605センサス全国_大学1_% ダイガク																																																																																																																																																																																																				







■進学先検討時の重視項目（大学進学者／複数回答）
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　 2019年　大学進学者全体 2071 80.4 47.9 46.6 45.0 38.6 36.7 36.6 36.2 34.3 33.9 31.9 30.8 29.8 27.9 26.8 26.0 25.7 25.4

2016年　大学進学者全体 3051 65.8 38.2 35.5 34.6 34.1 26.6 31.8 27.9 27.4 27.6 25.0 23.2 20.5 27.1 21.4 23.9 19.2 24.7

2013年　大学進学者全体 3256 74.8 47.5 46.5 40.8 40.7 30.9 34.9 33.3 32.3 37.3 30.7 32.3 29.4 30.2 28.3 30.3 25.6 27.3

【2019年属性別】

男女別 男子 976 75.9 38.7 42.0 44.4 32.2 36.7 26.3 34.9 30.7 28.4 28.2 25.0 28.9 22.5 24.1 28.4 23.2 20.9

女子 1086 84.5 56.1 50.6 45.6 44.4 36.9 45.9 37.5 37.8 39.0 35.5 36.2 30.8 33.0 29.6 23.8 28.1 29.6

入試 一般、センター・計 1179 79.6 45.8 44.9 44.2 34.8 36.1 31.9 42.6 32.9 32.5 33.4 29.4 31.7 25.4 25.5 28.2 24.9 23.2

方法別 ＡＯ、推薦入試・計 809 82.4 52.0 50.1 46.7 44.0 38.2 43.6 27.9 36.5 37.1 30.4 32.3 27.1 31.9 29.2 24.1 27.9 28.6

100.0 「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い ※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

100.0 「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い
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　 2019年　大学進学者全体 2071 23.3 21.3 20.3 19.6 19.4 17.6 17.3 14.3 14.1 12.5 10.2 10.1 7.9 7.7 7.0 6.8 0.4

2016年　大学進学者全体 3051 23.3 16.7 19.4 16.7 19.5 15.0 16.2 12.0 13.1 9.9 9.3 9.3 6.9 5.8 8.0 6.2 13.5

2013年　大学進学者全体 3256 24.7 20.1 21.6 20.9 21.3 18.4 21.5 14.7 15.0 13.0 12.4 10.9 9.5 9.2 10.7 7.4 9.6

【2019年属性別】

男女別 男子 976 26.4 22.6 19.0 17.1 18.5 14.1 16.0 14.3 10.9 9.8 10.6 8.1 6.0 9.1 4.8 6.0 0.4

女子 1086 20.5 20.3 21.7 21.8 20.3 20.9 18.5 14.5 17.0 15.0 10.0 12.1 9.6 6.5 8.9 7.6 0.5

入試 一般、センター・計 1179 27.2 26.0 25.5 22.6 17.6 17.7 16.5 17.9 14.1 12.0 10.2 8.7 7.9 9.4 5.7 7.3 0.4

方法別 ＡＯ、推薦入試・計 809 18.2 15.6 13.2 15.9 21.9 18.0 18.7 9.4 14.3 13.5 10.4 12.0 8.0 5.7 8.5 6.2 0.4
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【志望校検討時の重視項目】
■志望校検討時に最も重視するのは
「学びたい学部・学科・コースがあること」
・志望校検討時の重視項目は、１位「学びたい学部・学科・コースがあること」（80.4％）
次いで「校風や雰囲気が良いこと」（47.9％）、「自分の興味や可能性が広げられるこ
と」（46.6％）。重視項目上位5項目は3回連続変わらない。

■男子は就職、女子は校風や雰囲気をより重視
１位：男女ともに「学びたい学部・学科・コースがあること」（男子 75.9％ 女子 84.5％）
２位：男子「就職に有利であること」（44.4％）

女子「校風や雰囲気がよいこと」（56.1％）

100.0 各年において最もポイントが高い

100.0 各年において2～5番目にポイントが高い

100.0 「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い ※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

100.0 「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い


グラフ

														教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		構成要員 コウセイ ヨウイン		構成要員 コウセイ ヨウイン		構成要員 コウセイ ヨウイン		構成要員 コウセイ ヨウイン		学生生活 ガクセイ セイカツ		学生生活 ガクセイ セイカツ		学生生活 ガクセイ セイカツ		学生生活 ガクセイ セイカツ		学生生活 ガクセイ セイカツ		立地・環境 リッチ カンキョウ		立地・環境 リッチ カンキョウ		立地・環境 リッチ カンキョウ		立地・環境 リッチ カンキョウ		入試難易度 ナンイド		入試難易度 ナンイド		入試難易度 ナンイド		卒業後 ソツギョウゴ		卒業後 ソツギョウゴ		卒業後 ソツギョウゴ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ

														1		7		1		6		4		6		1		5		3		3		4		1		5		3		6		7		1		1		4		7		1		5		7		3		1		7		2		1		2		7		2		3		7		2		4		8

		-4								-1		0		6		4		9		11		31		19		10		27		20		23		33		7		26		21		18		1		12		29		32		3		8		35		25		24		28		2		16		13		17		5		14		22		30		15		34		36				14		15

						0		7		0				学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が
よいこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が
増えること		資格取得に
有利であること		偏差値が自分に
合っていること		学習設備や環境が
整っていること		学生生活が
楽しめること		勉強するのに
良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に
合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で
活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が
身につくこと		専門分野を
深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが
高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある
感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが
身につくこと		学生の面倒見が
良いこと		学校が発展していく
可能性があること		教授・講師陣が
魅力的であること		寮や奨学金などが
充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が
魅力的であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		無回答

						#0205
		8		Q12. 志望校検討時の重視項目

								9		0		調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が良いこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が増えること		資格取得に有利であること		偏差値が自分に合っていること		学習設備や環境が整っていること		学生生活が楽しめること		勉強するのに良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が身につくこと		専門分野を深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが身につくこと		学生の面倒見が良いこと		学校が発展していく可能性があること		教授・講師陣が魅力的であること		寮や奨学金などが充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が魅力的であること		遊びにいくのに便利な立地であること		無回答				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること

								9				調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が良いこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が増えること		資格取得に有利であること		偏差値が自分に合っていること		学習設備や環境が整っていること		学生生活が楽しめること		勉強するのに良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が身につくこと		専門分野を深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが身につくこと		学生の面倒見が良いこと		学校が発展していく可能性があること		教授・講師陣が魅力的であること		寮や奨学金などが充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が魅力的であること		遊びにいくのに便利な立地であること		無回答				0		0

		1605センサス全国_大学1_%						14		2016年　大学進学者全体		3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15		16.2		12		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8		6.2		13.5				9.3		8

		1305センサス全国_大学1_%						13		2013年　大学進学者全体		3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15		13		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				10.9		10.7

		1105センサス全国_大学1_%						12		2011年　大学進学者全体		7502		75.3		49		45.7		44		40.5		32.6		37		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30		27.4		32		24		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14		14.2		14.6		13.5		10.5		8		9.1		9.7		7.7		9				10.5		9.7

		090529センサス全国_大学1_%						11		2009年　大学進学者全体		8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24		22.7		28.7		22		19.4		22.7		19.5		18		23		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10		7.8		10.9				10.7		10

		0704センサス大学_%						10		2007年　大学進学者全体		6390		*		54.7		54.7		44		49.8		33.9		36		31.6		39.4		40.7		32		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26		15.3		16.1		14		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				12.4		10.9



								15		2019年　大学進学者全体		2071		80.4		47.9		46.6		45		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7		6.8		0.4				9		3.5

								14		2016年　大学進学者全体		3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15		16.2		12		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8		6.2		13.5				8.6		4.8

								13		2013年　大学進学者全体		3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15		13		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				8.3		3.3

								12		2011年　大学進学者全体		7502		75.3		49		45.7		44		40.5		32.6		37		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30		27.4		32		24		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14		14.2		14.6		13.5		10.5		8		9.1		9.7		7.7		9				0		0

								11		2009年　大学進学者全体		8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24		22.7		28.7		22		19.4		22.7		19.5		18		23		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10		7.8		10.9				10.1		7

		非表示 ヒヒョウジ						10		2007年　大学進学者全体		6390		*		54.7		54.7		44		49.8		33.9		36		31.6		39.4		40.7		32		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26		15.3		16.1		14		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること



		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		2071		80.4		47.9		46.6		45		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7		6.8		0.4

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウ ショザイ ベツ		13		北海道		60		70		51.7		51.7		41.7		15		41.7		38.3		38.3		30		30		28.3		35		33.3		28.3		38.3		21.7		36.7		23.3		16.7		18.3		13.3		35		18.3		18.3		21.7		15		10		16.7		8.3		10		8.3		10		8.3		3.3		5		0

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		105		81.9		41		48.6		38.1		12.4		30.5		36.2		30.5		34.3		30.5		29.5		30.5		19		18.1		21		24.8		21		25.7		17.1		16.2		16.2		27.6		15.2		16.2		18.1		12.4		8.6		10.5		7.6		8.6		8.6		8.6		8.6		4.8		8.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		200		85		45.5		48.5		43.5		25		37		36		36.5		42.5		37		34		25		28.5		26.5		25		19		25.5		28.5		20		19.5		21.5		21.5		15		24		16		16		11		11.5		11.5		8		9		9		7		3.5		7.5		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		595		80.5		54.5		49.4		49.1		57.8		38.5		36.8		37.6		36.8		34.6		34.3		33.9		30.8		36		30.4		30.9		26.9		26.4		34.3		28.9		23.7		12.8		22.4		18.8		19.5		18.8		15.6		15.6		15.1		11.9		13.9		5.7		6.9		7.1		7.9		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		275		81.5		43.6		40		45.5		34.9		34.2		36.7		37.5		29.1		30.2		30.9		28		33.8		27.6		22.9		26.2		22.5		22.5		19.3		24.7		20.4		19.3		19.6		18.9		13.8		15.6		12.4		10.5		13.1		8.7		6.5		9.1		8.4		6.9		4.4		0.7

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		49		87.8		46.9		53.1		40.8		16.3		34.7		36.7		46.9		36.7		36.7		34.7		51		32.7		22.4		30.6		32.7		30.6		28.6		16.3		26.5		20.4		26.5		24.5		28.6		20.4		24.5		20.4		20.4		22.4		6.1		8.2		10.2		8.2		6.1		4.1		0

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		370		77.3		44.9		44.3		42.2		48.1		36.8		32.7		34.3		31.6		33		29.2		28.6		30		26.2		22.2		23.2		22.2		23.8		24.9		22.4		19.5		18.1		21.1		20.5		16.8		16.8		19.2		15.7		11.1		12.4		8.6		5.9		9.2		7.8		7		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		185		78.9		44.9		44.3		37.8		17.8		33		33.5		36.8		33.5		36.8		30.3		24.3		29.7		21.1		25.9		25.9		25.9		25.9		15.7		21.6		24.9		32.4		20.5		18.4		18.9		19.5		15.1		11.4		10.8		8.1		10.3		9.2		8.1		8.1		6.5		1.1

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		222		82		47.7		47.3		50.5		29.3		41		45		33.8		34.2		35.6		33.8		35.6		27.5		23.4		32.4		23.9		31.1		26.1		17.6		17.1		21.6		26.6		14.4		16.7		18		17.1		10.8		16.2		11.3		9.9		9.9		12.2		6.8		9.9		6.8		0

								22		大都市圏		1023		79.7		50		46.1		47.5		53.1		37.5		35.3		37.9		34.2		33.4		32.6		31.2		31.2		32.6		26.8		28.9		25.3		25		30.7		27.8		21.7		15.1		22.3		19.4		17.8		18.1		16.7		14.8		13.8		11.8		11.6		6		7.8		7.3		7.2		0.5

								23		大都市圏以外		1038		81.2		45.8		47		42.5		24.4		36.1		37.9		34.7		34.8		34.5		31.6		30.6		28.6		23.5		27.2		23.1		26.2		25.9		17.2		19		21.1		25.7		17		19.6		17.6		16.6		12.1		13.5		11.4		8.8		8.8		9.8		7.7		6.6		6.5		0.4

		★				男女別 ダンジョ ベツ		25		男子		976		75.9		38.7		42		44.4		32.2		36.7		26.3		34.9		30.7		28.4		28.2		25		28.9		22.5		24.1		28.4		23.2		20.9		19.4		26.4		22.6		19		17.1		18.5		14.1		16		14.3		10.9		9.8		10.6		8.1		6		9.1		4.8		6		0.4

		★						26		女子		1086		84.5		56.1		50.6		45.6		44.4		36.9		45.9		37.5		37.8		39		35.5		36.2		30.8		33		29.6		23.8		28.1		29.6		28		20.5		20.3		21.7		21.8		20.3		20.9		18.5		14.5		17		15		10		12.1		9.6		6.5		8.9		7.6		0.5

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイ タン シンガク リツ ベツ		28		95％以上		703		78.4		51.1		46.9		46.1		36.7		39.3		28.9		39.3		35.7		35.3		35.1		30.2		27.7		26.5		29.6		33		27.2		25.9		23.8		30.9		31.6		20.6		22		18.8		18.8		19.5		21.9		15.8		12.1		11.4		12.2		5.1		10.1		7.8		8.7		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		925		82.8		46.4		45.5		45.4		41.1		33		39.9		36.5		35.6		34.3		30.8		31.4		31.4		30.2		27.1		22.9		24.9		25.1		26.4		22.3		17.5		21.1		20.2		19.7		17.2		16.4		11.6		14.4		12.6		10.1		9.7		9.6		6.8		6.3		6.3		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		318		78.9		45.3		46.5		41.8		36.5		40.6		41.8		33.6		32.4		29.6		32.7		30.2		29.9		26.4		21.7		22.6		24.2		25.2		19.2		13.5		13.2		18.2		13.5		20.4		17		14.8		8.5		11		12.3		8.2		7.2		7.9		6		6.3		4.4		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		92		79.3		43.5		55.4		46.7		31.5		44.6		41.3		20.7		25		34.8		20.7		38		29.3		23.9		25		18.5		29.3		29.3		17.4		12		14.1		21.7		17.4		21.7		17.4		19.6		6.5		8.7		15.2		13		8.7		13		5.4		9.8		6.5		0

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		100		100		50		0		50		50		0		50		0		50		50		0		0		100		50		50		50		50		50		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		1628		80.9		48.4		46.1		45.7		39.2		35.7		35.1		37.7		35.6		34.7		32.7		30.8		29.8		28.6		28.2		27.3		25.9		25.4		25.2		26		23.6		20.9		21		19.3		17.9		17.8		16		15		12.4		10.6		10.8		7.7		8.2		6.9		7.3		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		412		79.1		45.1		48.5		42.7		35.4		41.5		41.5		30.8		30.6		30.8		30.1		31.8		29.6		26.2		22.6		21.8		25.5		26.2		18.9		13.1		13.3		19.2		14.3		20.6		17.2		15.8		8		10.4		12.9		9.5		7.5		9		5.8		7		4.9		0.2

						文理別 ブンリ ベツ		47		文系		1096		79.4		52		48.6		46.2		43.3		40.1		37		36.2		33.7		36.7		33.4		32.7		30		31.6		27.2		25.7		28.8		24.6		27.2		25.7		20.3		17.3		22.8		22		20.4		19		14.7		18.6		12.9		10.6		11.8		9.3		8.1		7.8		8		0.6

								48		理系		875		82.4		43.2		44.6		43.5		32.8		32.3		35.2		38.5		36.2		30.5		30.5		29.3		29.9		23.5		26.1		26.3		22.3		26.1		20		21.1		23.5		24.8		16.2		15.8		14.3		15.8		15		8.7		11.8		9.8		8.5		5.6		7.5		5.9		5.3		0.1

								49		どちらでもない		75		72		38.7		41.3		41.3		36		41.3		48		17.3		25.3		37.3		29.3		24		29.3		26.7		33.3		26.7		24		29.3		22.7		13.3		10.7		17.3		12		22.7		18.7		13.3		4		13.3		17.3		12		5.3		12		6.7		8		8		0

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		36		一般、センター・計		1179		79.6		45.8		44.9		44.2		34.8		36.1		31.9		42.6		32.9		32.5		33.4		29.4		31.7		25.4		25.5		28.2		24.9		23.2		24.1		27.2		26		25.5		22.6		17.6		17.7		16.5		17.9		14.1		12		10.2		8.7		7.9		9.4		5.7		7.3		0.4

						入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		37		一般入試		1029		79.7		46.6		45.1		44		34.7		35.7		30.1		43.7		32.8		33.2		33.5		29.9		32.4		25.8		25.4		29.5		24.9		23.5		23.3		28		27		25.3		23.3		17.3		17.8		17.1		18.7		14.6		11.4		10.2		8.6		7.1		9.4		6.1		7.6		0.3

								38		センター入試		150		79.3		40		43.3		45.3		35.3		39.3		44		34.7		33.3		27.3		32.7		26		27.3		23.3		26.7		18.7		25.3		21.3		29.3		22		18.7		27.3		17.3		20		17.3		12		12.7		10.7		16		10		9.3		13.3		9.3		2.7		5.3		1.3

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		809		82.4		52		50.1		46.7		44		38.2		43.6		27.9		36.5		37.1		30.4		32.3		27.1		31.9		29.2		24.1		27.9		28.6		22.9		18.2		15.6		13.2		15.9		21.9		18		18.7		9.4		14.3		13.5		10.4		12		8		5.7		8.5		6.2		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		85.1		51.6		53.2		40.7		40.4		39.3		45.5		31		38		36.7		31.4		36		33		31.2		28.4		20.7		26.6		30.1		21.1		12.7		16.7		18.7		13.6		22		18.2		17.8		10.1		14.7		13.8		8.6		12.3		8.6		5.7		7.9		6.6		0.2

								41		ＡＯ		183		83.1		50.3		50.8		39.9		41.5		38.3		49.2		27.3		36.6		38.3		25.1		36.6		35.5		27.3		31.1		19.1		25.7		30.1		21.9		9.3		10.4		12		12		20.8		17.5		19.7		6		12.6		14.2		8.2		12		6		4.9		8.7		7.7		0

								42		公募推薦		245		85.7		52.7		53.9		40.8		39.2		40		42		33.5		36.7		35.1		32.7		35.9		31		32.7		26.1		20		25.7		29.4		19.2		14.3		20		23.3		13.9		22		18		15.9		11.8		15.5		12.7		8.6		11.8		11		5.7		6.9		5.7		0.4

								43		自己推薦		27		92.6		51.9		63		44.4		44.4		40.7		51.9		33.3		59.3		40.7		63		33.3		33.3		44.4		29.6		37		40.7		37		33.3		22.2		29.6		22.2		22.2		29.6		25.9		22.2		22.2		22.2		22.2		11.1		18.5		3.7		11.1		11.1		7.4		0

								44		指定校推薦		354		79.1		52.5		46		54.5		48.6		36.7		41.2		24		34.5		37.6		29.1		27.4		19.5		32.8		30.2		28.5		29.7		26.6		25.1		25.1		14.1		6.2		18.9		21.8		17.8		19.8		8.5		13.8		13		12.7		11.6		7.3		5.6		9.3		5.6		0.6

								45		その他		57		68.4		38.6		36.8		43.9		43.9		33.3		31.6		19.3		35.1		22.8		26.3		31.6		24.6		21.1		24.6		12.3		17.5		22.8		33.3		19.3		12.3		14		14		22.8		14		12.3		12.3		10.5		10.5		10.5		8.8		8.8		3.5		7		7		0

						志望
順位別 シボウ ジュンイ ベツ		58		第1希望		1108		81.7		52.3		49.5		43		40.5		36.6		38.1		34		36.3		36.1		33.2		33.8		31		28.1		27.3		25.9		26.9		27.7		23.6		20.1		22.1		19.5		19.5		19.6		18.7		18.3		14.4		14.7		11.9		10.3		13.3		7.8		7.4		8.4		6.6		0.3

								64		第1希望志望以外・計		940		79.5		43		43.7		47.3		36.6		36.8		34.9		38.6		32.3		31.7		30.5		27.3		28.3		28.1		26.4		26.2		24.1		22.3		24.3		27.3		20.5		21.3		19.7		19.4		16.6		16.2		14.4		13.5		13.2		10.1		6.6		8.1		8.3		5.4		7		0.5





































						■進学先検討時の重視項目（大学進学者／複数回答）

												（％）



																																																																																				　

												調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が
よいこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が
増えること		資格取得に
有利であること		偏差値が自分に
合っていること		学習設備や環境が
整っていること		学生生活が
楽しめること		勉強するのに
良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に
合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で
活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が
身につくこと		専門分野を
深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが
高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある
感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが
身につくこと		学生の面倒見が
良いこと		学校が発展していく
可能性があること		教授・講師陣が
魅力的であること		寮や奨学金などが
充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が
魅力的であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		無回答				9.3		8

						2016年　大学進学者全体						3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25.0		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15.0		16.2		12.0		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8.0		6.2		13.5				9.3		8.0

						2013年　大学進学者全体						3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15.0		13.0		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				10.9		10.7

						2011年　大学進学者全体						7502		75.3		49.0		45.7		44.0		40.5		32.6		37.0		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30.0		27.4		32.0		24.0		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14.0		14.2		14.6		13.5		10.5		8.0		9.1		9.7		7.7		9.0				10.5		9.7

						2009年　大学進学者全体						8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33.0		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24.0		22.7		28.7		22.0		19.4		22.7		19.5		18.0		23.0		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10.0		7.8		10.9				10.7		10.0

						2007年　大学進学者全体						6390		*		54.7		54.7		44.0		49.8		33.9		36.0		31.6		39.4		40.7		32.0		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27.0		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26.0		15.3		16.1		14.0		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				12.4		10.9



		0		　		2019年　大学進学者全体						2071		80.4		47.9		46.6		45.0		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26.0		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7.0		6.8		0.4				9.0		3.5

		0				2016年　大学進学者全体						3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25.0		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15.0		16.2		12.0		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8.0		6.2		13.5				8.6		4.8

		0				2013年　大学進学者全体						3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15.0		13.0		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				8.3		3.3

		0				2011年　大学進学者全体						7502		75.3		49.0		45.7		44.0		40.5		32.6		37.0		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30.0		27.4		32.0		24.0		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14.0		14.2		14.6		13.5		10.5		8.0		9.1		9.7		7.7		9.0				―		―

		0				2009年　大学進学者全体						8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33.0		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24.0		22.7		28.7		22.0		19.4		22.7		19.5		18.0		23.0		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10.0		7.8		10.9				10.1		7.0

		非表示				2007年　大学進学者全体						6390		*		54.7		54.7		44.0		49.8		33.9		36.0		31.6		39.4		40.7		32.0		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27.0		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26.0		15.3		16.1		14.0		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること



														100.0		各年において最もポイントが高い カクネン モット

														100.0		各年において2～5番目にポイントが高い バンメ タカ



						【2019年属性別】 ネン ゾクセイ ベツ

		1905センサス全国_大学1_%						大学進学者全体				2071		80.4		47.9		46.6		45.0		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26.0		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7.0		6.8		0.4

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				60		70.0		51.7		51.7		41.7		15.0		41.7		38.3		38.3		30.0		30.0		28.3		35.0		33.3		28.3		38.3		21.7		36.7		23.3		16.7		18.3		13.3		35.0		18.3		18.3		21.7		15.0		10.0		16.7		8.3		10.0		8.3		10.0		8.3		3.3		5.0		―

		非表示				0		東北				105		81.9		41.0		48.6		38.1		12.4		30.5		36.2		30.5		34.3		30.5		29.5		30.5		19.0		18.1		21.0		24.8		21.0		25.7		17.1		16.2		16.2		27.6		15.2		16.2		18.1		12.4		8.6		10.5		7.6		8.6		8.6		8.6		8.6		4.8		8.6		―

		非表示						北関東・甲信越				200		85.0		45.5		48.5		43.5		25.0		37.0		36.0		36.5		42.5		37.0		34.0		25.0		28.5		26.5		25.0		19.0		25.5		28.5		20.0		19.5		21.5		21.5		15.0		24.0		16.0		16.0		11.0		11.5		11.5		8.0		9.0		9.0		7.0		3.5		7.5		0.5

		非表示						南関東				595		80.5		54.5		49.4		49.1		57.8		38.5		36.8		37.6		36.8		34.6		34.3		33.9		30.8		36.0		30.4		30.9		26.9		26.4		34.3		28.9		23.7		12.8		22.4		18.8		19.5		18.8		15.6		15.6		15.1		11.9		13.9		5.7		6.9		7.1		7.9		0.3

		非表示						東海				275		81.5		43.6		40.0		45.5		34.9		34.2		36.7		37.5		29.1		30.2		30.9		28.0		33.8		27.6		22.9		26.2		22.5		22.5		19.3		24.7		20.4		19.3		19.6		18.9		13.8		15.6		12.4		10.5		13.1		8.7		6.5		9.1		8.4		6.9		4.4		0.7

		非表示						北陸				49		87.8		46.9		53.1		40.8		16.3		34.7		36.7		46.9		36.7		36.7		34.7		51.0		32.7		22.4		30.6		32.7		30.6		28.6		16.3		26.5		20.4		26.5		24.5		28.6		20.4		24.5		20.4		20.4		22.4		6.1		8.2		10.2		8.2		6.1		4.1		―

		非表示						関西				370		77.3		44.9		44.3		42.2		48.1		36.8		32.7		34.3		31.6		33.0		29.2		28.6		30.0		26.2		22.2		23.2		22.2		23.8		24.9		22.4		19.5		18.1		21.1		20.5		16.8		16.8		19.2		15.7		11.1		12.4		8.6		5.9		9.2		7.8		7.0		0.5

		非表示						中国・四国				185		78.9		44.9		44.3		37.8		17.8		33.0		33.5		36.8		33.5		36.8		30.3		24.3		29.7		21.1		25.9		25.9		25.9		25.9		15.7		21.6		24.9		32.4		20.5		18.4		18.9		19.5		15.1		11.4		10.8		8.1		10.3		9.2		8.1		8.1		6.5		1.1

		非表示						九州・沖縄				222		82.0		47.7		47.3		50.5		29.3		41.0		45.0		33.8		34.2		35.6		33.8		35.6		27.5		23.4		32.4		23.9		31.1		26.1		17.6		17.1		21.6		26.6		14.4		16.7		18.0		17.1		10.8		16.2		11.3		9.9		9.9		12.2		6.8		9.9		6.8		―

		0						大都市圏				1023		79.7		50.0		46.1		47.5		53.1		37.5		35.3		37.9		34.2		33.4		32.6		31.2		31.2		32.6		26.8		28.9		25.3		25.0		30.7		27.8		21.7		15.1		22.3		19.4		17.8		18.1		16.7		14.8		13.8		11.8		11.6		6.0		7.8		7.3		7.2		0.5

		0						大都市圏以外				1038		81.2		45.8		47.0		42.5		24.4		36.1		37.9		34.7		34.8		34.5		31.6		30.6		28.6		23.5		27.2		23.1		26.2		25.9		17.2		19.0		21.1		25.7		17.0		19.6		17.6		16.6		12.1		13.5		11.4		8.8		8.8		9.8		7.7		6.6		6.5		0.4

		★				男女別		男子				976		75.9		38.7		42.0		44.4		32.2		36.7		26.3		34.9		30.7		28.4		28.2		25.0		28.9		22.5		24.1		28.4		23.2		20.9		19.4		26.4		22.6		19.0		17.1		18.5		14.1		16.0		14.3		10.9		9.8		10.6		8.1		6.0		9.1		4.8		6.0		0.4

		★						女子				1086		84.5		56.1		50.6		45.6		44.4		36.9		45.9		37.5		37.8		39.0		35.5		36.2		30.8		33.0		29.6		23.8		28.1		29.6		28.0		20.5		20.3		21.7		21.8		20.3		20.9		18.5		14.5		17.0		15.0		10.0		12.1		9.6		6.5		8.9		7.6		0.5

		非表示				大短
進学率別		95％以上				703		78.4		51.1		46.9		46.1		36.7		39.3		28.9		39.3		35.7		35.3		35.1		30.2		27.7		26.5		29.6		33.0		27.2		25.9		23.8		30.9		31.6		20.6		22.0		18.8		18.8		19.5		21.9		15.8		12.1		11.4		12.2		5.1		10.1		7.8		8.7		0.4

		非表示				0		70～95％未満				925		82.8		46.4		45.5		45.4		41.1		33.0		39.9		36.5		35.6		34.3		30.8		31.4		31.4		30.2		27.1		22.9		24.9		25.1		26.4		22.3		17.5		21.1		20.2		19.7		17.2		16.4		11.6		14.4		12.6		10.1		9.7		9.6		6.8		6.3		6.3		0.3

		非表示						40～70％未満				318		78.9		45.3		46.5		41.8		36.5		40.6		41.8		33.6		32.4		29.6		32.7		30.2		29.9		26.4		21.7		22.6		24.2		25.2		19.2		13.5		13.2		18.2		13.5		20.4		17.0		14.8		8.5		11.0		12.3		8.2		7.2		7.9		6.0		6.3		4.4		0.3

		非表示						10～40％未満				92		79.3		43.5		55.4		46.7		31.5		44.6		41.3		20.7		25.0		34.8		20.7		38.0		29.3		23.9		25.0		18.5		29.3		29.3		17.4		12.0		14.1		21.7		17.4		21.7		17.4		19.6		6.5		8.7		15.2		13.0		8.7		13.0		5.4		9.8		6.5		―

		非表示						10％未満				2		100.0		100.0		50.0		―		50.0		50.0		―		50.0		―		50.0		50.0		―		―		100.0		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0		―		―		50.0		―		―		50.0		―		―		―		―		50.0		―		―		―		―		―		―

		非表示						70％以上・計				1628		80.9		48.4		46.1		45.7		39.2		35.7		35.1		37.7		35.6		34.7		32.7		30.8		29.8		28.6		28.2		27.3		25.9		25.4		25.2		26.0		23.6		20.9		21.0		19.3		17.9		17.8		16.0		15.0		12.4		10.6		10.8		7.7		8.2		6.9		7.3		0.4

		非表示						70％未満・計				412		79.1		45.1		48.5		42.7		35.4		41.5		41.5		30.8		30.6		30.8		30.1		31.8		29.6		26.2		22.6		21.8		25.5		26.2		18.9		13.1		13.3		19.2		14.3		20.6		17.2		15.8		8.0		10.4		12.9		9.5		7.5		9.0		5.8		7.0		4.9		0.2

		0				文理別		文系				1096		79.4		52.0		48.6		46.2		43.3		40.1		37.0		36.2		33.7		36.7		33.4		32.7		30.0		31.6		27.2		25.7		28.8		24.6		27.2		25.7		20.3		17.3		22.8		22.0		20.4		19.0		14.7		18.6		12.9		10.6		11.8		9.3		8.1		7.8		8.0		0.6

		0						理系				875		82.4		43.2		44.6		43.5		32.8		32.3		35.2		38.5		36.2		30.5		30.5		29.3		29.9		23.5		26.1		26.3		22.3		26.1		20.0		21.1		23.5		24.8		16.2		15.8		14.3		15.8		15.0		8.7		11.8		9.8		8.5		5.6		7.5		5.9		5.3		0.1

		0						どちらでもない				75		72.0		38.7		41.3		41.3		36.0		41.3		48.0		17.3		25.3		37.3		29.3		24.0		29.3		26.7		33.3		26.7		24.0		29.3		22.7		13.3		10.7		17.3		12.0		22.7		18.7		13.3		4.0		13.3		17.3		12.0		5.3		12.0		6.7		8.0		8.0		―

		非表示				入試		一般、センター・計				1179		79.6		45.8		44.9		44.2		34.8		36.1		31.9		42.6		32.9		32.5		33.4		29.4		31.7		25.4		25.5		28.2		24.9		23.2		24.1		27.2		26.0		25.5		22.6		17.6		17.7		16.5		17.9		14.1		12.0		10.2		8.7		7.9		9.4		5.7		7.3		0.4

		0				入試
方法別		一般入試				1029		79.7		46.6		45.1		44.0		34.7		35.7		30.1		43.7		32.8		33.2		33.5		29.9		32.4		25.8		25.4		29.5		24.9		23.5		23.3		28.0		27.0		25.3		23.3		17.3		17.8		17.1		18.7		14.6		11.4		10.2		8.6		7.1		9.4		6.1		7.6		0.3

		0				0		センター入試				150		79.3		40.0		43.3		45.3		35.3		39.3		44.0		34.7		33.3		27.3		32.7		26.0		27.3		23.3		26.7		18.7		25.3		21.3		29.3		22.0		18.7		27.3		17.3		20.0		17.3		12.0		12.7		10.7		16.0		10.0		9.3		13.3		9.3		2.7		5.3		1.3

		非表示				方法別 ホウホウ ベツ		ＡＯ、推薦入試・計				809		82.4		52.0		50.1		46.7		44.0		38.2		43.6		27.9		36.5		37.1		30.4		32.3		27.1		31.9		29.2		24.1		27.9		28.6		22.9		18.2		15.6		13.2		15.9		21.9		18.0		18.7		9.4		14.3		13.5		10.4		12.0		8.0		5.7		8.5		6.2		0.4

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				455		85.1		51.6		53.2		40.7		40.4		39.3		45.5		31.0		38.0		36.7		31.4		36.0		33.0		31.2		28.4		20.7		26.6		30.1		21.1		12.7		16.7		18.7		13.6		22.0		18.2		17.8		10.1		14.7		13.8		8.6		12.3		8.6		5.7		7.9		6.6		0.2

		0						ＡＯ				183		83.1		50.3		50.8		39.9		41.5		38.3		49.2		27.3		36.6		38.3		25.1		36.6		35.5		27.3		31.1		19.1		25.7		30.1		21.9		9.3		10.4		12.0		12.0		20.8		17.5		19.7		6.0		12.6		14.2		8.2		12.0		6.0		4.9		8.7		7.7		―

		0						公募推薦				245		85.7		52.7		53.9		40.8		39.2		40.0		42.0		33.5		36.7		35.1		32.7		35.9		31.0		32.7		26.1		20.0		25.7		29.4		19.2		14.3		20.0		23.3		13.9		22.0		18.0		15.9		11.8		15.5		12.7		8.6		11.8		11.0		5.7		6.9		5.7		0.4

		0						自己推薦				27		92.6		51.9		63.0		44.4		44.4		40.7		51.9		33.3		59.3		40.7		63.0		33.3		33.3		44.4		29.6		37.0		40.7		37.0		33.3		22.2		29.6		22.2		22.2		29.6		25.9		22.2		22.2		22.2		22.2		11.1		18.5		3.7		11.1		11.1		7.4		―

		0						指定校推薦				354		79.1		52.5		46.0		54.5		48.6		36.7		41.2		24.0		34.5		37.6		29.1		27.4		19.5		32.8		30.2		28.5		29.7		26.6		25.1		25.1		14.1		6.2		18.9		21.8		17.8		19.8		8.5		13.8		13.0		12.7		11.6		7.3		5.6		9.3		5.6		0.6

		0						その他				57		68.4		38.6		36.8		43.9		43.9		33.3		31.6		19.3		35.1		22.8		26.3		31.6		24.6		21.1		24.6		12.3		17.5		22.8		33.3		19.3		12.3		14.0		14.0		22.8		14.0		12.3		12.3		10.5		10.5		10.5		8.8		8.8		3.5		7.0		7.0		―

		0				志望
順位別		第1希望				1108		81.7		52.3		49.5		43.0		40.5		36.6		38.1		34.0		36.3		36.1		33.2		33.8		31.0		28.1		27.3		25.9		26.9		27.7		23.6		20.1		22.1		19.5		19.5		19.6		18.7		18.3		14.4		14.7		11.9		10.3		13.3		7.8		7.4		8.4		6.6		0.3

		0				0		第1希望志望以外・計				940		79.5		43.0		43.7		47.3		36.6		36.8		34.9		38.6		32.3		31.7		30.5		27.3		28.3		28.1		26.4		26.2		24.1		22.3		24.3		27.3		20.5		21.3		19.7		19.4		16.6		16.2		14.4		13.5		13.2		10.1		6.6		8.1		8.3		5.4		7.0		0.5



														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い																				※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い

																																																																																														※「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い数値に網掛け

																																																																																														※「＊」は該当選択肢なし ガイトウ センタクシ



セル数ーセル幅対応表
(無回答を除く)
３以下：１４．０
４　　：１２．０
５　　：　９．５
６　　：　８．５
７　　：　８．５
８　　：　８．０
９　　：　８．０
１０　：　７．５
１１　：　７．５
１２　：　７．０
１３　：　６．５
１４　：　６．０
１５　：　５．５
１６　：　５．３３
１７　：　５．０
１８　：　４．８３
１９以上：４．５０


2013年　大学進学者全体	74.8	47.5	46.5	40.799999999999997	40.700000000000003	30.9	34.9	33.299999999999997	32.299999999999997	37.299999999999997	30.7	32.29999999999999	7	29.4	30.2	28.3	30.3	25.6	27.3	25.6	24.7	20.100000000000001	21.6	20.9	21.3	18.399999999999999	21.5	14.7	15	13	12.4	10.9	9.5	9.1999999999999993	10.7	7.4	2016年　大学進学者全体	65.8	38.200000000000003	35.5	34.6	34.1	26.6	31.8	27.9	27.4	27.6	25	23.2	20.5	27.1	21.4	23.9	19.2	24.7	19.100000000000001	23.3	16.7	19.399999999999999	16.7	19.5	15	16.2	12	13.1	9.9	9.3000000000000007	9.3000000000000007	6.9	5.8	8	6.2	2019年　大学進学者全体	80.400000000000006	47.9	46.6	45	38.6	36.700000000000003	36.6	36.200000000000003	34.299999999999997	33.9	31.9	30.8	29.8	27.9	26.8	26	25.7	25.4	23.8	23.3	21.3	20.3	19.600000000000001	19.399999999999999	17.600000000000001	17.3	14.3	14.1	12.5	10.199999999999999	10.1	7.9	7.7	7	6.8	男子	75.900000000000006	38.700000000000003	42	44.4	32.200000000000003	36.700000000000003	26.3	34.9	30.7	28.4	28.2	25	28.9	22.5	24.1	28.4	23.2	20.9	19.399999999999999	26.4	22.6	19	17.100000000000001	18.5	14.1	16	14.3	10.9	9.8000000000000007	10.6	8.1	6	9.1	4.8	6	女子	84.5	56.1	50.6	45.6	44.4	36.9	45.9	37.5	37.799999999999997	39	35.5	36.200000000000003	30.8	33	29.6	23.8	28.1	29.6	28	20.5	20.3	21.7	21.8	20.3	20.9	18.5	14.5	17	15	10	12.1	9.6	6.5	8.9	7.6	









今回データ

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100

												調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答



		10439		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0205
				Q12. 志望校検討時の重視項目

		10440		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～7》

		10441		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		10443		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		10444		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		60		21.7		15		18.3		51.7		10		70		35		13.3		51.7		38.3		41.7		36.7		16.7		8.3		3.3		10		8.3		38.3		41.7		30		28.3		10		30		18.3		18.3		33.3		38.3		21.7		23.3		8.3		15		16.7		28.3		5		35		0

		10445		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		105		24.8		12.4		16.2		41		8.6		81.9		30.5		16.2		48.6		36.2		38.1		21		10.5		8.6		4.8		8.6		7.6		21		30.5		34.3		18.1		8.6		30.5		16.2		15.2		19		30.5		18.1		25.7		8.6		12.4		17.1		29.5		8.6		27.6		0

		10446		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		200		19		16		19.5		45.5		8		85		25		21.5		48.5		36		43.5		25.5		11.5		9		3.5		11		11.5		25		37		42.5		26.5		9		37		24		15		28.5		36.5		16		28.5		7		25		20		34		7.5		21.5		0.5

		10447		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		595		30.9		18.8		28.9		54.5		11.9		80.5		33.9		23.7		49.4		36.8		49.1		26.9		15.6		13.9		7.1		15.6		15.1		30.4		38.5		36.8		36		5.7		34.6		18.8		22.4		30.8		37.6		19.5		26.4		6.9		57.8		34.3		34.3		7.9		12.8		0.3

		10448		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		275		26.2		15.6		24.7		43.6		8.7		81.5		28		20.4		40		36.7		45.5		22.5		10.5		6.5		6.9		12.4		13.1		22.9		34.2		29.1		27.6		9.1		30.2		18.9		19.6		33.8		37.5		13.8		22.5		8.4		34.9		19.3		30.9		4.4		19.3		0.7

		10449		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		49		32.7		24.5		26.5		46.9		6.1		87.8		51		20.4		53.1		36.7		40.8		30.6		20.4		8.2		6.1		20.4		22.4		30.6		34.7		36.7		22.4		10.2		36.7		28.6		24.5		32.7		46.9		20.4		28.6		8.2		16.3		16.3		34.7		4.1		26.5		0

		10450		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		370		23.2		16.8		22.4		44.9		12.4		77.3		28.6		19.5		44.3		32.7		42.2		22.2		15.7		8.6		7.8		19.2		11.1		22.2		36.8		31.6		26.2		5.9		33		20.5		21.1		30		34.3		16.8		23.8		9.2		48.1		24.9		29.2		7		18.1		0.5

		10451		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		185		25.9		19.5		21.6		44.9		8.1		78.9		24.3		24.9		44.3		33.5		37.8		25.9		11.4		10.3		8.1		15.1		10.8		25.9		33		33.5		21.1		9.2		36.8		18.4		20.5		29.7		36.8		18.9		25.9		8.1		17.8		15.7		30.3		6.5		32.4		1.1

		10452		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		222		23.9		17.1		17.1		47.7		9.9		82		35.6		21.6		47.3		45		50.5		31.1		16.2		9.9		9.9		10.8		11.3		32.4		41		34.2		23.4		12.2		35.6		16.7		14.4		27.5		33.8		18		26.1		6.8		29.3		17.6		33.8		6.8		26.6		0

		10453		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		1023		28.9		18.1		27.8		50		11.8		79.7		31.2		21.7		46.1		35.3		47.5		25.3		14.8		11.6		7.3		16.7		13.8		26.8		37.5		34.2		32.6		6		33.4		19.4		22.3		31.2		37.9		17.8		25		7.8		53.1		30.7		32.6		7.2		15.1		0.5

		10454		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		1038		23.1		16.6		19		45.8		8.8		81.2		30.6		21.1		47		37.9		42.5		26.2		13.5		8.8		6.6		12.1		11.4		27.2		36.1		34.8		23.5		9.8		34.5		19.6		17		28.6		34.7		17.6		25.9		7.7		24.4		17.2		31.6		6.5		25.7		0.4

		10455		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		10456		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		976		28.4		16		26.4		38.7		10.6		75.9		25		22.6		42		26.3		44.4		23.2		10.9		8.1		4.8		14.3		9.8		24.1		36.7		30.7		22.5		6		28.4		18.5		17.1		28.9		34.9		14.1		20.9		9.1		32.2		19.4		28.2		6		19		0.4

		10457		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1086		23.8		18.5		20.5		56.1		10		84.5		36.2		20.3		50.6		45.9		45.6		28.1		17		12.1		8.9		14.5		15		29.6		36.9		37.8		33		9.6		39		20.3		21.8		30.8		37.5		20.9		29.6		6.5		44.4		28		35.5		7.6		21.7		0.5

		10458		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10459		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		33		19.5		30.9		51.1		11.4		78.4		30.2		31.6		46.9		28.9		46.1		27.2		15.8		12.2		7.8		21.9		12.1		29.6		39.3		35.7		26.5		5.1		35.3		18.8		22		27.7		39.3		18.8		25.9		10.1		36.7		23.8		35.1		8.7		20.6		0.4

		10460		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		22.9		16.4		22.3		46.4		10.1		82.8		31.4		17.5		45.5		39.9		45.4		24.9		14.4		9.7		6.3		11.6		12.6		27.1		33		35.6		30.2		9.6		34.3		19.7		20.2		31.4		36.5		17.2		25.1		6.8		41.1		26.4		30.8		6.3		21.1		0.3

		10461		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		22.6		14.8		13.5		45.3		8.2		78.9		30.2		13.2		46.5		41.8		41.8		24.2		11		7.2		6.3		8.5		12.3		21.7		40.6		32.4		26.4		7.9		29.6		20.4		13.5		29.9		33.6		17		25.2		6		36.5		19.2		32.7		4.4		18.2		0.3

		10462		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		18.5		19.6		12		43.5		13		79.3		38		14.1		55.4		41.3		46.7		29.3		8.7		8.7		9.8		6.5		15.2		25		44.6		25		23.9		13		34.8		21.7		17.4		29.3		20.7		17.4		29.3		5.4		31.5		17.4		20.7		6.5		21.7		0

		10463		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		100		50		100		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		0		50		50		0		100		0		50		0		0		0		50		50		50		0		50		50		50		0		50		0

		10464		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		27.3		17.8		26		48.4		10.6		80.9		30.8		23.6		46.1		35.1		45.7		25.9		15		10.8		6.9		16		12.4		28.2		35.7		35.6		28.6		7.7		34.7		19.3		21		29.8		37.7		17.9		25.4		8.2		39.2		25.2		32.7		7.3		20.9		0.4

		10465		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		21.8		15.8		13.1		45.1		9.5		79.1		31.8		13.3		48.5		41.5		42.7		25.5		10.4		7.5		7		8		12.9		22.6		41.5		30.6		26.2		9		30.8		20.6		14.3		29.6		30.8		17.2		26.2		5.8		35.4		18.9		30.1		4.9		19.2		0.2

		10466		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		10467		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		1179		28.2		16.5		27.2		45.8		10.2		79.6		29.4		26		44.9		31.9		44.2		24.9		14.1		8.7		5.7		17.9		12		25.5		36.1		32.9		25.4		7.9		32.5		17.6		22.6		31.7		42.6		17.7		23.2		9.4		34.8		24.1		33.4		7.3		25.5		0.4

		10468		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般入試		1029		29.5		17.1		28		46.6		10.2		79.7		29.9		27		45.1		30.1		44		24.9		14.6		8.6		6.1		18.7		11.4		25.4		35.7		32.8		25.8		7.1		33.2		17.3		23.3		32.4		43.7		17.8		23.5		9.4		34.7		23.3		33.5		7.6		25.3		0.3

		10469		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						センター入試		150		18.7		12		22		40		10		79.3		26		18.7		43.3		44		45.3		25.3		10.7		9.3		2.7		12.7		16		26.7		39.3		33.3		23.3		13.3		27.3		20		17.3		27.3		34.7		17.3		21.3		9.3		35.3		29.3		32.7		5.3		27.3		1.3

		10470		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		809		24.1		18.7		18.2		52		10.4		82.4		32.3		15.6		50.1		43.6		46.7		27.9		14.3		12		8.5		9.4		13.5		29.2		38.2		36.5		31.9		8		37.1		21.9		15.9		27.1		27.9		18		28.6		5.7		44		22.9		30.4		6.2		13.2		0.4

		10471		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		20.7		17.8		12.7		51.6		8.6		85.1		36		16.7		53.2		45.5		40.7		26.6		14.7		12.3		7.9		10.1		13.8		28.4		39.3		38		31.2		8.6		36.7		22		13.6		33		31		18.2		30.1		5.7		40.4		21.1		31.4		6.6		18.7		0.2

		10472		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ		183		19.1		19.7		9.3		50.3		8.2		83.1		36.6		10.4		50.8		49.2		39.9		25.7		12.6		12		8.7		6		14.2		31.1		38.3		36.6		27.3		6		38.3		20.8		12		35.5		27.3		17.5		30.1		4.9		41.5		21.9		25.1		7.7		12		0

		10473		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						公募推薦		245		20		15.9		14.3		52.7		8.6		85.7		35.9		20		53.9		42		40.8		25.7		15.5		11.8		6.9		11.8		12.7		26.1		40		36.7		32.7		11		35.1		22		13.9		31		33.5		18		29.4		5.7		39.2		19.2		32.7		5.7		23.3		0.4

		10474		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						自己推薦		27		37		22.2		22.2		51.9		11.1		92.6		33.3		29.6		63		51.9		44.4		40.7		22.2		18.5		11.1		22.2		22.2		29.6		40.7		59.3		44.4		3.7		40.7		29.6		22.2		33.3		33.3		25.9		37		11.1		44.4		33.3		63		7.4		22.2		0

		10475		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						指定校推薦		354		28.5		19.8		25.1		52.5		12.7		79.1		27.4		14.1		46		41.2		54.5		29.7		13.8		11.6		9.3		8.5		13		30.2		36.7		34.5		32.8		7.3		37.6		21.8		18.9		19.5		24		17.8		26.6		5.6		48.6		25.1		29.1		5.6		6.2		0.6

		10476		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		57		12.3		12.3		19.3		38.6		10.5		68.4		31.6		12.3		36.8		31.6		43.9		17.5		10.5		8.8		7		12.3		10.5		24.6		33.3		35.1		21.1		8.8		22.8		22.8		14		24.6		19.3		14		22.8		3.5		43.9		33.3		26.3		7		14		0

		10477		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		10478		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1096		25.7		19		25.7		52		10.6		79.4		32.7		20.3		48.6		37		46.2		28.8		18.6		11.8		7.8		14.7		12.9		27.2		40.1		33.7		31.6		9.3		36.7		22		22.8		30		36.2		20.4		24.6		8.1		43.3		27.2		33.4		8		17.3		0.6

		10479		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		875		26.3		15.8		21.1		43.2		9.8		82.4		29.3		23.5		44.6		35.2		43.5		22.3		8.7		8.5		5.9		15		11.8		26.1		32.3		36.2		23.5		5.6		30.5		15.8		16.2		29.9		38.5		14.3		26.1		7.5		32.8		20		30.5		5.3		24.8		0.1

		10480		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		75		26.7		13.3		13.3		38.7		12		72		24		10.7		41.3		48		41.3		24		13.3		5.3		8		4		17.3		33.3		41.3		25.3		26.7		12		37.3		22.7		12		29.3		17.3		18.7		29.3		6.7		36		22.7		29.3		8		17.3		0

		10481		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		10482		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		430		28.6		17.7		29.3		42.3		9.8		72.3		25.6		19.1		40.2		27.4		44		23.5		14.4		8.6		5.1		12.6		9.5		22.3		39.5		28.6		25.6		7.2		29.5		22.6		20.5		27		34.9		16.5		18.6		10.7		37.4		24		29.5		7.7		13.3		0.7

		10483		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		666		23.9		19.8		23.4		58.3		11.1		83.9		37.2		21		54.1		43.2		47.6		32.3		21.3		13.8		9.5		16.1		15		30.3		40.5		36.9		35.4		10.7		41.3		21.6		24.3		32		37.1		23		28.5		6.5		47.1		29.3		35.9		8.3		20		0.6

		10484		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		498		28.5		14.7		25.3		35.5		10.8		79.3		24.3		26.7		43.8		23.5		44.8		22.5		8.2		8.2		4.4		17.1		9.4		24.9		33.9		33.3		20.1		4.2		27.3		13.9		15.3		30.9		37.1		12		22.7		8		28.1		15.3		27.3		4.2		23.9		0.2

		10485		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		377		23.3		17.2		15.6		53.3		8.5		86.5		35.8		19.4		45.6		50.7		41.9		22		9.3		8.8		8		12.2		14.9		27.6		30.2		40.1		28.1		7.4		34.7		18.3		17.5		28.6		40.3		17.2		30.5		6.9		39		26.3		34.7		6.6		26		0

		10486		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		41		26.8		17.1		14.6		39		17.1		68.3		29.3		9.8		41.5		46.3		39		29.3		7.3		0		7.3		2.4		19.5		31.7		41.5		22		22		14.6		31.7		26.8		7.3		24.4		14.6		17.1		22		7.3		26.8		19.5		24.4		12.2		22		0

		10487		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		26.5		8.8		11.8		38.2		5.9		76.5		17.6		11.8		41.2		50		44.1		17.6		20.6		11.8		8.8		5.9		14.7		35.3		41.2		29.4		32.4		8.8		44.1		17.6		17.6		35.3		20.6		20.6		38.2		5.9		47.1		26.5		35.3		2.9		11.8		0

		10488		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		10489		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1108		25.9		18.3		20.1		52.3		10.3		81.7		33.8		22.1		49.5		38.1		43		26.9		14.7		13.3		8.4		14.4		11.9		27.3		36.6		36.3		28.1		7.8		36.1		19.6		19.5		31		34		18.7		27.7		7.4		40.5		23.6		33.2		6.6		19.5		0.3

		10490		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		492		26.8		16.9		23.6		46.1		9.3		81.9		28		21.3		44.3		36.6		45.3		25.4		14.4		5.5		5.3		12.2		13.2		26		36.6		32.9		27		8.3		32.3		20.9		18.3		27.4		39.6		14.4		24		6.9		36.6		23.2		27.4		6.3		22.2		0.4

		10491		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		237		23.2		15.6		29.5		41.4		10.5		75.9		27		17.7		42.6		27.8		47.7		21.9		9.3		7.6		6.3		15.2		11.4		24.1		33.3		29.1		26.2		8		32.5		13.5		18.1		29.5		38.4		16		18.1		9.7		32.9		24.1		33.8		7.2		21.1		0.8

		10492		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		106		28.3		16		34		37.7		9.4		81.1		23.6		19.8		39.6		34		45.3		20.8		14.2		7.5		6.6		17		13.2		26.4		32.1		34.9		27.4		5.7		29.2		21.7		21.7		23.6		35.8		18.9		27.4		13.2		35.8		19.8		30.2		6.6		19.8		0.9

		10493		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		56		32.1		10.7		25		32.1		14.3		73.2		23.2		19.6		41.1		48.2		55.4		23.2		14.3		5.4		1.8		16.1		14.3		26.8		42.9		28.6		30.4		7.1		23.2		16.1		23.2		35.7		28.6		17.9		14.3		7.1		46.4		25		37.5		7.1		12.5		0

		10494		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		22.4		18.4		42.9		42.9		12.2		75.5		34.7		28.6		55.1		38.8		61.2		30.6		22.4		12.2		4.1		24.5		20.4		40.8		59.2		40.8		46.9		12.2		36.7		30.6		32.7		32.7		46.9		34.7		24.5		6.1		44.9		44.9		38.8		14.3		26.5		0

		10495		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		940		26.2		16.2		27.3		43		10.1		79.5		27.3		20.5		43.7		34.9		47.3		24.1		13.5		6.6		5.4		14.4		13.2		26.4		36.8		32.3		28.1		8.1		31.7		19.4		19.7		28.3		38.6		16.6		22.3		8.3		36.6		24.3		30.5		7		21.3		0.5

		10496		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》

		10497		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						重視・計		658		33.3		21.3		27.2		56.2		14.1		82.5		41		30.2		54.3		35.3		48.2		34.5		38.8		16.1		9.6		21		15.7		36.6		45.4		40.7		32.1		11.1		40.4		23.7		25.5		29.8		35.4		24.9		26.7		10.6		35.4		26.6		43.2		9.1		21.3		0.5

		10498		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		486		26.5		17.7		23.9		48.1		12.6		82.1		27.6		21.8		46.3		36		44.9		25.3		4.9		8.2		5.8		13.6		13		23.7		35.6		36.2		27.8		6.8		31.7		19.3		19.1		29.6		36.4		17.7		25.3		8		39.5		21.2		29.4		4.9		18.7		0

		10499		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						非重視・計		916		20.7		14.4		20.2		41.9		6.2		78.6		25.1		14.7		41.6		37.9		42.7		19.9		1.2		7		5.8		10		10		21.6		31.1		29.1		25.1		6.1		30.7		16.5		15.4		30.2		37.1		12.6		24.5		5.6		40.5		23.1		25.4		6.2		20.6		0.1





時系列データ
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												調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		8562		1305センサス全国_大学1_%						#0200
				Q13.志望校検討時の重視項目

		8563		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		8564		1305センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		13735		0704センサス大学_%						2007年　大学進学者全体 ネン		6390		33.4		26		30.7		54.7		16.4		*		40.5		24.7		54.7		36		44		27		16.1		12.4		10.9		15.3		14		30.1		33.9		39.4		35.2		6.5		40.7		21.3		23.8		27.1		31.6		19.4		27.9		11.8		49.8		28.4		32		7.3		16.9		6.4

		6306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		8481		32.6		23		28.7		50.6		14.1		73.8		29.2		22		44.8		33.9		41.7		23.6		13.7		10.7		10		15.3		12.1		27.5		33		33.9		29.8		7.5		36.8		19.5		22.7		27.4		32.1		18		24		9.8		35.3		22.7		28.5		7.8		19.4		10.9

		6564		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		7502		32		24.9		26.8		49		13.5		75.3		30.5		19.8		45.7		37		44		24		14.2		10.5		9.7		14		14.6		27.4		32.6		34.4		30		8		37.7		22.5		22.9		27.3		33.6		17.4		25.2		9.1		40.5		25.4		30.8		7.7		20.4		9

		8565		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		3256		30.3		21.5		24.7		47.5		12.4		74.8		32.3		20.1		46.5		34.9		40.8		25.6		15		10.9		10.7		14.7		13		28.3		30.9		32.3		30.2		9.5		37.3		21.3		20.9		29.4		33.3		18.4		27.3		9.2		40.7		25.6		30.7		7.4		21.6		9.6

		12230		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体 ネン		3051		23.9		16.2		23.3		38.2		9.3		65.8		23.2		16.7		35.5		31.8		34.6		19.2		13.1		9.3		8		12		9.9		21.4		26.6		27.4		27.1		6.9		27.6		19.5		16.7		20.5		27.9		15		24.7		5.8		34.1		19.1		25		6.2		19.4		13.5																																																																																																																				

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						2019年　大学進学者全体 ネン		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		13732		0704センサス大学_%						#0220		【大学進学者】		Q13.志望校検討時の重視項目

		13733		0704センサス大学_%										《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～4》

		13734		0704センサス大学_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		13735		0704センサス大学_%						2007年　大学進学者全体 ネン		6390		33.4		26		30.7		54.7		16.4		*		40.5		24.7		54.7		36		44		27		16.1		12.4		10.9		15.3		14		30.1		33.9		39.4		35.2		6.5		40.7		21.3		23.8		27.1		31.6		19.4		27.9		11.8		49.8		28.4		32		7.3		16.9		6.4

		13748		0704センサス大学_%						《高校タイプ別》														*

		13749		0704センサス大学_%						Ａタイプ		1435		43.6		27.5		40.9		57.9		19.2		*		39.7		36.5		54.1		30.2		48.3		26.6		19.2		14.2		13		25.2		13.8		35		35.3		40		29.1		5.1		40.6		19.6		28.6		26.2		31		21.9		26.3		14.1		49		26.8		33.5		7.9		19.7		6.5

		13750		0704センサス大学_%						Ｂタイプ		3094		34		25.9		30.9		55.3		16.3		*		40.2		23.9		54.3		37.3		45.3		26.5		16.5		12		10.6		14.8		14		30		33.2		39.8		36.9		6		41.8		21.5		24.1		25.8		31.9		19.3		28		11.3		50.5		29.5		32		7.9		15.1		6.2

		13751		0704センサス大学_%						Ｃタイプ		1357		25.2		24.2		24.2		53.1		14.4		*		41.5		17.2		55.6		38		39.2		27.7		12.7		11.2		9.7		8.6		14		25.7		34.3		37.9		38.5		7.2		39.2		21.7		20.9		29.8		34		17.8		28.4		10.5		50.1		28.1		31		6		17.5		5.8

		13752		0704センサス大学_%						Ｄタイプ		378		20.9		27.8		14		46.8		13		*		38.1		12.2		55.8		39.7		36.5		29.4		14.6		10.1		9.3		6.1		13.8		27.8		32.3		39.7		34.7		12.2		38.9		26.5		14.8		30.2		26.2		16.1		28.6		10.1		47.6		28.8		28.6		4.2		19.3		8.5

		13753		0704センサス大学_%						Ｅタイプ		28		39.3		35.7		32.1		42.9		35.7		*		57.1		17.9		57.1		42.9		50		32.1		7.1		39.3		17.9		7.1		21.4		28.6		39.3		46.4		35.7		14.3		39.3		32.1		25		35.7		32.1		25		39.3		17.9		35.7		17.9		39.3		0		32.1		10.7

		6303		090529センサス全国_大学1_%						#0190
				Q16.志望校検討時の重視項目

		6304		090529センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～4》

		6305		090529センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		6306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		8481		32.6		23		28.7		50.6		14.1		73.8		29.2		22		44.8		33.9		41.7		23.6		13.7		10.7		10		15.3		12.1		27.5		33		33.9		29.8		7.5		36.8		19.5		22.7		27.4		32.1		18		24		9.8		35.3		22.7		28.5		7.8		19.4		10.9

		6320		090529センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6321		090529センサス全国_大学1_%						95％以上		1823		44.6		25.2		41.1		54.6		16.6		74.5		31.1		32.7		47.3		29.9		44.9		25.2		16.3		12.8		11.3		26.5		12.5		31.3		37.4		37.2		27.8		5.5		37.1		19.3		28.1		26.5		35.5		22.3		23.3		12.1		38.3		23.6		32.3		8.4		20.5		9.8

		6322		090529センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3909		32.5		22.7		28.6		51.3		14.2		74.6		28.9		21.3		43.7		33.5		41.6		23.2		13.7		10.2		9.6		14.5		12		27.4		32.3		33.6		31.2		7.1		37.6		18.7		23.1		26.7		33.1		17.4		23.7		9.7		37.7		22.8		28.7		8.5		19		11

		6323		090529センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1768		25.6		21.9		21.4		47.6		12.4		72.6		28.1		17.2		44.5		36.5		40.9		22.2		12.3		10.4		9.3		9.8		11.7		26		30.2		32.9		29.3		8.4		36.5		20.9		19.7		27.4		30		16.1		24		7.9		31.6		22.7		25.8		6.5		19.7		11.1

		6324		090529センサス全国_大学1_%						10～40％未満		764		22.6		22.8		16.8		44.8		11		71.3		29.7		13.2		45.9		39.1		38.7		25.1		10.9		9.3		10.3		7.3		12.6		22.6		33		31.4		28.8		11.1		33.5		21.5		15.1		32.1		24.6		14.4		27.6		9.6		24.6		18.5		26		5.9		19.8		11.4

		6325		090529センサス全国_大学1_%						10％未満		40		25		25		30		45		10		70		25		20		35		35		35		25		12.5		0		2.5		7.5		7.5		35		25		22.5		25		22.5		30		22.5		25		22.5		30		20		15		10		25		10		20		5		27.5		12.5

		6561		1105センサス全国_大学1_%						#0185
				Q13.志望校検討時の重視項目

		6562		1105センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		6563		1105センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		6564		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		7502		32		24.9		26.8		49		13.5		75.3		30.5		19.8		45.7		37		44		24		14.2		10.5		9.7		14		14.6		27.4		32.6		34.4		30		8		37.7		22.5		22.9		27.3		33.6		17.4		25.2		9.1		40.5		25.4		30.8		7.7		20.4		9

		6578		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6579		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		2192		40.8		26.7		36.1		52.3		15.2		73.4		29.1		26.6		46.6		31.4		43.4		23		16.5		10.1		10.8		21.2		13.4		29.2		32.3		35		27.9		5.7		38.4		21.4		27.8		26.7		33.9		18.6		24.2		12		42.5		25.9		31.7		9.2		20.7		9.9

		6580		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3411		30.6		24.7		25.7		49.6		13.3		76.4		31.4		18.9		45.7		39.4		45.6		24.1		14.1		10.2		9		13.1		15.3		26.8		31.8		34.8		31.5		7.9		37.5		22.3		22.8		27.8		36.3		17.5		25.8		8.4		43.2		26.7		31.5		7.5		19.9		8.5

		6581		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1354		25.2		24.4		19.7		44.5		11.8		75.1		31.1		14.5		44.8		39.1		43.2		26.4		13		11.2		10		8.6		15.1		27.7		35.5		34		31.5		10.3		38.8		25.2		18.7		27.3		30.9		16.9		24.2		7.2		36.1		24.2		28.4		6.4		20.7		8.3

		6582		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		460		22.4		20.7		14.1		42.4		11.5		77.2		27.8		10.7		45		38.7		38.5		21.5		9.1		11.7		8.9		4.3		13.7		25.2		33		30.9		23.9		12.2		32.2		22.2		14.3		26.1		20.7		13.5		28		7.6		25.9		18.5		28.3		6.5		21.7		10.4

		6583		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		22		31.8		22.7		9.1		50		9.1		81.8		31.8		9.1		50		40.9		40.9		31.8		0		18.2		13.6		9.1		4.5		13.6		27.3		31.8		31.8		22.7		36.4		18.2		13.6		27.3		22.7		18.2		27.3		0		31.8		13.6		27.3		9.1		18.2		4.5

		8562		1305センサス全国_大学1_%						#0200
				Q13.志望校検討時の重視項目

		8563		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		8564		1305センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		8565		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		3256		30.3		21.5		24.7		47.5		12.4		74.8		32.3		20.1		46.5		34.9		40.8		25.6		15		10.9		10.7		14.7		13		28.3		30.9		32.3		30.2		9.5		37.3		21.3		20.9		29.4		33.3		18.4		27.3		9.2		40.7		25.6		30.7		7.4		21.6		9.6

		8581		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		8582		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		970		37.5		22.3		31.8		48.6		13.5		73.9		30.5		26.9		45.1		28.4		40.5		24.5		15.1		12.7		11.9		21		13.3		29.8		30.8		34.3		29.7		8.5		37.9		21.5		23.7		29.2		33.4		19.3		26.5		9.9		42.3		24.9		33.8		8.5		22.5		11

		8583		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		1479		29.9		22.2		24.4		49.2		12.4		76.4		34.2		19.7		48.3		36.8		41.9		25.7		16.1		10.5		10.3		14.2		13.9		30		30.5		32.5		30.6		9		38.2		20.1		21.8		28.6		34.8		19.5		27.5		9.9		41.5		26.8		30.4		7.8		21		9.4

		8584		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		572		22		18.2		18.4		44.2		10.7		72.7		29.7		12.4		43.9		38.1		37.6		24.8		12.4		9.8		10.3		8.6		10		22.4		30.1		30.2		29.7		11.4		33.7		23.3		16.6		31.5		32.9		15.6		28		6.5		38.8		25.9		27.8		4.9		21.3		8.4

		8585		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		195		20		19.5		11.3		37.9		12.3		71.8		31.3		10.3		48.2		44.1		40		31.3		13.8		8.7		9.7		4.6		12.3		23.6		32.8		29.7		30.3		14.4		36.4		21		14.9		29.2		22.1		13.3		27.2		6.2		31.3		19		27.2		5.6		23.1		8.2

		8586		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		60		40		20		60		20		80		60		0		40		20		40		20		0		0		0		0		0		40		40		20		60		0		40		20		20		20		40		20		20		20		0		0		0		0		20		20

		12229		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答																																																																																																																				

		12230		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		3051		23.9		16.2		23.3		38.2		9.3		65.8		23.2		16.7		35.5		31.8		34.6		19.2		13.1		9.3		8		12		9.9		21.4		26.6		27.4		27.1		6.9		27.6		19.5		16.7		20.5		27.9		15		24.7		5.8		34.1		19.1		25		6.2		19.4		13.5																																																																																																																				

		12246		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》																																																																																																																																																																																														

		12247		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		906		26.6		15.9		30.5		41.8		10.5		64.9		23.6		23.4		36.3		25.5		34.4		19.4		14.2		10.6		9.4		19.4		8.1		22.2		27.9		28		25.1		6		28.4		19.6		18.9		21.3		30.7		17.5		25.1		7.5		33.7		19.3		25.7		6.4		20.6		15.7																																																																																																																				

		12248		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1480		23		16.6		21.8		36.7		8.8		66.6		22.4		14.8		35.3		33.5		34.4		18.1		13		8.3		7.2		9.3		10.2		22.4		25.4		27.2		28.5		6.9		27.2		18.2		17		20.4		28.1		14		24.1		5.6		35.7		19.9		25.6		6.7		19.1		13																																																																																																																				

		12249		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		452		24.1		15.7		19.2		38.1		9.7		67		25.2		12.4		36.9		36.7		34.7		20.8		14.6		10.8		8.6		8.6		11.5		19		28.5		29.9		29.2		8.8		27.4		23		14.4		20.1		25		16.2		25.9		4.2		32.5		18.4		24.8		5.3		19.5		10.2																																																																																																																				

		12250		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		171		15.8		15.2		8.2		31		6.4		65.5		22.8		9.4		29.8		36.8		36.8		26.3		5.8		7		6.4		4.7		11.1		15.8		23.4		21.1		21.6		8.2		28.7		22.2		9.9		16.4		17.5		8.8		26.9		1.8		24.6		11.7		17		2.9		15.8		13.5																																																																																																																				

		12251		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		―		40		―		40		―		60		60		20		60		40		20		20		―		―		―		―		―		20		40		―		―		20		20		―		20		20		―		20		40		―		―		20		20		―		20		20																																																																																																																				

		12252		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2386		24.4		16.3		25.1		38.6		9.4		65.9		22.8		18.1		35.7		30.5		34.4		18.6		13.5		9.2		8		13.2		9.4		22.3		26.4		27.5		27.2		6.5		27.6		18.7		17.7		20.7		29.1		15.3		24.4		6.3		35		19.7		25.6		6.6		19.7		14																																																																																																																				

		12253		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		628		21.7		15.8		16.1		36.1		8.8		66.6		24.8		11.6		35.2		36.8		35.2		22.3		12.1		9.7		8		7.5		11.3		18.2		27.2		27.2		26.9		8.8		27.7		22.6		13.2		19.1		22.8		14.2		26.3		3.5		30.1		16.6		22.6		4.6		18.5		11.1																																																																																																																				

		10439		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0205
				Q12. 志望校検討時の重視項目

		10440		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～7》

		10441		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		10458		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10459		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		33		19.5		30.9		51.1		11.4		78.4		30.2		31.6		46.9		28.9		46.1		27.2		15.8		12.2		7.8		21.9		12.1		29.6		39.3		35.7		26.5		5.1		35.3		18.8		22		27.7		39.3		18.8		25.9		10.1		36.7		23.8		35.1		8.7		20.6		0.4

		10460		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		22.9		16.4		22.3		46.4		10.1		82.8		31.4		17.5		45.5		39.9		45.4		24.9		14.4		9.7		6.3		11.6		12.6		27.1		33		35.6		30.2		9.6		34.3		19.7		20.2		31.4		36.5		17.2		25.1		6.8		41.1		26.4		30.8		6.3		21.1		0.3

		10461		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		22.6		14.8		13.5		45.3		8.2		78.9		30.2		13.2		46.5		41.8		41.8		24.2		11		7.2		6.3		8.5		12.3		21.7		40.6		32.4		26.4		7.9		29.6		20.4		13.5		29.9		33.6		17		25.2		6		36.5		19.2		32.7		4.4		18.2		0.3

		10462		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		18.5		19.6		12		43.5		13		79.3		38		14.1		55.4		41.3		46.7		29.3		8.7		8.7		9.8		6.5		15.2		25		44.6		25		23.9		13		34.8		21.7		17.4		29.3		20.7		17.4		29.3		5.4		31.5		17.4		20.7		6.5		21.7		0

		10463		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		100		50		100		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		0		50		50		0		100		0		50		0		0		0		50		50		50		0		50		50		50		0		50		0

		10464		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		27.3		17.8		26		48.4		10.6		80.9		30.8		23.6		46.1		35.1		45.7		25.9		15		10.8		6.9		16		12.4		28.2		35.7		35.6		28.6		7.7		34.7		19.3		21		29.8		37.7		17.9		25.4		8.2		39.2		25.2		32.7		7.3		20.9		0.4

		10465		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		21.8		15.8		13.1		45.1		9.5		79.1		31.8		13.3		48.5		41.5		42.7		25.5		10.4		7.5		7		8		12.9		22.6		41.5		30.6		26.2		9		30.8		20.6		14.3		29.6		30.8		17.2		26.2		5.8		35.4		18.9		30.1		4.9		19.2		0.2
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　2019年　大学進学者全体207123.321.320.319.619.417.617.314.314.112.510.210.17.97.77.06.80.4


2016年　大学進学者全体305123.316.719.416.719.515.016.212.013.19.99.39.36.95.88.06.213.5


2013年　大学進学者全体325624.720.121.620.921.318.421.514.715.013.012.410.99.59.210.77.49.6


【2019年属性別】


男女別男子97626.422.619.017.118.514.116.014.310.99.810.68.16.09.14.86.00.4


女子108620.520.321.721.820.320.918.514.517.015.010.012.19.66.58.97.60.5


入試一般、センター・計117927.226.025.522.617.617.716.517.914.112.010.28.77.99.45.77.30.4


方法別ＡＯ、推薦入試・計80918.215.613.215.921.918.018.79.414.313.510.412.08.05.78.56.20.4


0204060801002013年大学進学者全体2016年大学進学者全体2019年大学進学者全体男子女子
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高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある
感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが
身につくこと		学生の面倒見が
良いこと		学校が発展していく
可能性があること		教授・講師陣が
魅力的であること		寮や奨学金などが
充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が
魅力的であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		無回答

						#0205
		8		Q12. 志望校検討時の重視項目

								9		0		調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が良いこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が増えること		資格取得に有利であること		偏差値が自分に合っていること		学習設備や環境が整っていること		学生生活が楽しめること		勉強するのに良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が身につくこと		専門分野を深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが身につくこと		学生の面倒見が良いこと		学校が発展していく可能性があること		教授・講師陣が魅力的であること		寮や奨学金などが充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が魅力的であること		遊びにいくのに便利な立地であること		無回答				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること

								9				調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が良いこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が増えること		資格取得に有利であること		偏差値が自分に合っていること		学習設備や環境が整っていること		学生生活が楽しめること		勉強するのに良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が身につくこと		専門分野を深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが身につくこと		学生の面倒見が良いこと		学校が発展していく可能性があること		教授・講師陣が魅力的であること		寮や奨学金などが充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が魅力的であること		遊びにいくのに便利な立地であること		無回答				0		0

		1605センサス全国_大学1_%						14		2016年　大学進学者全体		3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15		16.2		12		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8		6.2		13.5				9.3		8

		1305センサス全国_大学1_%						13		2013年　大学進学者全体		3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15		13		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				10.9		10.7

		1105センサス全国_大学1_%						12		2011年　大学進学者全体		7502		75.3		49		45.7		44		40.5		32.6		37		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30		27.4		32		24		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14		14.2		14.6		13.5		10.5		8		9.1		9.7		7.7		9				10.5		9.7

		090529センサス全国_大学1_%						11		2009年　大学進学者全体		8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24		22.7		28.7		22		19.4		22.7		19.5		18		23		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10		7.8		10.9				10.7		10

		0704センサス大学_%						10		2007年　大学進学者全体		6390		*		54.7		54.7		44		49.8		33.9		36		31.6		39.4		40.7		32		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26		15.3		16.1		14		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				12.4		10.9



								15		2019年　大学進学者全体		2071		80.4		47.9		46.6		45		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7		6.8		0.4				9		3.5

								14		2016年　大学進学者全体		3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15		16.2		12		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8		6.2		13.5				8.6		4.8

								13		2013年　大学進学者全体		3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15		13		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				8.3		3.3

								12		2011年　大学進学者全体		7502		75.3		49		45.7		44		40.5		32.6		37		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30		27.4		32		24		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14		14.2		14.6		13.5		10.5		8		9.1		9.7		7.7		9				0		0

								11		2009年　大学進学者全体		8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24		22.7		28.7		22		19.4		22.7		19.5		18		23		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10		7.8		10.9				10.1		7

		非表示 ヒヒョウジ						10		2007年　大学進学者全体		6390		*		54.7		54.7		44		49.8		33.9		36		31.6		39.4		40.7		32		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26		15.3		16.1		14		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること



		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		2071		80.4		47.9		46.6		45		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7		6.8		0.4

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウ ショザイ ベツ		13		北海道		60		70		51.7		51.7		41.7		15		41.7		38.3		38.3		30		30		28.3		35		33.3		28.3		38.3		21.7		36.7		23.3		16.7		18.3		13.3		35		18.3		18.3		21.7		15		10		16.7		8.3		10		8.3		10		8.3		3.3		5		0

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		105		81.9		41		48.6		38.1		12.4		30.5		36.2		30.5		34.3		30.5		29.5		30.5		19		18.1		21		24.8		21		25.7		17.1		16.2		16.2		27.6		15.2		16.2		18.1		12.4		8.6		10.5		7.6		8.6		8.6		8.6		8.6		4.8		8.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		200		85		45.5		48.5		43.5		25		37		36		36.5		42.5		37		34		25		28.5		26.5		25		19		25.5		28.5		20		19.5		21.5		21.5		15		24		16		16		11		11.5		11.5		8		9		9		7		3.5		7.5		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		595		80.5		54.5		49.4		49.1		57.8		38.5		36.8		37.6		36.8		34.6		34.3		33.9		30.8		36		30.4		30.9		26.9		26.4		34.3		28.9		23.7		12.8		22.4		18.8		19.5		18.8		15.6		15.6		15.1		11.9		13.9		5.7		6.9		7.1		7.9		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		275		81.5		43.6		40		45.5		34.9		34.2		36.7		37.5		29.1		30.2		30.9		28		33.8		27.6		22.9		26.2		22.5		22.5		19.3		24.7		20.4		19.3		19.6		18.9		13.8		15.6		12.4		10.5		13.1		8.7		6.5		9.1		8.4		6.9		4.4		0.7

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		49		87.8		46.9		53.1		40.8		16.3		34.7		36.7		46.9		36.7		36.7		34.7		51		32.7		22.4		30.6		32.7		30.6		28.6		16.3		26.5		20.4		26.5		24.5		28.6		20.4		24.5		20.4		20.4		22.4		6.1		8.2		10.2		8.2		6.1		4.1		0

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		370		77.3		44.9		44.3		42.2		48.1		36.8		32.7		34.3		31.6		33		29.2		28.6		30		26.2		22.2		23.2		22.2		23.8		24.9		22.4		19.5		18.1		21.1		20.5		16.8		16.8		19.2		15.7		11.1		12.4		8.6		5.9		9.2		7.8		7		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		185		78.9		44.9		44.3		37.8		17.8		33		33.5		36.8		33.5		36.8		30.3		24.3		29.7		21.1		25.9		25.9		25.9		25.9		15.7		21.6		24.9		32.4		20.5		18.4		18.9		19.5		15.1		11.4		10.8		8.1		10.3		9.2		8.1		8.1		6.5		1.1

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		222		82		47.7		47.3		50.5		29.3		41		45		33.8		34.2		35.6		33.8		35.6		27.5		23.4		32.4		23.9		31.1		26.1		17.6		17.1		21.6		26.6		14.4		16.7		18		17.1		10.8		16.2		11.3		9.9		9.9		12.2		6.8		9.9		6.8		0

								22		大都市圏		1023		79.7		50		46.1		47.5		53.1		37.5		35.3		37.9		34.2		33.4		32.6		31.2		31.2		32.6		26.8		28.9		25.3		25		30.7		27.8		21.7		15.1		22.3		19.4		17.8		18.1		16.7		14.8		13.8		11.8		11.6		6		7.8		7.3		7.2		0.5

								23		大都市圏以外		1038		81.2		45.8		47		42.5		24.4		36.1		37.9		34.7		34.8		34.5		31.6		30.6		28.6		23.5		27.2		23.1		26.2		25.9		17.2		19		21.1		25.7		17		19.6		17.6		16.6		12.1		13.5		11.4		8.8		8.8		9.8		7.7		6.6		6.5		0.4

		★				男女別 ダンジョ ベツ		25		男子		976		75.9		38.7		42		44.4		32.2		36.7		26.3		34.9		30.7		28.4		28.2		25		28.9		22.5		24.1		28.4		23.2		20.9		19.4		26.4		22.6		19		17.1		18.5		14.1		16		14.3		10.9		9.8		10.6		8.1		6		9.1		4.8		6		0.4

		★						26		女子		1086		84.5		56.1		50.6		45.6		44.4		36.9		45.9		37.5		37.8		39		35.5		36.2		30.8		33		29.6		23.8		28.1		29.6		28		20.5		20.3		21.7		21.8		20.3		20.9		18.5		14.5		17		15		10		12.1		9.6		6.5		8.9		7.6		0.5

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイ タン シンガク リツ ベツ		28		95％以上		703		78.4		51.1		46.9		46.1		36.7		39.3		28.9		39.3		35.7		35.3		35.1		30.2		27.7		26.5		29.6		33		27.2		25.9		23.8		30.9		31.6		20.6		22		18.8		18.8		19.5		21.9		15.8		12.1		11.4		12.2		5.1		10.1		7.8		8.7		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		925		82.8		46.4		45.5		45.4		41.1		33		39.9		36.5		35.6		34.3		30.8		31.4		31.4		30.2		27.1		22.9		24.9		25.1		26.4		22.3		17.5		21.1		20.2		19.7		17.2		16.4		11.6		14.4		12.6		10.1		9.7		9.6		6.8		6.3		6.3		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		318		78.9		45.3		46.5		41.8		36.5		40.6		41.8		33.6		32.4		29.6		32.7		30.2		29.9		26.4		21.7		22.6		24.2		25.2		19.2		13.5		13.2		18.2		13.5		20.4		17		14.8		8.5		11		12.3		8.2		7.2		7.9		6		6.3		4.4		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		92		79.3		43.5		55.4		46.7		31.5		44.6		41.3		20.7		25		34.8		20.7		38		29.3		23.9		25		18.5		29.3		29.3		17.4		12		14.1		21.7		17.4		21.7		17.4		19.6		6.5		8.7		15.2		13		8.7		13		5.4		9.8		6.5		0

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		100		100		50		0		50		50		0		50		0		50		50		0		0		100		50		50		50		50		50		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		1628		80.9		48.4		46.1		45.7		39.2		35.7		35.1		37.7		35.6		34.7		32.7		30.8		29.8		28.6		28.2		27.3		25.9		25.4		25.2		26		23.6		20.9		21		19.3		17.9		17.8		16		15		12.4		10.6		10.8		7.7		8.2		6.9		7.3		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		412		79.1		45.1		48.5		42.7		35.4		41.5		41.5		30.8		30.6		30.8		30.1		31.8		29.6		26.2		22.6		21.8		25.5		26.2		18.9		13.1		13.3		19.2		14.3		20.6		17.2		15.8		8		10.4		12.9		9.5		7.5		9		5.8		7		4.9		0.2

						文理別 ブンリ ベツ		47		文系		1096		79.4		52		48.6		46.2		43.3		40.1		37		36.2		33.7		36.7		33.4		32.7		30		31.6		27.2		25.7		28.8		24.6		27.2		25.7		20.3		17.3		22.8		22		20.4		19		14.7		18.6		12.9		10.6		11.8		9.3		8.1		7.8		8		0.6

								48		理系		875		82.4		43.2		44.6		43.5		32.8		32.3		35.2		38.5		36.2		30.5		30.5		29.3		29.9		23.5		26.1		26.3		22.3		26.1		20		21.1		23.5		24.8		16.2		15.8		14.3		15.8		15		8.7		11.8		9.8		8.5		5.6		7.5		5.9		5.3		0.1

								49		どちらでもない		75		72		38.7		41.3		41.3		36		41.3		48		17.3		25.3		37.3		29.3		24		29.3		26.7		33.3		26.7		24		29.3		22.7		13.3		10.7		17.3		12		22.7		18.7		13.3		4		13.3		17.3		12		5.3		12		6.7		8		8		0

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		36		一般、センター・計		1179		79.6		45.8		44.9		44.2		34.8		36.1		31.9		42.6		32.9		32.5		33.4		29.4		31.7		25.4		25.5		28.2		24.9		23.2		24.1		27.2		26		25.5		22.6		17.6		17.7		16.5		17.9		14.1		12		10.2		8.7		7.9		9.4		5.7		7.3		0.4

						入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		37		一般入試		1029		79.7		46.6		45.1		44		34.7		35.7		30.1		43.7		32.8		33.2		33.5		29.9		32.4		25.8		25.4		29.5		24.9		23.5		23.3		28		27		25.3		23.3		17.3		17.8		17.1		18.7		14.6		11.4		10.2		8.6		7.1		9.4		6.1		7.6		0.3

								38		センター入試		150		79.3		40		43.3		45.3		35.3		39.3		44		34.7		33.3		27.3		32.7		26		27.3		23.3		26.7		18.7		25.3		21.3		29.3		22		18.7		27.3		17.3		20		17.3		12		12.7		10.7		16		10		9.3		13.3		9.3		2.7		5.3		1.3

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		809		82.4		52		50.1		46.7		44		38.2		43.6		27.9		36.5		37.1		30.4		32.3		27.1		31.9		29.2		24.1		27.9		28.6		22.9		18.2		15.6		13.2		15.9		21.9		18		18.7		9.4		14.3		13.5		10.4		12		8		5.7		8.5		6.2		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		85.1		51.6		53.2		40.7		40.4		39.3		45.5		31		38		36.7		31.4		36		33		31.2		28.4		20.7		26.6		30.1		21.1		12.7		16.7		18.7		13.6		22		18.2		17.8		10.1		14.7		13.8		8.6		12.3		8.6		5.7		7.9		6.6		0.2

								41		ＡＯ		183		83.1		50.3		50.8		39.9		41.5		38.3		49.2		27.3		36.6		38.3		25.1		36.6		35.5		27.3		31.1		19.1		25.7		30.1		21.9		9.3		10.4		12		12		20.8		17.5		19.7		6		12.6		14.2		8.2		12		6		4.9		8.7		7.7		0

								42		公募推薦		245		85.7		52.7		53.9		40.8		39.2		40		42		33.5		36.7		35.1		32.7		35.9		31		32.7		26.1		20		25.7		29.4		19.2		14.3		20		23.3		13.9		22		18		15.9		11.8		15.5		12.7		8.6		11.8		11		5.7		6.9		5.7		0.4

								43		自己推薦		27		92.6		51.9		63		44.4		44.4		40.7		51.9		33.3		59.3		40.7		63		33.3		33.3		44.4		29.6		37		40.7		37		33.3		22.2		29.6		22.2		22.2		29.6		25.9		22.2		22.2		22.2		22.2		11.1		18.5		3.7		11.1		11.1		7.4		0

								44		指定校推薦		354		79.1		52.5		46		54.5		48.6		36.7		41.2		24		34.5		37.6		29.1		27.4		19.5		32.8		30.2		28.5		29.7		26.6		25.1		25.1		14.1		6.2		18.9		21.8		17.8		19.8		8.5		13.8		13		12.7		11.6		7.3		5.6		9.3		5.6		0.6

								45		その他		57		68.4		38.6		36.8		43.9		43.9		33.3		31.6		19.3		35.1		22.8		26.3		31.6		24.6		21.1		24.6		12.3		17.5		22.8		33.3		19.3		12.3		14		14		22.8		14		12.3		12.3		10.5		10.5		10.5		8.8		8.8		3.5		7		7		0

						志望
順位別 シボウ ジュンイ ベツ		58		第1希望		1108		81.7		52.3		49.5		43		40.5		36.6		38.1		34		36.3		36.1		33.2		33.8		31		28.1		27.3		25.9		26.9		27.7		23.6		20.1		22.1		19.5		19.5		19.6		18.7		18.3		14.4		14.7		11.9		10.3		13.3		7.8		7.4		8.4		6.6		0.3

								64		第1希望志望以外・計		940		79.5		43		43.7		47.3		36.6		36.8		34.9		38.6		32.3		31.7		30.5		27.3		28.3		28.1		26.4		26.2		24.1		22.3		24.3		27.3		20.5		21.3		19.7		19.4		16.6		16.2		14.4		13.5		13.2		10.1		6.6		8.1		8.3		5.4		7		0.5





































						■進学先検討時の重視項目（大学進学者／複数回答）

												（％）



																																																																																				　

												調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が
よいこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が
増えること		資格取得に
有利であること		偏差値が自分に
合っていること		学習設備や環境が
整っていること		学生生活が
楽しめること		勉強するのに
良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に
合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で
活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が
身につくこと		専門分野を
深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが
高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある
感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが
身につくこと		学生の面倒見が
良いこと		学校が発展していく
可能性があること		教授・講師陣が
魅力的であること		寮や奨学金などが
充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が
魅力的であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		無回答				9.3		8

						2016年　大学進学者全体						3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25.0		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15.0		16.2		12.0		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8.0		6.2		13.5				9.3		8.0

						2013年　大学進学者全体						3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15.0		13.0		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				10.9		10.7

						2011年　大学進学者全体						7502		75.3		49.0		45.7		44.0		40.5		32.6		37.0		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30.0		27.4		32.0		24.0		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14.0		14.2		14.6		13.5		10.5		8.0		9.1		9.7		7.7		9.0				10.5		9.7

						2009年　大学進学者全体						8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33.0		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24.0		22.7		28.7		22.0		19.4		22.7		19.5		18.0		23.0		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10.0		7.8		10.9				10.7		10.0

						2007年　大学進学者全体						6390		*		54.7		54.7		44.0		49.8		33.9		36.0		31.6		39.4		40.7		32.0		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27.0		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26.0		15.3		16.1		14.0		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				12.4		10.9



		0		　		2019年　大学進学者全体						2071		80.4		47.9		46.6		45.0		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26.0		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7.0		6.8		0.4				9.0		3.5

		0				2016年　大学進学者全体						3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25.0		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15.0		16.2		12.0		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8.0		6.2		13.5				8.6		4.8

		0				2013年　大学進学者全体						3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15.0		13.0		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				8.3		3.3

		0				2011年　大学進学者全体						7502		75.3		49.0		45.7		44.0		40.5		32.6		37.0		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30.0		27.4		32.0		24.0		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14.0		14.2		14.6		13.5		10.5		8.0		9.1		9.7		7.7		9.0				―		―

		0				2009年　大学進学者全体						8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33.0		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24.0		22.7		28.7		22.0		19.4		22.7		19.5		18.0		23.0		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10.0		7.8		10.9				10.1		7.0

		非表示				2007年　大学進学者全体						6390		*		54.7		54.7		44.0		49.8		33.9		36.0		31.6		39.4		40.7		32.0		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27.0		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26.0		15.3		16.1		14.0		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること



														100.0		各年において最もポイントが高い カクネン モット

														100.0		各年において2～5番目にポイントが高い バンメ タカ



						【2019年属性別】 ネン ゾクセイ ベツ

		1905センサス全国_大学1_%						大学進学者全体				2071		80.4		47.9		46.6		45.0		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26.0		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7.0		6.8		0.4

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				60		70.0		51.7		51.7		41.7		15.0		41.7		38.3		38.3		30.0		30.0		28.3		35.0		33.3		28.3		38.3		21.7		36.7		23.3		16.7		18.3		13.3		35.0		18.3		18.3		21.7		15.0		10.0		16.7		8.3		10.0		8.3		10.0		8.3		3.3		5.0		―

		非表示				0		東北				105		81.9		41.0		48.6		38.1		12.4		30.5		36.2		30.5		34.3		30.5		29.5		30.5		19.0		18.1		21.0		24.8		21.0		25.7		17.1		16.2		16.2		27.6		15.2		16.2		18.1		12.4		8.6		10.5		7.6		8.6		8.6		8.6		8.6		4.8		8.6		―

		非表示						北関東・甲信越				200		85.0		45.5		48.5		43.5		25.0		37.0		36.0		36.5		42.5		37.0		34.0		25.0		28.5		26.5		25.0		19.0		25.5		28.5		20.0		19.5		21.5		21.5		15.0		24.0		16.0		16.0		11.0		11.5		11.5		8.0		9.0		9.0		7.0		3.5		7.5		0.5

		非表示						南関東				595		80.5		54.5		49.4		49.1		57.8		38.5		36.8		37.6		36.8		34.6		34.3		33.9		30.8		36.0		30.4		30.9		26.9		26.4		34.3		28.9		23.7		12.8		22.4		18.8		19.5		18.8		15.6		15.6		15.1		11.9		13.9		5.7		6.9		7.1		7.9		0.3

		非表示						東海				275		81.5		43.6		40.0		45.5		34.9		34.2		36.7		37.5		29.1		30.2		30.9		28.0		33.8		27.6		22.9		26.2		22.5		22.5		19.3		24.7		20.4		19.3		19.6		18.9		13.8		15.6		12.4		10.5		13.1		8.7		6.5		9.1		8.4		6.9		4.4		0.7

		非表示						北陸				49		87.8		46.9		53.1		40.8		16.3		34.7		36.7		46.9		36.7		36.7		34.7		51.0		32.7		22.4		30.6		32.7		30.6		28.6		16.3		26.5		20.4		26.5		24.5		28.6		20.4		24.5		20.4		20.4		22.4		6.1		8.2		10.2		8.2		6.1		4.1		―

		非表示						関西				370		77.3		44.9		44.3		42.2		48.1		36.8		32.7		34.3		31.6		33.0		29.2		28.6		30.0		26.2		22.2		23.2		22.2		23.8		24.9		22.4		19.5		18.1		21.1		20.5		16.8		16.8		19.2		15.7		11.1		12.4		8.6		5.9		9.2		7.8		7.0		0.5

		非表示						中国・四国				185		78.9		44.9		44.3		37.8		17.8		33.0		33.5		36.8		33.5		36.8		30.3		24.3		29.7		21.1		25.9		25.9		25.9		25.9		15.7		21.6		24.9		32.4		20.5		18.4		18.9		19.5		15.1		11.4		10.8		8.1		10.3		9.2		8.1		8.1		6.5		1.1

		非表示						九州・沖縄				222		82.0		47.7		47.3		50.5		29.3		41.0		45.0		33.8		34.2		35.6		33.8		35.6		27.5		23.4		32.4		23.9		31.1		26.1		17.6		17.1		21.6		26.6		14.4		16.7		18.0		17.1		10.8		16.2		11.3		9.9		9.9		12.2		6.8		9.9		6.8		―

		0						大都市圏				1023		79.7		50.0		46.1		47.5		53.1		37.5		35.3		37.9		34.2		33.4		32.6		31.2		31.2		32.6		26.8		28.9		25.3		25.0		30.7		27.8		21.7		15.1		22.3		19.4		17.8		18.1		16.7		14.8		13.8		11.8		11.6		6.0		7.8		7.3		7.2		0.5

		0						大都市圏以外				1038		81.2		45.8		47.0		42.5		24.4		36.1		37.9		34.7		34.8		34.5		31.6		30.6		28.6		23.5		27.2		23.1		26.2		25.9		17.2		19.0		21.1		25.7		17.0		19.6		17.6		16.6		12.1		13.5		11.4		8.8		8.8		9.8		7.7		6.6		6.5		0.4

		★				男女別		男子				976		75.9		38.7		42.0		44.4		32.2		36.7		26.3		34.9		30.7		28.4		28.2		25.0		28.9		22.5		24.1		28.4		23.2		20.9		19.4		26.4		22.6		19.0		17.1		18.5		14.1		16.0		14.3		10.9		9.8		10.6		8.1		6.0		9.1		4.8		6.0		0.4

		★						女子				1086		84.5		56.1		50.6		45.6		44.4		36.9		45.9		37.5		37.8		39.0		35.5		36.2		30.8		33.0		29.6		23.8		28.1		29.6		28.0		20.5		20.3		21.7		21.8		20.3		20.9		18.5		14.5		17.0		15.0		10.0		12.1		9.6		6.5		8.9		7.6		0.5

		非表示				大短
進学率別		95％以上				703		78.4		51.1		46.9		46.1		36.7		39.3		28.9		39.3		35.7		35.3		35.1		30.2		27.7		26.5		29.6		33.0		27.2		25.9		23.8		30.9		31.6		20.6		22.0		18.8		18.8		19.5		21.9		15.8		12.1		11.4		12.2		5.1		10.1		7.8		8.7		0.4

		非表示				0		70～95％未満				925		82.8		46.4		45.5		45.4		41.1		33.0		39.9		36.5		35.6		34.3		30.8		31.4		31.4		30.2		27.1		22.9		24.9		25.1		26.4		22.3		17.5		21.1		20.2		19.7		17.2		16.4		11.6		14.4		12.6		10.1		9.7		9.6		6.8		6.3		6.3		0.3

		非表示						40～70％未満				318		78.9		45.3		46.5		41.8		36.5		40.6		41.8		33.6		32.4		29.6		32.7		30.2		29.9		26.4		21.7		22.6		24.2		25.2		19.2		13.5		13.2		18.2		13.5		20.4		17.0		14.8		8.5		11.0		12.3		8.2		7.2		7.9		6.0		6.3		4.4		0.3

		非表示						10～40％未満				92		79.3		43.5		55.4		46.7		31.5		44.6		41.3		20.7		25.0		34.8		20.7		38.0		29.3		23.9		25.0		18.5		29.3		29.3		17.4		12.0		14.1		21.7		17.4		21.7		17.4		19.6		6.5		8.7		15.2		13.0		8.7		13.0		5.4		9.8		6.5		―

		非表示						10％未満				2		100.0		100.0		50.0		―		50.0		50.0		―		50.0		―		50.0		50.0		―		―		100.0		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0		―		―		50.0		―		―		50.0		―		―		―		―		50.0		―		―		―		―		―		―

		非表示						70％以上・計				1628		80.9		48.4		46.1		45.7		39.2		35.7		35.1		37.7		35.6		34.7		32.7		30.8		29.8		28.6		28.2		27.3		25.9		25.4		25.2		26.0		23.6		20.9		21.0		19.3		17.9		17.8		16.0		15.0		12.4		10.6		10.8		7.7		8.2		6.9		7.3		0.4

		非表示						70％未満・計				412		79.1		45.1		48.5		42.7		35.4		41.5		41.5		30.8		30.6		30.8		30.1		31.8		29.6		26.2		22.6		21.8		25.5		26.2		18.9		13.1		13.3		19.2		14.3		20.6		17.2		15.8		8.0		10.4		12.9		9.5		7.5		9.0		5.8		7.0		4.9		0.2

		0				文理別		文系				1096		79.4		52.0		48.6		46.2		43.3		40.1		37.0		36.2		33.7		36.7		33.4		32.7		30.0		31.6		27.2		25.7		28.8		24.6		27.2		25.7		20.3		17.3		22.8		22.0		20.4		19.0		14.7		18.6		12.9		10.6		11.8		9.3		8.1		7.8		8.0		0.6

		0						理系				875		82.4		43.2		44.6		43.5		32.8		32.3		35.2		38.5		36.2		30.5		30.5		29.3		29.9		23.5		26.1		26.3		22.3		26.1		20.0		21.1		23.5		24.8		16.2		15.8		14.3		15.8		15.0		8.7		11.8		9.8		8.5		5.6		7.5		5.9		5.3		0.1

		0						どちらでもない				75		72.0		38.7		41.3		41.3		36.0		41.3		48.0		17.3		25.3		37.3		29.3		24.0		29.3		26.7		33.3		26.7		24.0		29.3		22.7		13.3		10.7		17.3		12.0		22.7		18.7		13.3		4.0		13.3		17.3		12.0		5.3		12.0		6.7		8.0		8.0		―

		非表示				入試		一般、センター・計				1179		79.6		45.8		44.9		44.2		34.8		36.1		31.9		42.6		32.9		32.5		33.4		29.4		31.7		25.4		25.5		28.2		24.9		23.2		24.1		27.2		26.0		25.5		22.6		17.6		17.7		16.5		17.9		14.1		12.0		10.2		8.7		7.9		9.4		5.7		7.3		0.4

		0				入試
方法別		一般入試				1029		79.7		46.6		45.1		44.0		34.7		35.7		30.1		43.7		32.8		33.2		33.5		29.9		32.4		25.8		25.4		29.5		24.9		23.5		23.3		28.0		27.0		25.3		23.3		17.3		17.8		17.1		18.7		14.6		11.4		10.2		8.6		7.1		9.4		6.1		7.6		0.3

		0				0		センター入試				150		79.3		40.0		43.3		45.3		35.3		39.3		44.0		34.7		33.3		27.3		32.7		26.0		27.3		23.3		26.7		18.7		25.3		21.3		29.3		22.0		18.7		27.3		17.3		20.0		17.3		12.0		12.7		10.7		16.0		10.0		9.3		13.3		9.3		2.7		5.3		1.3

		非表示				方法別 ホウホウ ベツ		ＡＯ、推薦入試・計				809		82.4		52.0		50.1		46.7		44.0		38.2		43.6		27.9		36.5		37.1		30.4		32.3		27.1		31.9		29.2		24.1		27.9		28.6		22.9		18.2		15.6		13.2		15.9		21.9		18.0		18.7		9.4		14.3		13.5		10.4		12.0		8.0		5.7		8.5		6.2		0.4

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				455		85.1		51.6		53.2		40.7		40.4		39.3		45.5		31.0		38.0		36.7		31.4		36.0		33.0		31.2		28.4		20.7		26.6		30.1		21.1		12.7		16.7		18.7		13.6		22.0		18.2		17.8		10.1		14.7		13.8		8.6		12.3		8.6		5.7		7.9		6.6		0.2

		0						ＡＯ				183		83.1		50.3		50.8		39.9		41.5		38.3		49.2		27.3		36.6		38.3		25.1		36.6		35.5		27.3		31.1		19.1		25.7		30.1		21.9		9.3		10.4		12.0		12.0		20.8		17.5		19.7		6.0		12.6		14.2		8.2		12.0		6.0		4.9		8.7		7.7		―

		0						公募推薦				245		85.7		52.7		53.9		40.8		39.2		40.0		42.0		33.5		36.7		35.1		32.7		35.9		31.0		32.7		26.1		20.0		25.7		29.4		19.2		14.3		20.0		23.3		13.9		22.0		18.0		15.9		11.8		15.5		12.7		8.6		11.8		11.0		5.7		6.9		5.7		0.4

		0						自己推薦				27		92.6		51.9		63.0		44.4		44.4		40.7		51.9		33.3		59.3		40.7		63.0		33.3		33.3		44.4		29.6		37.0		40.7		37.0		33.3		22.2		29.6		22.2		22.2		29.6		25.9		22.2		22.2		22.2		22.2		11.1		18.5		3.7		11.1		11.1		7.4		―

		0						指定校推薦				354		79.1		52.5		46.0		54.5		48.6		36.7		41.2		24.0		34.5		37.6		29.1		27.4		19.5		32.8		30.2		28.5		29.7		26.6		25.1		25.1		14.1		6.2		18.9		21.8		17.8		19.8		8.5		13.8		13.0		12.7		11.6		7.3		5.6		9.3		5.6		0.6

		0						その他				57		68.4		38.6		36.8		43.9		43.9		33.3		31.6		19.3		35.1		22.8		26.3		31.6		24.6		21.1		24.6		12.3		17.5		22.8		33.3		19.3		12.3		14.0		14.0		22.8		14.0		12.3		12.3		10.5		10.5		10.5		8.8		8.8		3.5		7.0		7.0		―

		0				志望
順位別		第1希望				1108		81.7		52.3		49.5		43.0		40.5		36.6		38.1		34.0		36.3		36.1		33.2		33.8		31.0		28.1		27.3		25.9		26.9		27.7		23.6		20.1		22.1		19.5		19.5		19.6		18.7		18.3		14.4		14.7		11.9		10.3		13.3		7.8		7.4		8.4		6.6		0.3

		0				0		第1希望志望以外・計				940		79.5		43.0		43.7		47.3		36.6		36.8		34.9		38.6		32.3		31.7		30.5		27.3		28.3		28.1		26.4		26.2		24.1		22.3		24.3		27.3		20.5		21.3		19.7		19.4		16.6		16.2		14.4		13.5		13.2		10.1		6.6		8.1		8.3		5.4		7.0		0.5



														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い																				※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い

																																																																																														※「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い数値に網掛け

																																																																																														※「＊」は該当選択肢なし ガイトウ センタクシ



セル数ーセル幅対応表
(無回答を除く)
３以下：１４．０
４　　：１２．０
５　　：　９．５
６　　：　８．５
７　　：　８．５
８　　：　８．０
９　　：　８．０
１０　：　７．５
１１　：　７．５
１２　：　７．０
１３　：　６．５
１４　：　６．０
１５　：　５．５
１６　：　５．３３
１７　：　５．０
１８　：　４．８３
１９以上：４．５０


2013年　大学進学者全体	24.7	20.100000000000001	21.6	20.9	21.3	18.399999999999999	21.5	14.7	15	13	12.4	10.9	9.5	9.1999999999999993	10.7	7.4	2016年　大学進学者全体	23.3	16.7	19.399999999999999	16.7	19.5	15	16.2	12	13.1	9.9	9.3000000000000007	9.3000000000000007	6.9	5.8	8	6.2	2019年　大学進学者全体	23.3	21.3	20.3	19.600000000000001	19.399999999999999	17.600000000000001	17.3	14.3	14.1	12.5	10.199999999999999	10.1	7.9	7.7	7	6.8	男子	26.4	22.6	19	17.100000000000001	18.5	14.1	16	14.3	10.9	9.8000000000000007	10.6	8.1	6	9.1	4.8	6	女子	20.5	20.3	21.7	21.8	20.3	20.9	18.5	14.5	17	15	10	12.1	9.6	6.5	8.9	7.6	









今回データ
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												調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答



		10439		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0205
				Q12. 志望校検討時の重視項目

		10440		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～7》

		10441		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		10443		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		10444		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		60		21.7		15		18.3		51.7		10		70		35		13.3		51.7		38.3		41.7		36.7		16.7		8.3		3.3		10		8.3		38.3		41.7		30		28.3		10		30		18.3		18.3		33.3		38.3		21.7		23.3		8.3		15		16.7		28.3		5		35		0

		10445		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		105		24.8		12.4		16.2		41		8.6		81.9		30.5		16.2		48.6		36.2		38.1		21		10.5		8.6		4.8		8.6		7.6		21		30.5		34.3		18.1		8.6		30.5		16.2		15.2		19		30.5		18.1		25.7		8.6		12.4		17.1		29.5		8.6		27.6		0

		10446		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		200		19		16		19.5		45.5		8		85		25		21.5		48.5		36		43.5		25.5		11.5		9		3.5		11		11.5		25		37		42.5		26.5		9		37		24		15		28.5		36.5		16		28.5		7		25		20		34		7.5		21.5		0.5

		10447		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		595		30.9		18.8		28.9		54.5		11.9		80.5		33.9		23.7		49.4		36.8		49.1		26.9		15.6		13.9		7.1		15.6		15.1		30.4		38.5		36.8		36		5.7		34.6		18.8		22.4		30.8		37.6		19.5		26.4		6.9		57.8		34.3		34.3		7.9		12.8		0.3

		10448		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		275		26.2		15.6		24.7		43.6		8.7		81.5		28		20.4		40		36.7		45.5		22.5		10.5		6.5		6.9		12.4		13.1		22.9		34.2		29.1		27.6		9.1		30.2		18.9		19.6		33.8		37.5		13.8		22.5		8.4		34.9		19.3		30.9		4.4		19.3		0.7

		10449		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		49		32.7		24.5		26.5		46.9		6.1		87.8		51		20.4		53.1		36.7		40.8		30.6		20.4		8.2		6.1		20.4		22.4		30.6		34.7		36.7		22.4		10.2		36.7		28.6		24.5		32.7		46.9		20.4		28.6		8.2		16.3		16.3		34.7		4.1		26.5		0

		10450		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		370		23.2		16.8		22.4		44.9		12.4		77.3		28.6		19.5		44.3		32.7		42.2		22.2		15.7		8.6		7.8		19.2		11.1		22.2		36.8		31.6		26.2		5.9		33		20.5		21.1		30		34.3		16.8		23.8		9.2		48.1		24.9		29.2		7		18.1		0.5

		10451		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		185		25.9		19.5		21.6		44.9		8.1		78.9		24.3		24.9		44.3		33.5		37.8		25.9		11.4		10.3		8.1		15.1		10.8		25.9		33		33.5		21.1		9.2		36.8		18.4		20.5		29.7		36.8		18.9		25.9		8.1		17.8		15.7		30.3		6.5		32.4		1.1

		10452		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		222		23.9		17.1		17.1		47.7		9.9		82		35.6		21.6		47.3		45		50.5		31.1		16.2		9.9		9.9		10.8		11.3		32.4		41		34.2		23.4		12.2		35.6		16.7		14.4		27.5		33.8		18		26.1		6.8		29.3		17.6		33.8		6.8		26.6		0

		10453		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		1023		28.9		18.1		27.8		50		11.8		79.7		31.2		21.7		46.1		35.3		47.5		25.3		14.8		11.6		7.3		16.7		13.8		26.8		37.5		34.2		32.6		6		33.4		19.4		22.3		31.2		37.9		17.8		25		7.8		53.1		30.7		32.6		7.2		15.1		0.5

		10454		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		1038		23.1		16.6		19		45.8		8.8		81.2		30.6		21.1		47		37.9		42.5		26.2		13.5		8.8		6.6		12.1		11.4		27.2		36.1		34.8		23.5		9.8		34.5		19.6		17		28.6		34.7		17.6		25.9		7.7		24.4		17.2		31.6		6.5		25.7		0.4

		10455		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		10456		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		976		28.4		16		26.4		38.7		10.6		75.9		25		22.6		42		26.3		44.4		23.2		10.9		8.1		4.8		14.3		9.8		24.1		36.7		30.7		22.5		6		28.4		18.5		17.1		28.9		34.9		14.1		20.9		9.1		32.2		19.4		28.2		6		19		0.4

		10457		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1086		23.8		18.5		20.5		56.1		10		84.5		36.2		20.3		50.6		45.9		45.6		28.1		17		12.1		8.9		14.5		15		29.6		36.9		37.8		33		9.6		39		20.3		21.8		30.8		37.5		20.9		29.6		6.5		44.4		28		35.5		7.6		21.7		0.5

		10458		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10459		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		33		19.5		30.9		51.1		11.4		78.4		30.2		31.6		46.9		28.9		46.1		27.2		15.8		12.2		7.8		21.9		12.1		29.6		39.3		35.7		26.5		5.1		35.3		18.8		22		27.7		39.3		18.8		25.9		10.1		36.7		23.8		35.1		8.7		20.6		0.4

		10460		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		22.9		16.4		22.3		46.4		10.1		82.8		31.4		17.5		45.5		39.9		45.4		24.9		14.4		9.7		6.3		11.6		12.6		27.1		33		35.6		30.2		9.6		34.3		19.7		20.2		31.4		36.5		17.2		25.1		6.8		41.1		26.4		30.8		6.3		21.1		0.3

		10461		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		22.6		14.8		13.5		45.3		8.2		78.9		30.2		13.2		46.5		41.8		41.8		24.2		11		7.2		6.3		8.5		12.3		21.7		40.6		32.4		26.4		7.9		29.6		20.4		13.5		29.9		33.6		17		25.2		6		36.5		19.2		32.7		4.4		18.2		0.3

		10462		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		18.5		19.6		12		43.5		13		79.3		38		14.1		55.4		41.3		46.7		29.3		8.7		8.7		9.8		6.5		15.2		25		44.6		25		23.9		13		34.8		21.7		17.4		29.3		20.7		17.4		29.3		5.4		31.5		17.4		20.7		6.5		21.7		0

		10463		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		100		50		100		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		0		50		50		0		100		0		50		0		0		0		50		50		50		0		50		50		50		0		50		0

		10464		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		27.3		17.8		26		48.4		10.6		80.9		30.8		23.6		46.1		35.1		45.7		25.9		15		10.8		6.9		16		12.4		28.2		35.7		35.6		28.6		7.7		34.7		19.3		21		29.8		37.7		17.9		25.4		8.2		39.2		25.2		32.7		7.3		20.9		0.4

		10465		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		21.8		15.8		13.1		45.1		9.5		79.1		31.8		13.3		48.5		41.5		42.7		25.5		10.4		7.5		7		8		12.9		22.6		41.5		30.6		26.2		9		30.8		20.6		14.3		29.6		30.8		17.2		26.2		5.8		35.4		18.9		30.1		4.9		19.2		0.2

		10466		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		10467		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		1179		28.2		16.5		27.2		45.8		10.2		79.6		29.4		26		44.9		31.9		44.2		24.9		14.1		8.7		5.7		17.9		12		25.5		36.1		32.9		25.4		7.9		32.5		17.6		22.6		31.7		42.6		17.7		23.2		9.4		34.8		24.1		33.4		7.3		25.5		0.4

		10468		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般入試		1029		29.5		17.1		28		46.6		10.2		79.7		29.9		27		45.1		30.1		44		24.9		14.6		8.6		6.1		18.7		11.4		25.4		35.7		32.8		25.8		7.1		33.2		17.3		23.3		32.4		43.7		17.8		23.5		9.4		34.7		23.3		33.5		7.6		25.3		0.3

		10469		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						センター入試		150		18.7		12		22		40		10		79.3		26		18.7		43.3		44		45.3		25.3		10.7		9.3		2.7		12.7		16		26.7		39.3		33.3		23.3		13.3		27.3		20		17.3		27.3		34.7		17.3		21.3		9.3		35.3		29.3		32.7		5.3		27.3		1.3

		10470		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		809		24.1		18.7		18.2		52		10.4		82.4		32.3		15.6		50.1		43.6		46.7		27.9		14.3		12		8.5		9.4		13.5		29.2		38.2		36.5		31.9		8		37.1		21.9		15.9		27.1		27.9		18		28.6		5.7		44		22.9		30.4		6.2		13.2		0.4

		10471		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		20.7		17.8		12.7		51.6		8.6		85.1		36		16.7		53.2		45.5		40.7		26.6		14.7		12.3		7.9		10.1		13.8		28.4		39.3		38		31.2		8.6		36.7		22		13.6		33		31		18.2		30.1		5.7		40.4		21.1		31.4		6.6		18.7		0.2

		10472		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ		183		19.1		19.7		9.3		50.3		8.2		83.1		36.6		10.4		50.8		49.2		39.9		25.7		12.6		12		8.7		6		14.2		31.1		38.3		36.6		27.3		6		38.3		20.8		12		35.5		27.3		17.5		30.1		4.9		41.5		21.9		25.1		7.7		12		0

		10473		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						公募推薦		245		20		15.9		14.3		52.7		8.6		85.7		35.9		20		53.9		42		40.8		25.7		15.5		11.8		6.9		11.8		12.7		26.1		40		36.7		32.7		11		35.1		22		13.9		31		33.5		18		29.4		5.7		39.2		19.2		32.7		5.7		23.3		0.4

		10474		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						自己推薦		27		37		22.2		22.2		51.9		11.1		92.6		33.3		29.6		63		51.9		44.4		40.7		22.2		18.5		11.1		22.2		22.2		29.6		40.7		59.3		44.4		3.7		40.7		29.6		22.2		33.3		33.3		25.9		37		11.1		44.4		33.3		63		7.4		22.2		0

		10475		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						指定校推薦		354		28.5		19.8		25.1		52.5		12.7		79.1		27.4		14.1		46		41.2		54.5		29.7		13.8		11.6		9.3		8.5		13		30.2		36.7		34.5		32.8		7.3		37.6		21.8		18.9		19.5		24		17.8		26.6		5.6		48.6		25.1		29.1		5.6		6.2		0.6

		10476		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		57		12.3		12.3		19.3		38.6		10.5		68.4		31.6		12.3		36.8		31.6		43.9		17.5		10.5		8.8		7		12.3		10.5		24.6		33.3		35.1		21.1		8.8		22.8		22.8		14		24.6		19.3		14		22.8		3.5		43.9		33.3		26.3		7		14		0

		10477		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		10478		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1096		25.7		19		25.7		52		10.6		79.4		32.7		20.3		48.6		37		46.2		28.8		18.6		11.8		7.8		14.7		12.9		27.2		40.1		33.7		31.6		9.3		36.7		22		22.8		30		36.2		20.4		24.6		8.1		43.3		27.2		33.4		8		17.3		0.6

		10479		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		875		26.3		15.8		21.1		43.2		9.8		82.4		29.3		23.5		44.6		35.2		43.5		22.3		8.7		8.5		5.9		15		11.8		26.1		32.3		36.2		23.5		5.6		30.5		15.8		16.2		29.9		38.5		14.3		26.1		7.5		32.8		20		30.5		5.3		24.8		0.1

		10480		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		75		26.7		13.3		13.3		38.7		12		72		24		10.7		41.3		48		41.3		24		13.3		5.3		8		4		17.3		33.3		41.3		25.3		26.7		12		37.3		22.7		12		29.3		17.3		18.7		29.3		6.7		36		22.7		29.3		8		17.3		0

		10481		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		10482		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		430		28.6		17.7		29.3		42.3		9.8		72.3		25.6		19.1		40.2		27.4		44		23.5		14.4		8.6		5.1		12.6		9.5		22.3		39.5		28.6		25.6		7.2		29.5		22.6		20.5		27		34.9		16.5		18.6		10.7		37.4		24		29.5		7.7		13.3		0.7

		10483		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		666		23.9		19.8		23.4		58.3		11.1		83.9		37.2		21		54.1		43.2		47.6		32.3		21.3		13.8		9.5		16.1		15		30.3		40.5		36.9		35.4		10.7		41.3		21.6		24.3		32		37.1		23		28.5		6.5		47.1		29.3		35.9		8.3		20		0.6

		10484		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		498		28.5		14.7		25.3		35.5		10.8		79.3		24.3		26.7		43.8		23.5		44.8		22.5		8.2		8.2		4.4		17.1		9.4		24.9		33.9		33.3		20.1		4.2		27.3		13.9		15.3		30.9		37.1		12		22.7		8		28.1		15.3		27.3		4.2		23.9		0.2

		10485		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		377		23.3		17.2		15.6		53.3		8.5		86.5		35.8		19.4		45.6		50.7		41.9		22		9.3		8.8		8		12.2		14.9		27.6		30.2		40.1		28.1		7.4		34.7		18.3		17.5		28.6		40.3		17.2		30.5		6.9		39		26.3		34.7		6.6		26		0

		10486		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		41		26.8		17.1		14.6		39		17.1		68.3		29.3		9.8		41.5		46.3		39		29.3		7.3		0		7.3		2.4		19.5		31.7		41.5		22		22		14.6		31.7		26.8		7.3		24.4		14.6		17.1		22		7.3		26.8		19.5		24.4		12.2		22		0

		10487		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		26.5		8.8		11.8		38.2		5.9		76.5		17.6		11.8		41.2		50		44.1		17.6		20.6		11.8		8.8		5.9		14.7		35.3		41.2		29.4		32.4		8.8		44.1		17.6		17.6		35.3		20.6		20.6		38.2		5.9		47.1		26.5		35.3		2.9		11.8		0

		10488		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		10489		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1108		25.9		18.3		20.1		52.3		10.3		81.7		33.8		22.1		49.5		38.1		43		26.9		14.7		13.3		8.4		14.4		11.9		27.3		36.6		36.3		28.1		7.8		36.1		19.6		19.5		31		34		18.7		27.7		7.4		40.5		23.6		33.2		6.6		19.5		0.3

		10490		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		492		26.8		16.9		23.6		46.1		9.3		81.9		28		21.3		44.3		36.6		45.3		25.4		14.4		5.5		5.3		12.2		13.2		26		36.6		32.9		27		8.3		32.3		20.9		18.3		27.4		39.6		14.4		24		6.9		36.6		23.2		27.4		6.3		22.2		0.4

		10491		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		237		23.2		15.6		29.5		41.4		10.5		75.9		27		17.7		42.6		27.8		47.7		21.9		9.3		7.6		6.3		15.2		11.4		24.1		33.3		29.1		26.2		8		32.5		13.5		18.1		29.5		38.4		16		18.1		9.7		32.9		24.1		33.8		7.2		21.1		0.8

		10492		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		106		28.3		16		34		37.7		9.4		81.1		23.6		19.8		39.6		34		45.3		20.8		14.2		7.5		6.6		17		13.2		26.4		32.1		34.9		27.4		5.7		29.2		21.7		21.7		23.6		35.8		18.9		27.4		13.2		35.8		19.8		30.2		6.6		19.8		0.9

		10493		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		56		32.1		10.7		25		32.1		14.3		73.2		23.2		19.6		41.1		48.2		55.4		23.2		14.3		5.4		1.8		16.1		14.3		26.8		42.9		28.6		30.4		7.1		23.2		16.1		23.2		35.7		28.6		17.9		14.3		7.1		46.4		25		37.5		7.1		12.5		0

		10494		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		22.4		18.4		42.9		42.9		12.2		75.5		34.7		28.6		55.1		38.8		61.2		30.6		22.4		12.2		4.1		24.5		20.4		40.8		59.2		40.8		46.9		12.2		36.7		30.6		32.7		32.7		46.9		34.7		24.5		6.1		44.9		44.9		38.8		14.3		26.5		0

		10495		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		940		26.2		16.2		27.3		43		10.1		79.5		27.3		20.5		43.7		34.9		47.3		24.1		13.5		6.6		5.4		14.4		13.2		26.4		36.8		32.3		28.1		8.1		31.7		19.4		19.7		28.3		38.6		16.6		22.3		8.3		36.6		24.3		30.5		7		21.3		0.5

		10496		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》

		10497		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						重視・計		658		33.3		21.3		27.2		56.2		14.1		82.5		41		30.2		54.3		35.3		48.2		34.5		38.8		16.1		9.6		21		15.7		36.6		45.4		40.7		32.1		11.1		40.4		23.7		25.5		29.8		35.4		24.9		26.7		10.6		35.4		26.6		43.2		9.1		21.3		0.5

		10498		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		486		26.5		17.7		23.9		48.1		12.6		82.1		27.6		21.8		46.3		36		44.9		25.3		4.9		8.2		5.8		13.6		13		23.7		35.6		36.2		27.8		6.8		31.7		19.3		19.1		29.6		36.4		17.7		25.3		8		39.5		21.2		29.4		4.9		18.7		0

		10499		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						非重視・計		916		20.7		14.4		20.2		41.9		6.2		78.6		25.1		14.7		41.6		37.9		42.7		19.9		1.2		7		5.8		10		10		21.6		31.1		29.1		25.1		6.1		30.7		16.5		15.4		30.2		37.1		12.6		24.5		5.6		40.5		23.1		25.4		6.2		20.6		0.1





時系列データ
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												調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		8562		1305センサス全国_大学1_%						#0200
				Q13.志望校検討時の重視項目

		8563		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		8564		1305センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		13735		0704センサス大学_%						2007年　大学進学者全体 ネン		6390		33.4		26		30.7		54.7		16.4		*		40.5		24.7		54.7		36		44		27		16.1		12.4		10.9		15.3		14		30.1		33.9		39.4		35.2		6.5		40.7		21.3		23.8		27.1		31.6		19.4		27.9		11.8		49.8		28.4		32		7.3		16.9		6.4

		6306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		8481		32.6		23		28.7		50.6		14.1		73.8		29.2		22		44.8		33.9		41.7		23.6		13.7		10.7		10		15.3		12.1		27.5		33		33.9		29.8		7.5		36.8		19.5		22.7		27.4		32.1		18		24		9.8		35.3		22.7		28.5		7.8		19.4		10.9

		6564		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		7502		32		24.9		26.8		49		13.5		75.3		30.5		19.8		45.7		37		44		24		14.2		10.5		9.7		14		14.6		27.4		32.6		34.4		30		8		37.7		22.5		22.9		27.3		33.6		17.4		25.2		9.1		40.5		25.4		30.8		7.7		20.4		9

		8565		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		3256		30.3		21.5		24.7		47.5		12.4		74.8		32.3		20.1		46.5		34.9		40.8		25.6		15		10.9		10.7		14.7		13		28.3		30.9		32.3		30.2		9.5		37.3		21.3		20.9		29.4		33.3		18.4		27.3		9.2		40.7		25.6		30.7		7.4		21.6		9.6

		12230		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体 ネン		3051		23.9		16.2		23.3		38.2		9.3		65.8		23.2		16.7		35.5		31.8		34.6		19.2		13.1		9.3		8		12		9.9		21.4		26.6		27.4		27.1		6.9		27.6		19.5		16.7		20.5		27.9		15		24.7		5.8		34.1		19.1		25		6.2		19.4		13.5																																																																																																																				

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						2019年　大学進学者全体 ネン		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		13732		0704センサス大学_%						#0220		【大学進学者】		Q13.志望校検討時の重視項目

		13733		0704センサス大学_%										《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～4》

		13734		0704センサス大学_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		13735		0704センサス大学_%						2007年　大学進学者全体 ネン		6390		33.4		26		30.7		54.7		16.4		*		40.5		24.7		54.7		36		44		27		16.1		12.4		10.9		15.3		14		30.1		33.9		39.4		35.2		6.5		40.7		21.3		23.8		27.1		31.6		19.4		27.9		11.8		49.8		28.4		32		7.3		16.9		6.4

		13748		0704センサス大学_%						《高校タイプ別》														*

		13749		0704センサス大学_%						Ａタイプ		1435		43.6		27.5		40.9		57.9		19.2		*		39.7		36.5		54.1		30.2		48.3		26.6		19.2		14.2		13		25.2		13.8		35		35.3		40		29.1		5.1		40.6		19.6		28.6		26.2		31		21.9		26.3		14.1		49		26.8		33.5		7.9		19.7		6.5

		13750		0704センサス大学_%						Ｂタイプ		3094		34		25.9		30.9		55.3		16.3		*		40.2		23.9		54.3		37.3		45.3		26.5		16.5		12		10.6		14.8		14		30		33.2		39.8		36.9		6		41.8		21.5		24.1		25.8		31.9		19.3		28		11.3		50.5		29.5		32		7.9		15.1		6.2

		13751		0704センサス大学_%						Ｃタイプ		1357		25.2		24.2		24.2		53.1		14.4		*		41.5		17.2		55.6		38		39.2		27.7		12.7		11.2		9.7		8.6		14		25.7		34.3		37.9		38.5		7.2		39.2		21.7		20.9		29.8		34		17.8		28.4		10.5		50.1		28.1		31		6		17.5		5.8

		13752		0704センサス大学_%						Ｄタイプ		378		20.9		27.8		14		46.8		13		*		38.1		12.2		55.8		39.7		36.5		29.4		14.6		10.1		9.3		6.1		13.8		27.8		32.3		39.7		34.7		12.2		38.9		26.5		14.8		30.2		26.2		16.1		28.6		10.1		47.6		28.8		28.6		4.2		19.3		8.5

		13753		0704センサス大学_%						Ｅタイプ		28		39.3		35.7		32.1		42.9		35.7		*		57.1		17.9		57.1		42.9		50		32.1		7.1		39.3		17.9		7.1		21.4		28.6		39.3		46.4		35.7		14.3		39.3		32.1		25		35.7		32.1		25		39.3		17.9		35.7		17.9		39.3		0		32.1		10.7

		6303		090529センサス全国_大学1_%						#0190
				Q16.志望校検討時の重視項目

		6304		090529センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～4》

		6305		090529センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		6306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		8481		32.6		23		28.7		50.6		14.1		73.8		29.2		22		44.8		33.9		41.7		23.6		13.7		10.7		10		15.3		12.1		27.5		33		33.9		29.8		7.5		36.8		19.5		22.7		27.4		32.1		18		24		9.8		35.3		22.7		28.5		7.8		19.4		10.9

		6320		090529センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6321		090529センサス全国_大学1_%						95％以上		1823		44.6		25.2		41.1		54.6		16.6		74.5		31.1		32.7		47.3		29.9		44.9		25.2		16.3		12.8		11.3		26.5		12.5		31.3		37.4		37.2		27.8		5.5		37.1		19.3		28.1		26.5		35.5		22.3		23.3		12.1		38.3		23.6		32.3		8.4		20.5		9.8

		6322		090529センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3909		32.5		22.7		28.6		51.3		14.2		74.6		28.9		21.3		43.7		33.5		41.6		23.2		13.7		10.2		9.6		14.5		12		27.4		32.3		33.6		31.2		7.1		37.6		18.7		23.1		26.7		33.1		17.4		23.7		9.7		37.7		22.8		28.7		8.5		19		11

		6323		090529センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1768		25.6		21.9		21.4		47.6		12.4		72.6		28.1		17.2		44.5		36.5		40.9		22.2		12.3		10.4		9.3		9.8		11.7		26		30.2		32.9		29.3		8.4		36.5		20.9		19.7		27.4		30		16.1		24		7.9		31.6		22.7		25.8		6.5		19.7		11.1

		6324		090529センサス全国_大学1_%						10～40％未満		764		22.6		22.8		16.8		44.8		11		71.3		29.7		13.2		45.9		39.1		38.7		25.1		10.9		9.3		10.3		7.3		12.6		22.6		33		31.4		28.8		11.1		33.5		21.5		15.1		32.1		24.6		14.4		27.6		9.6		24.6		18.5		26		5.9		19.8		11.4

		6325		090529センサス全国_大学1_%						10％未満		40		25		25		30		45		10		70		25		20		35		35		35		25		12.5		0		2.5		7.5		7.5		35		25		22.5		25		22.5		30		22.5		25		22.5		30		20		15		10		25		10		20		5		27.5		12.5

		6561		1105センサス全国_大学1_%						#0185
				Q13.志望校検討時の重視項目

		6562		1105センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		6563		1105センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		6564		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		7502		32		24.9		26.8		49		13.5		75.3		30.5		19.8		45.7		37		44		24		14.2		10.5		9.7		14		14.6		27.4		32.6		34.4		30		8		37.7		22.5		22.9		27.3		33.6		17.4		25.2		9.1		40.5		25.4		30.8		7.7		20.4		9

		6578		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6579		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		2192		40.8		26.7		36.1		52.3		15.2		73.4		29.1		26.6		46.6		31.4		43.4		23		16.5		10.1		10.8		21.2		13.4		29.2		32.3		35		27.9		5.7		38.4		21.4		27.8		26.7		33.9		18.6		24.2		12		42.5		25.9		31.7		9.2		20.7		9.9

		6580		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3411		30.6		24.7		25.7		49.6		13.3		76.4		31.4		18.9		45.7		39.4		45.6		24.1		14.1		10.2		9		13.1		15.3		26.8		31.8		34.8		31.5		7.9		37.5		22.3		22.8		27.8		36.3		17.5		25.8		8.4		43.2		26.7		31.5		7.5		19.9		8.5

		6581		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1354		25.2		24.4		19.7		44.5		11.8		75.1		31.1		14.5		44.8		39.1		43.2		26.4		13		11.2		10		8.6		15.1		27.7		35.5		34		31.5		10.3		38.8		25.2		18.7		27.3		30.9		16.9		24.2		7.2		36.1		24.2		28.4		6.4		20.7		8.3

		6582		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		460		22.4		20.7		14.1		42.4		11.5		77.2		27.8		10.7		45		38.7		38.5		21.5		9.1		11.7		8.9		4.3		13.7		25.2		33		30.9		23.9		12.2		32.2		22.2		14.3		26.1		20.7		13.5		28		7.6		25.9		18.5		28.3		6.5		21.7		10.4

		6583		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		22		31.8		22.7		9.1		50		9.1		81.8		31.8		9.1		50		40.9		40.9		31.8		0		18.2		13.6		9.1		4.5		13.6		27.3		31.8		31.8		22.7		36.4		18.2		13.6		27.3		22.7		18.2		27.3		0		31.8		13.6		27.3		9.1		18.2		4.5

		8562		1305センサス全国_大学1_%						#0200
				Q13.志望校検討時の重視項目

		8563		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		8564		1305センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		8565		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		3256		30.3		21.5		24.7		47.5		12.4		74.8		32.3		20.1		46.5		34.9		40.8		25.6		15		10.9		10.7		14.7		13		28.3		30.9		32.3		30.2		9.5		37.3		21.3		20.9		29.4		33.3		18.4		27.3		9.2		40.7		25.6		30.7		7.4		21.6		9.6

		8581		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		8582		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		970		37.5		22.3		31.8		48.6		13.5		73.9		30.5		26.9		45.1		28.4		40.5		24.5		15.1		12.7		11.9		21		13.3		29.8		30.8		34.3		29.7		8.5		37.9		21.5		23.7		29.2		33.4		19.3		26.5		9.9		42.3		24.9		33.8		8.5		22.5		11

		8583		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		1479		29.9		22.2		24.4		49.2		12.4		76.4		34.2		19.7		48.3		36.8		41.9		25.7		16.1		10.5		10.3		14.2		13.9		30		30.5		32.5		30.6		9		38.2		20.1		21.8		28.6		34.8		19.5		27.5		9.9		41.5		26.8		30.4		7.8		21		9.4

		8584		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		572		22		18.2		18.4		44.2		10.7		72.7		29.7		12.4		43.9		38.1		37.6		24.8		12.4		9.8		10.3		8.6		10		22.4		30.1		30.2		29.7		11.4		33.7		23.3		16.6		31.5		32.9		15.6		28		6.5		38.8		25.9		27.8		4.9		21.3		8.4

		8585		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		195		20		19.5		11.3		37.9		12.3		71.8		31.3		10.3		48.2		44.1		40		31.3		13.8		8.7		9.7		4.6		12.3		23.6		32.8		29.7		30.3		14.4		36.4		21		14.9		29.2		22.1		13.3		27.2		6.2		31.3		19		27.2		5.6		23.1		8.2

		8586		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		60		40		20		60		20		80		60		0		40		20		40		20		0		0		0		0		0		40		40		20		60		0		40		20		20		20		40		20		20		20		0		0		0		0		20		20

		12229		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答																																																																																																																				

		12230		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		3051		23.9		16.2		23.3		38.2		9.3		65.8		23.2		16.7		35.5		31.8		34.6		19.2		13.1		9.3		8		12		9.9		21.4		26.6		27.4		27.1		6.9		27.6		19.5		16.7		20.5		27.9		15		24.7		5.8		34.1		19.1		25		6.2		19.4		13.5																																																																																																																				

		12246		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》																																																																																																																																																																																														

		12247		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		906		26.6		15.9		30.5		41.8		10.5		64.9		23.6		23.4		36.3		25.5		34.4		19.4		14.2		10.6		9.4		19.4		8.1		22.2		27.9		28		25.1		6		28.4		19.6		18.9		21.3		30.7		17.5		25.1		7.5		33.7		19.3		25.7		6.4		20.6		15.7																																																																																																																				

		12248		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1480		23		16.6		21.8		36.7		8.8		66.6		22.4		14.8		35.3		33.5		34.4		18.1		13		8.3		7.2		9.3		10.2		22.4		25.4		27.2		28.5		6.9		27.2		18.2		17		20.4		28.1		14		24.1		5.6		35.7		19.9		25.6		6.7		19.1		13																																																																																																																				

		12249		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		452		24.1		15.7		19.2		38.1		9.7		67		25.2		12.4		36.9		36.7		34.7		20.8		14.6		10.8		8.6		8.6		11.5		19		28.5		29.9		29.2		8.8		27.4		23		14.4		20.1		25		16.2		25.9		4.2		32.5		18.4		24.8		5.3		19.5		10.2																																																																																																																				

		12250		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		171		15.8		15.2		8.2		31		6.4		65.5		22.8		9.4		29.8		36.8		36.8		26.3		5.8		7		6.4		4.7		11.1		15.8		23.4		21.1		21.6		8.2		28.7		22.2		9.9		16.4		17.5		8.8		26.9		1.8		24.6		11.7		17		2.9		15.8		13.5																																																																																																																				

		12251		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		―		40		―		40		―		60		60		20		60		40		20		20		―		―		―		―		―		20		40		―		―		20		20		―		20		20		―		20		40		―		―		20		20		―		20		20																																																																																																																				

		12252		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2386		24.4		16.3		25.1		38.6		9.4		65.9		22.8		18.1		35.7		30.5		34.4		18.6		13.5		9.2		8		13.2		9.4		22.3		26.4		27.5		27.2		6.5		27.6		18.7		17.7		20.7		29.1		15.3		24.4		6.3		35		19.7		25.6		6.6		19.7		14																																																																																																																				

		12253		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		628		21.7		15.8		16.1		36.1		8.8		66.6		24.8		11.6		35.2		36.8		35.2		22.3		12.1		9.7		8		7.5		11.3		18.2		27.2		27.2		26.9		8.8		27.7		22.6		13.2		19.1		22.8		14.2		26.3		3.5		30.1		16.6		22.6		4.6		18.5		11.1																																																																																																																				

		10439		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0205
				Q12. 志望校検討時の重視項目

		10440		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～7》

		10441		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		10458		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10459		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		33		19.5		30.9		51.1		11.4		78.4		30.2		31.6		46.9		28.9		46.1		27.2		15.8		12.2		7.8		21.9		12.1		29.6		39.3		35.7		26.5		5.1		35.3		18.8		22		27.7		39.3		18.8		25.9		10.1		36.7		23.8		35.1		8.7		20.6		0.4

		10460		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		22.9		16.4		22.3		46.4		10.1		82.8		31.4		17.5		45.5		39.9		45.4		24.9		14.4		9.7		6.3		11.6		12.6		27.1		33		35.6		30.2		9.6		34.3		19.7		20.2		31.4		36.5		17.2		25.1		6.8		41.1		26.4		30.8		6.3		21.1		0.3

		10461		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		22.6		14.8		13.5		45.3		8.2		78.9		30.2		13.2		46.5		41.8		41.8		24.2		11		7.2		6.3		8.5		12.3		21.7		40.6		32.4		26.4		7.9		29.6		20.4		13.5		29.9		33.6		17		25.2		6		36.5		19.2		32.7		4.4		18.2		0.3

		10462		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		18.5		19.6		12		43.5		13		79.3		38		14.1		55.4		41.3		46.7		29.3		8.7		8.7		9.8		6.5		15.2		25		44.6		25		23.9		13		34.8		21.7		17.4		29.3		20.7		17.4		29.3		5.4		31.5		17.4		20.7		6.5		21.7		0

		10463		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		100		50		100		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		0		50		50		0		100		0		50		0		0		0		50		50		50		0		50		50		50		0		50		0

		10464		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		27.3		17.8		26		48.4		10.6		80.9		30.8		23.6		46.1		35.1		45.7		25.9		15		10.8		6.9		16		12.4		28.2		35.7		35.6		28.6		7.7		34.7		19.3		21		29.8		37.7		17.9		25.4		8.2		39.2		25.2		32.7		7.3		20.9		0.4

		10465		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		21.8		15.8		13.1		45.1		9.5		79.1		31.8		13.3		48.5		41.5		42.7		25.5		10.4		7.5		7		8		12.9		22.6		41.5		30.6		26.2		9		30.8		20.6		14.3		29.6		30.8		17.2		26.2		5.8		35.4		18.9		30.1		4.9		19.2		0.2






グラフ

														教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		教育内容・制度 ナイヨウ セイド		構成要員 コウセイ ヨウイン		構成要員 コウセイ ヨウイン		構成要員 コウセイ ヨウイン		構成要員 コウセイ ヨウイン		学生生活 ガクセイ セイカツ		学生生活 ガクセイ セイカツ		学生生活 ガクセイ セイカツ		学生生活 ガクセイ セイカツ		学生生活 ガクセイ セイカツ		立地・環境 リッチ カンキョウ		立地・環境 リッチ カンキョウ		立地・環境 リッチ カンキョウ		立地・環境 リッチ カンキョウ		入試難易度 ナンイド		入試難易度 ナンイド		入試難易度 ナンイド		卒業後 ソツギョウゴ		卒業後 ソツギョウゴ		卒業後 ソツギョウゴ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ		ブランド性 セイ

														1		7		1		6		4		6		1		5		3		3		4		1		5		3		6		7		1		1		4		7		1		5		7		3		1		7		2		1		2		7		2		3		7		2		4		8

		-4								-1		0		6		4		9		11		31		19		10		27		20		23		33		7		26		21		18		1		12		29		32		3		8		35		25		24		28		2		16		13		17		5		14		22		30		15		34		36				14		15

						0		7		0				学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が
よいこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が
増えること		資格取得に
有利であること		偏差値が自分に
合っていること		学習設備や環境が
整っていること		学生生活が
楽しめること		勉強するのに
良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に
合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で
活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が
身につくこと		専門分野を
深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが
高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある
感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが
身につくこと		学生の面倒見が
良いこと		学校が発展していく
可能性があること		教授・講師陣が
魅力的であること		寮や奨学金などが
充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が
魅力的であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		無回答

						#0205
		8		Q12. 志望校検討時の重視項目

								9		0		調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が良いこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が増えること		資格取得に有利であること		偏差値が自分に合っていること		学習設備や環境が整っていること		学生生活が楽しめること		勉強するのに良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が身につくこと		専門分野を深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが身につくこと		学生の面倒見が良いこと		学校が発展していく可能性があること		教授・講師陣が魅力的であること		寮や奨学金などが充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が魅力的であること		遊びにいくのに便利な立地であること		無回答				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること

								9				調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が良いこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が増えること		資格取得に有利であること		偏差値が自分に合っていること		学習設備や環境が整っていること		学生生活が楽しめること		勉強するのに良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が身につくこと		専門分野を深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが身につくこと		学生の面倒見が良いこと		学校が発展していく可能性があること		教授・講師陣が魅力的であること		寮や奨学金などが充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が魅力的であること		遊びにいくのに便利な立地であること		無回答				0		0

		1605センサス全国_大学1_%						14		2016年　大学進学者全体		3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15		16.2		12		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8		6.2		13.5				9.3		8

		1305センサス全国_大学1_%						13		2013年　大学進学者全体		3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15		13		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				10.9		10.7

		1105センサス全国_大学1_%						12		2011年　大学進学者全体		7502		75.3		49		45.7		44		40.5		32.6		37		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30		27.4		32		24		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14		14.2		14.6		13.5		10.5		8		9.1		9.7		7.7		9				10.5		9.7

		090529センサス全国_大学1_%						11		2009年　大学進学者全体		8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24		22.7		28.7		22		19.4		22.7		19.5		18		23		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10		7.8		10.9				10.7		10

		0704センサス大学_%						10		2007年　大学進学者全体		6390		*		54.7		54.7		44		49.8		33.9		36		31.6		39.4		40.7		32		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26		15.3		16.1		14		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				12.4		10.9



								15		2019年　大学進学者全体		2071		80.4		47.9		46.6		45		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7		6.8		0.4				9		3.5

								14		2016年　大学進学者全体		3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15		16.2		12		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8		6.2		13.5				8.6		4.8

								13		2013年　大学進学者全体		3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15		13		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				8.3		3.3

								12		2011年　大学進学者全体		7502		75.3		49		45.7		44		40.5		32.6		37		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30		27.4		32		24		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14		14.2		14.6		13.5		10.5		8		9.1		9.7		7.7		9				0		0

								11		2009年　大学進学者全体		8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24		22.7		28.7		22		19.4		22.7		19.5		18		23		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10		7.8		10.9				10.1		7

		非表示 ヒヒョウジ						10		2007年　大学進学者全体		6390		*		54.7		54.7		44		49.8		33.9		36		31.6		39.4		40.7		32		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26		15.3		16.1		14		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること



		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		2071		80.4		47.9		46.6		45		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7		6.8		0.4

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウ ショザイ ベツ		13		北海道		60		70		51.7		51.7		41.7		15		41.7		38.3		38.3		30		30		28.3		35		33.3		28.3		38.3		21.7		36.7		23.3		16.7		18.3		13.3		35		18.3		18.3		21.7		15		10		16.7		8.3		10		8.3		10		8.3		3.3		5		0

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		105		81.9		41		48.6		38.1		12.4		30.5		36.2		30.5		34.3		30.5		29.5		30.5		19		18.1		21		24.8		21		25.7		17.1		16.2		16.2		27.6		15.2		16.2		18.1		12.4		8.6		10.5		7.6		8.6		8.6		8.6		8.6		4.8		8.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		200		85		45.5		48.5		43.5		25		37		36		36.5		42.5		37		34		25		28.5		26.5		25		19		25.5		28.5		20		19.5		21.5		21.5		15		24		16		16		11		11.5		11.5		8		9		9		7		3.5		7.5		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		595		80.5		54.5		49.4		49.1		57.8		38.5		36.8		37.6		36.8		34.6		34.3		33.9		30.8		36		30.4		30.9		26.9		26.4		34.3		28.9		23.7		12.8		22.4		18.8		19.5		18.8		15.6		15.6		15.1		11.9		13.9		5.7		6.9		7.1		7.9		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		275		81.5		43.6		40		45.5		34.9		34.2		36.7		37.5		29.1		30.2		30.9		28		33.8		27.6		22.9		26.2		22.5		22.5		19.3		24.7		20.4		19.3		19.6		18.9		13.8		15.6		12.4		10.5		13.1		8.7		6.5		9.1		8.4		6.9		4.4		0.7

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		49		87.8		46.9		53.1		40.8		16.3		34.7		36.7		46.9		36.7		36.7		34.7		51		32.7		22.4		30.6		32.7		30.6		28.6		16.3		26.5		20.4		26.5		24.5		28.6		20.4		24.5		20.4		20.4		22.4		6.1		8.2		10.2		8.2		6.1		4.1		0

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		370		77.3		44.9		44.3		42.2		48.1		36.8		32.7		34.3		31.6		33		29.2		28.6		30		26.2		22.2		23.2		22.2		23.8		24.9		22.4		19.5		18.1		21.1		20.5		16.8		16.8		19.2		15.7		11.1		12.4		8.6		5.9		9.2		7.8		7		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		185		78.9		44.9		44.3		37.8		17.8		33		33.5		36.8		33.5		36.8		30.3		24.3		29.7		21.1		25.9		25.9		25.9		25.9		15.7		21.6		24.9		32.4		20.5		18.4		18.9		19.5		15.1		11.4		10.8		8.1		10.3		9.2		8.1		8.1		6.5		1.1

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		222		82		47.7		47.3		50.5		29.3		41		45		33.8		34.2		35.6		33.8		35.6		27.5		23.4		32.4		23.9		31.1		26.1		17.6		17.1		21.6		26.6		14.4		16.7		18		17.1		10.8		16.2		11.3		9.9		9.9		12.2		6.8		9.9		6.8		0

								22		大都市圏		1023		79.7		50		46.1		47.5		53.1		37.5		35.3		37.9		34.2		33.4		32.6		31.2		31.2		32.6		26.8		28.9		25.3		25		30.7		27.8		21.7		15.1		22.3		19.4		17.8		18.1		16.7		14.8		13.8		11.8		11.6		6		7.8		7.3		7.2		0.5

								23		大都市圏以外		1038		81.2		45.8		47		42.5		24.4		36.1		37.9		34.7		34.8		34.5		31.6		30.6		28.6		23.5		27.2		23.1		26.2		25.9		17.2		19		21.1		25.7		17		19.6		17.6		16.6		12.1		13.5		11.4		8.8		8.8		9.8		7.7		6.6		6.5		0.4

		★				男女別 ダンジョ ベツ		25		男子		976		75.9		38.7		42		44.4		32.2		36.7		26.3		34.9		30.7		28.4		28.2		25		28.9		22.5		24.1		28.4		23.2		20.9		19.4		26.4		22.6		19		17.1		18.5		14.1		16		14.3		10.9		9.8		10.6		8.1		6		9.1		4.8		6		0.4

		★						26		女子		1086		84.5		56.1		50.6		45.6		44.4		36.9		45.9		37.5		37.8		39		35.5		36.2		30.8		33		29.6		23.8		28.1		29.6		28		20.5		20.3		21.7		21.8		20.3		20.9		18.5		14.5		17		15		10		12.1		9.6		6.5		8.9		7.6		0.5

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイ タン シンガク リツ ベツ		28		95％以上		703		78.4		51.1		46.9		46.1		36.7		39.3		28.9		39.3		35.7		35.3		35.1		30.2		27.7		26.5		29.6		33		27.2		25.9		23.8		30.9		31.6		20.6		22		18.8		18.8		19.5		21.9		15.8		12.1		11.4		12.2		5.1		10.1		7.8		8.7		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		925		82.8		46.4		45.5		45.4		41.1		33		39.9		36.5		35.6		34.3		30.8		31.4		31.4		30.2		27.1		22.9		24.9		25.1		26.4		22.3		17.5		21.1		20.2		19.7		17.2		16.4		11.6		14.4		12.6		10.1		9.7		9.6		6.8		6.3		6.3		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		318		78.9		45.3		46.5		41.8		36.5		40.6		41.8		33.6		32.4		29.6		32.7		30.2		29.9		26.4		21.7		22.6		24.2		25.2		19.2		13.5		13.2		18.2		13.5		20.4		17		14.8		8.5		11		12.3		8.2		7.2		7.9		6		6.3		4.4		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		92		79.3		43.5		55.4		46.7		31.5		44.6		41.3		20.7		25		34.8		20.7		38		29.3		23.9		25		18.5		29.3		29.3		17.4		12		14.1		21.7		17.4		21.7		17.4		19.6		6.5		8.7		15.2		13		8.7		13		5.4		9.8		6.5		0

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		100		100		50		0		50		50		0		50		0		50		50		0		0		100		50		50		50		50		50		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		1628		80.9		48.4		46.1		45.7		39.2		35.7		35.1		37.7		35.6		34.7		32.7		30.8		29.8		28.6		28.2		27.3		25.9		25.4		25.2		26		23.6		20.9		21		19.3		17.9		17.8		16		15		12.4		10.6		10.8		7.7		8.2		6.9		7.3		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		412		79.1		45.1		48.5		42.7		35.4		41.5		41.5		30.8		30.6		30.8		30.1		31.8		29.6		26.2		22.6		21.8		25.5		26.2		18.9		13.1		13.3		19.2		14.3		20.6		17.2		15.8		8		10.4		12.9		9.5		7.5		9		5.8		7		4.9		0.2

						文理別 ブンリ ベツ		47		文系		1096		79.4		52		48.6		46.2		43.3		40.1		37		36.2		33.7		36.7		33.4		32.7		30		31.6		27.2		25.7		28.8		24.6		27.2		25.7		20.3		17.3		22.8		22		20.4		19		14.7		18.6		12.9		10.6		11.8		9.3		8.1		7.8		8		0.6

								48		理系		875		82.4		43.2		44.6		43.5		32.8		32.3		35.2		38.5		36.2		30.5		30.5		29.3		29.9		23.5		26.1		26.3		22.3		26.1		20		21.1		23.5		24.8		16.2		15.8		14.3		15.8		15		8.7		11.8		9.8		8.5		5.6		7.5		5.9		5.3		0.1

								49		どちらでもない		75		72		38.7		41.3		41.3		36		41.3		48		17.3		25.3		37.3		29.3		24		29.3		26.7		33.3		26.7		24		29.3		22.7		13.3		10.7		17.3		12		22.7		18.7		13.3		4		13.3		17.3		12		5.3		12		6.7		8		8		0

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		36		一般、センター・計		1179		79.6		45.8		44.9		44.2		34.8		36.1		31.9		42.6		32.9		32.5		33.4		29.4		31.7		25.4		25.5		28.2		24.9		23.2		24.1		27.2		26		25.5		22.6		17.6		17.7		16.5		17.9		14.1		12		10.2		8.7		7.9		9.4		5.7		7.3		0.4

						入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		37		一般入試		1029		79.7		46.6		45.1		44		34.7		35.7		30.1		43.7		32.8		33.2		33.5		29.9		32.4		25.8		25.4		29.5		24.9		23.5		23.3		28		27		25.3		23.3		17.3		17.8		17.1		18.7		14.6		11.4		10.2		8.6		7.1		9.4		6.1		7.6		0.3

								38		センター入試		150		79.3		40		43.3		45.3		35.3		39.3		44		34.7		33.3		27.3		32.7		26		27.3		23.3		26.7		18.7		25.3		21.3		29.3		22		18.7		27.3		17.3		20		17.3		12		12.7		10.7		16		10		9.3		13.3		9.3		2.7		5.3		1.3

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		809		82.4		52		50.1		46.7		44		38.2		43.6		27.9		36.5		37.1		30.4		32.3		27.1		31.9		29.2		24.1		27.9		28.6		22.9		18.2		15.6		13.2		15.9		21.9		18		18.7		9.4		14.3		13.5		10.4		12		8		5.7		8.5		6.2		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		85.1		51.6		53.2		40.7		40.4		39.3		45.5		31		38		36.7		31.4		36		33		31.2		28.4		20.7		26.6		30.1		21.1		12.7		16.7		18.7		13.6		22		18.2		17.8		10.1		14.7		13.8		8.6		12.3		8.6		5.7		7.9		6.6		0.2

								41		ＡＯ		183		83.1		50.3		50.8		39.9		41.5		38.3		49.2		27.3		36.6		38.3		25.1		36.6		35.5		27.3		31.1		19.1		25.7		30.1		21.9		9.3		10.4		12		12		20.8		17.5		19.7		6		12.6		14.2		8.2		12		6		4.9		8.7		7.7		0

								42		公募推薦		245		85.7		52.7		53.9		40.8		39.2		40		42		33.5		36.7		35.1		32.7		35.9		31		32.7		26.1		20		25.7		29.4		19.2		14.3		20		23.3		13.9		22		18		15.9		11.8		15.5		12.7		8.6		11.8		11		5.7		6.9		5.7		0.4

								43		自己推薦		27		92.6		51.9		63		44.4		44.4		40.7		51.9		33.3		59.3		40.7		63		33.3		33.3		44.4		29.6		37		40.7		37		33.3		22.2		29.6		22.2		22.2		29.6		25.9		22.2		22.2		22.2		22.2		11.1		18.5		3.7		11.1		11.1		7.4		0

								44		指定校推薦		354		79.1		52.5		46		54.5		48.6		36.7		41.2		24		34.5		37.6		29.1		27.4		19.5		32.8		30.2		28.5		29.7		26.6		25.1		25.1		14.1		6.2		18.9		21.8		17.8		19.8		8.5		13.8		13		12.7		11.6		7.3		5.6		9.3		5.6		0.6

								45		その他		57		68.4		38.6		36.8		43.9		43.9		33.3		31.6		19.3		35.1		22.8		26.3		31.6		24.6		21.1		24.6		12.3		17.5		22.8		33.3		19.3		12.3		14		14		22.8		14		12.3		12.3		10.5		10.5		10.5		8.8		8.8		3.5		7		7		0

						志望
順位別 シボウ ジュンイ ベツ		58		第1希望		1108		81.7		52.3		49.5		43		40.5		36.6		38.1		34		36.3		36.1		33.2		33.8		31		28.1		27.3		25.9		26.9		27.7		23.6		20.1		22.1		19.5		19.5		19.6		18.7		18.3		14.4		14.7		11.9		10.3		13.3		7.8		7.4		8.4		6.6		0.3

								64		第1希望志望以外・計		940		79.5		43		43.7		47.3		36.6		36.8		34.9		38.6		32.3		31.7		30.5		27.3		28.3		28.1		26.4		26.2		24.1		22.3		24.3		27.3		20.5		21.3		19.7		19.4		16.6		16.2		14.4		13.5		13.2		10.1		6.6		8.1		8.3		5.4		7		0.5





































						■進学先検討時の重視項目＜時系列＞（大学進学者／複数回答） ジケイレツ

												（％）



																																																																																				　

												調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が
よいこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が
増えること		資格取得に
有利であること		偏差値が自分に
合っていること		学習設備や環境が
整っていること		学生生活が
楽しめること		勉強するのに
良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に
合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で
活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が
身につくこと		専門分野を
深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが
高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある
感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが
身につくこと		学生の面倒見が
良いこと		学校が発展していく
可能性があること		教授・講師陣が
魅力的であること		寮や奨学金などが
充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が
魅力的であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		無回答				9.3		8

						2016年　大学進学者全体						3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25.0		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15.0		16.2		12.0		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8.0		6.2		13.5				9.3		8.0

						2013年　大学進学者全体						3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15.0		13.0		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				10.9		10.7

						2011年　大学進学者全体						7502		75.3		49.0		45.7		44.0		40.5		32.6		37.0		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30.0		27.4		32.0		24.0		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14.0		14.2		14.6		13.5		10.5		8.0		9.1		9.7		7.7		9.0				10.5		9.7

						2009年　大学進学者全体						8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33.0		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24.0		22.7		28.7		22.0		19.4		22.7		19.5		18.0		23.0		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10.0		7.8		10.9				10.7		10.0

						2007年　大学進学者全体						6390		*		54.7		54.7		44.0		49.8		33.9		36.0		31.6		39.4		40.7		32.0		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27.0		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26.0		15.3		16.1		14.0		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				12.4		10.9



		0		　		2019年　大学進学者全体						2071		80.4		47.9		46.6		45.0		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26.0		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7.0		6.8		0.4				9.0		3.5

		0				2016年　大学進学者全体						3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25.0		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15.0		16.2		12.0		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8.0		6.2		13.5				8.6		4.8

		0				2013年　大学進学者全体						3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15.0		13.0		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				8.3		3.3

		0				2011年　大学進学者全体						7502		75.3		49.0		45.7		44.0		40.5		32.6		37.0		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30.0		27.4		32.0		24.0		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14.0		14.2		14.6		13.5		10.5		8.0		9.1		9.7		7.7		9.0				―		―

		0				2009年　大学進学者全体						8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33.0		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24.0		22.7		28.7		22.0		19.4		22.7		19.5		18.0		23.0		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10.0		7.8		10.9				10.1		7.0

		非表示				2007年　大学進学者全体						6390		*		54.7		54.7		44.0		49.8		33.9		36.0		31.6		39.4		40.7		32.0		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27.0		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26.0		15.3		16.1		14.0		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること



														100.0		各年において最もポイントが高い カクネン モット

														100.0		各年において2～5番目にポイントが高い バンメ タカ



						【2019年属性別】 ネン ゾクセイ ベツ

		1905センサス全国_大学1_%						大学進学者全体				2071		80.4		47.9		46.6		45.0		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26.0		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7.0		6.8		0.4

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				60		70.0		51.7		51.7		41.7		15.0		41.7		38.3		38.3		30.0		30.0		28.3		35.0		33.3		28.3		38.3		21.7		36.7		23.3		16.7		18.3		13.3		35.0		18.3		18.3		21.7		15.0		10.0		16.7		8.3		10.0		8.3		10.0		8.3		3.3		5.0		―

		非表示				0		東北				105		81.9		41.0		48.6		38.1		12.4		30.5		36.2		30.5		34.3		30.5		29.5		30.5		19.0		18.1		21.0		24.8		21.0		25.7		17.1		16.2		16.2		27.6		15.2		16.2		18.1		12.4		8.6		10.5		7.6		8.6		8.6		8.6		8.6		4.8		8.6		―

		非表示						北関東・甲信越				200		85.0		45.5		48.5		43.5		25.0		37.0		36.0		36.5		42.5		37.0		34.0		25.0		28.5		26.5		25.0		19.0		25.5		28.5		20.0		19.5		21.5		21.5		15.0		24.0		16.0		16.0		11.0		11.5		11.5		8.0		9.0		9.0		7.0		3.5		7.5		0.5

		非表示						南関東				595		80.5		54.5		49.4		49.1		57.8		38.5		36.8		37.6		36.8		34.6		34.3		33.9		30.8		36.0		30.4		30.9		26.9		26.4		34.3		28.9		23.7		12.8		22.4		18.8		19.5		18.8		15.6		15.6		15.1		11.9		13.9		5.7		6.9		7.1		7.9		0.3

		非表示						東海				275		81.5		43.6		40.0		45.5		34.9		34.2		36.7		37.5		29.1		30.2		30.9		28.0		33.8		27.6		22.9		26.2		22.5		22.5		19.3		24.7		20.4		19.3		19.6		18.9		13.8		15.6		12.4		10.5		13.1		8.7		6.5		9.1		8.4		6.9		4.4		0.7

		非表示						北陸				49		87.8		46.9		53.1		40.8		16.3		34.7		36.7		46.9		36.7		36.7		34.7		51.0		32.7		22.4		30.6		32.7		30.6		28.6		16.3		26.5		20.4		26.5		24.5		28.6		20.4		24.5		20.4		20.4		22.4		6.1		8.2		10.2		8.2		6.1		4.1		―

		非表示						関西				370		77.3		44.9		44.3		42.2		48.1		36.8		32.7		34.3		31.6		33.0		29.2		28.6		30.0		26.2		22.2		23.2		22.2		23.8		24.9		22.4		19.5		18.1		21.1		20.5		16.8		16.8		19.2		15.7		11.1		12.4		8.6		5.9		9.2		7.8		7.0		0.5

		非表示						中国・四国				185		78.9		44.9		44.3		37.8		17.8		33.0		33.5		36.8		33.5		36.8		30.3		24.3		29.7		21.1		25.9		25.9		25.9		25.9		15.7		21.6		24.9		32.4		20.5		18.4		18.9		19.5		15.1		11.4		10.8		8.1		10.3		9.2		8.1		8.1		6.5		1.1

		非表示						九州・沖縄				222		82.0		47.7		47.3		50.5		29.3		41.0		45.0		33.8		34.2		35.6		33.8		35.6		27.5		23.4		32.4		23.9		31.1		26.1		17.6		17.1		21.6		26.6		14.4		16.7		18.0		17.1		10.8		16.2		11.3		9.9		9.9		12.2		6.8		9.9		6.8		―

		0						大都市圏				1023		79.7		50.0		46.1		47.5		53.1		37.5		35.3		37.9		34.2		33.4		32.6		31.2		31.2		32.6		26.8		28.9		25.3		25.0		30.7		27.8		21.7		15.1		22.3		19.4		17.8		18.1		16.7		14.8		13.8		11.8		11.6		6.0		7.8		7.3		7.2		0.5

		0						大都市圏以外				1038		81.2		45.8		47.0		42.5		24.4		36.1		37.9		34.7		34.8		34.5		31.6		30.6		28.6		23.5		27.2		23.1		26.2		25.9		17.2		19.0		21.1		25.7		17.0		19.6		17.6		16.6		12.1		13.5		11.4		8.8		8.8		9.8		7.7		6.6		6.5		0.4

		★				男女別		男子				976		75.9		38.7		42.0		44.4		32.2		36.7		26.3		34.9		30.7		28.4		28.2		25.0		28.9		22.5		24.1		28.4		23.2		20.9		19.4		26.4		22.6		19.0		17.1		18.5		14.1		16.0		14.3		10.9		9.8		10.6		8.1		6.0		9.1		4.8		6.0		0.4

		★						女子				1086		84.5		56.1		50.6		45.6		44.4		36.9		45.9		37.5		37.8		39.0		35.5		36.2		30.8		33.0		29.6		23.8		28.1		29.6		28.0		20.5		20.3		21.7		21.8		20.3		20.9		18.5		14.5		17.0		15.0		10.0		12.1		9.6		6.5		8.9		7.6		0.5

		非表示				大短
進学率別		95％以上				703		78.4		51.1		46.9		46.1		36.7		39.3		28.9		39.3		35.7		35.3		35.1		30.2		27.7		26.5		29.6		33.0		27.2		25.9		23.8		30.9		31.6		20.6		22.0		18.8		18.8		19.5		21.9		15.8		12.1		11.4		12.2		5.1		10.1		7.8		8.7		0.4

		非表示				0		70～95％未満				925		82.8		46.4		45.5		45.4		41.1		33.0		39.9		36.5		35.6		34.3		30.8		31.4		31.4		30.2		27.1		22.9		24.9		25.1		26.4		22.3		17.5		21.1		20.2		19.7		17.2		16.4		11.6		14.4		12.6		10.1		9.7		9.6		6.8		6.3		6.3		0.3

		非表示						40～70％未満				318		78.9		45.3		46.5		41.8		36.5		40.6		41.8		33.6		32.4		29.6		32.7		30.2		29.9		26.4		21.7		22.6		24.2		25.2		19.2		13.5		13.2		18.2		13.5		20.4		17.0		14.8		8.5		11.0		12.3		8.2		7.2		7.9		6.0		6.3		4.4		0.3

		非表示						10～40％未満				92		79.3		43.5		55.4		46.7		31.5		44.6		41.3		20.7		25.0		34.8		20.7		38.0		29.3		23.9		25.0		18.5		29.3		29.3		17.4		12.0		14.1		21.7		17.4		21.7		17.4		19.6		6.5		8.7		15.2		13.0		8.7		13.0		5.4		9.8		6.5		―

		非表示						10％未満				2		100.0		100.0		50.0		―		50.0		50.0		―		50.0		―		50.0		50.0		―		―		100.0		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0		―		―		50.0		―		―		50.0		―		―		―		―		50.0		―		―		―		―		―		―

		非表示						70％以上・計				1628		80.9		48.4		46.1		45.7		39.2		35.7		35.1		37.7		35.6		34.7		32.7		30.8		29.8		28.6		28.2		27.3		25.9		25.4		25.2		26.0		23.6		20.9		21.0		19.3		17.9		17.8		16.0		15.0		12.4		10.6		10.8		7.7		8.2		6.9		7.3		0.4

		非表示						70％未満・計				412		79.1		45.1		48.5		42.7		35.4		41.5		41.5		30.8		30.6		30.8		30.1		31.8		29.6		26.2		22.6		21.8		25.5		26.2		18.9		13.1		13.3		19.2		14.3		20.6		17.2		15.8		8.0		10.4		12.9		9.5		7.5		9.0		5.8		7.0		4.9		0.2

		0				文理別		文系				1096		79.4		52.0		48.6		46.2		43.3		40.1		37.0		36.2		33.7		36.7		33.4		32.7		30.0		31.6		27.2		25.7		28.8		24.6		27.2		25.7		20.3		17.3		22.8		22.0		20.4		19.0		14.7		18.6		12.9		10.6		11.8		9.3		8.1		7.8		8.0		0.6

		0						理系				875		82.4		43.2		44.6		43.5		32.8		32.3		35.2		38.5		36.2		30.5		30.5		29.3		29.9		23.5		26.1		26.3		22.3		26.1		20.0		21.1		23.5		24.8		16.2		15.8		14.3		15.8		15.0		8.7		11.8		9.8		8.5		5.6		7.5		5.9		5.3		0.1

		0						どちらでもない				75		72.0		38.7		41.3		41.3		36.0		41.3		48.0		17.3		25.3		37.3		29.3		24.0		29.3		26.7		33.3		26.7		24.0		29.3		22.7		13.3		10.7		17.3		12.0		22.7		18.7		13.3		4.0		13.3		17.3		12.0		5.3		12.0		6.7		8.0		8.0		―

		非表示				入試
方法別		一般、センター・計				1179		79.6		45.8		44.9		44.2		34.8		36.1		31.9		42.6		32.9		32.5		33.4		29.4		31.7		25.4		25.5		28.2		24.9		23.2		24.1		27.2		26.0		25.5		22.6		17.6		17.7		16.5		17.9		14.1		12.0		10.2		8.7		7.9		9.4		5.7		7.3		0.4

		0				入試
方法別		一般入試				1029		79.7		46.6		45.1		44.0		34.7		35.7		30.1		43.7		32.8		33.2		33.5		29.9		32.4		25.8		25.4		29.5		24.9		23.5		23.3		28.0		27.0		25.3		23.3		17.3		17.8		17.1		18.7		14.6		11.4		10.2		8.6		7.1		9.4		6.1		7.6		0.3

		0				0		センター入試				150		79.3		40.0		43.3		45.3		35.3		39.3		44.0		34.7		33.3		27.3		32.7		26.0		27.3		23.3		26.7		18.7		25.3		21.3		29.3		22.0		18.7		27.3		17.3		20.0		17.3		12.0		12.7		10.7		16.0		10.0		9.3		13.3		9.3		2.7		5.3		1.3

		非表示						ＡＯ、推薦入試・計				809		82.4		52.0		50.1		46.7		44.0		38.2		43.6		27.9		36.5		37.1		30.4		32.3		27.1		31.9		29.2		24.1		27.9		28.6		22.9		18.2		15.6		13.2		15.9		21.9		18.0		18.7		9.4		14.3		13.5		10.4		12.0		8.0		5.7		8.5		6.2		0.4

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				455		85.1		51.6		53.2		40.7		40.4		39.3		45.5		31.0		38.0		36.7		31.4		36.0		33.0		31.2		28.4		20.7		26.6		30.1		21.1		12.7		16.7		18.7		13.6		22.0		18.2		17.8		10.1		14.7		13.8		8.6		12.3		8.6		5.7		7.9		6.6		0.2

		0						ＡＯ				183		83.1		50.3		50.8		39.9		41.5		38.3		49.2		27.3		36.6		38.3		25.1		36.6		35.5		27.3		31.1		19.1		25.7		30.1		21.9		9.3		10.4		12.0		12.0		20.8		17.5		19.7		6.0		12.6		14.2		8.2		12.0		6.0		4.9		8.7		7.7		―

		0						公募推薦				245		85.7		52.7		53.9		40.8		39.2		40.0		42.0		33.5		36.7		35.1		32.7		35.9		31.0		32.7		26.1		20.0		25.7		29.4		19.2		14.3		20.0		23.3		13.9		22.0		18.0		15.9		11.8		15.5		12.7		8.6		11.8		11.0		5.7		6.9		5.7		0.4

		0						自己推薦				27		92.6		51.9		63.0		44.4		44.4		40.7		51.9		33.3		59.3		40.7		63.0		33.3		33.3		44.4		29.6		37.0		40.7		37.0		33.3		22.2		29.6		22.2		22.2		29.6		25.9		22.2		22.2		22.2		22.2		11.1		18.5		3.7		11.1		11.1		7.4		―

		0						指定校推薦				354		79.1		52.5		46.0		54.5		48.6		36.7		41.2		24.0		34.5		37.6		29.1		27.4		19.5		32.8		30.2		28.5		29.7		26.6		25.1		25.1		14.1		6.2		18.9		21.8		17.8		19.8		8.5		13.8		13.0		12.7		11.6		7.3		5.6		9.3		5.6		0.6

		0						その他				57		68.4		38.6		36.8		43.9		43.9		33.3		31.6		19.3		35.1		22.8		26.3		31.6		24.6		21.1		24.6		12.3		17.5		22.8		33.3		19.3		12.3		14.0		14.0		22.8		14.0		12.3		12.3		10.5		10.5		10.5		8.8		8.8		3.5		7.0		7.0		―

		0				志望
順位別		第1希望				1108		81.7		52.3		49.5		43.0		40.5		36.6		38.1		34.0		36.3		36.1		33.2		33.8		31.0		28.1		27.3		25.9		26.9		27.7		23.6		20.1		22.1		19.5		19.5		19.6		18.7		18.3		14.4		14.7		11.9		10.3		13.3		7.8		7.4		8.4		6.6		0.3

		0				0		第1希望志望以外・計				940		79.5		43.0		43.7		47.3		36.6		36.8		34.9		38.6		32.3		31.7		30.5		27.3		28.3		28.1		26.4		26.2		24.1		22.3		24.3		27.3		20.5		21.3		19.7		19.4		16.6		16.2		14.4		13.5		13.2		10.1		6.6		8.1		8.3		5.4		7.0		0.5



														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い																				※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い

																																																																																														※「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い数値に網掛け

																																																																																														※「＊」は該当選択肢なし ガイトウ センタクシ



セル数ーセル幅対応表
(無回答を除く)
３以下：１４．０
４　　：１２．０
５　　：　９．５
６　　：　８．５
７　　：　８．５
８　　：　８．０
９　　：　８．０
１０　：　７．５
１１　：　７．５
１２　：　７．０
１３　：　６．５
１４　：　６．０
１５　：　５．５
１６　：　５．３３
１７　：　５．０
１８　：　４．８３
１９以上：４．５０


2019年　大学進学者全体	80.400000000000006	47.9	46.6	45	38.6	36.700000000000003	36.6	36.200000000000003	34.299999999999997	33.9	31.9	30.8	29.8	27.9	26.8	26	25.7	25.4	23.8	23.3	21.3	20.3	19.600000000000001	19.399999999999999	17.600000000000001	17.3	14.3	14.1	12.5	10.199999999999999	10.1	7.9	7.7	7	6.8	2016年　大学進学者全体	65.8	38.200000000000003	35.5	34.6	34.1	26.6	31.8	27.9	27.4	27.6	25	23.2	20.5	27.1	21.4	23.9	19.2	24.7	19.100000000000001	23.3	16.7	19.399999999999999	16.7	19.5	15	16.2	12	13.1	9.9	9.3000000000000007	9.3000000000000007	6.9	5.8	8	6.2	2013年　大学進学者全体	74.8	47.5	46.5	40.799999999999997	40.700000000000003	30.9	34.9	33.299999999999997	32.299999999999997	37.299999999999997	30.7	32.299999999999997	29.4	30.2	28.3	30.3	25.6	27.3	25.6	24.7	20.100000000000001	21.6	20.9	21.3	18.399999999999999	21.5	14.7	15	13	12.4	10.9	9.5	9.1999999999999993	10.7	7.4	男子	75.900000000000006	38.700000000000003	42	44.4	32.200000000000003	36.700000000000003	26.3	34.9	30.7	28.4	28.2	25	28.9	22.5	24.1	28.4	23.2	20.9	19.399999999999999	26.4	22.6	19	17.100000000000001	18.5	14.1	16	14.3	10.9	9.8000000000000007	10.6	8.1	6	9.1	4.8	6	女子	84.5	56.1	50.6	45.6	44.4	36.9	45.9	37.5	37.799999999999997	39	35.5	36.200000000000003	30.8	33	29.6	23.8	28.1	29.6	28	20.5	20.3	21.7	21.8	20.3	20.9	18.5	14.5	17	15	10	12.1	9.6	6.5	8.9	7.6	









今回データ

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100

												調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答



		10439		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0205
				Q12. 志望校検討時の重視項目

		10440		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～7》

		10441		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		10443		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		10444		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		60		21.7		15		18.3		51.7		10		70		35		13.3		51.7		38.3		41.7		36.7		16.7		8.3		3.3		10		8.3		38.3		41.7		30		28.3		10		30		18.3		18.3		33.3		38.3		21.7		23.3		8.3		15		16.7		28.3		5		35		0

		10445		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		105		24.8		12.4		16.2		41		8.6		81.9		30.5		16.2		48.6		36.2		38.1		21		10.5		8.6		4.8		8.6		7.6		21		30.5		34.3		18.1		8.6		30.5		16.2		15.2		19		30.5		18.1		25.7		8.6		12.4		17.1		29.5		8.6		27.6		0

		10446		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		200		19		16		19.5		45.5		8		85		25		21.5		48.5		36		43.5		25.5		11.5		9		3.5		11		11.5		25		37		42.5		26.5		9		37		24		15		28.5		36.5		16		28.5		7		25		20		34		7.5		21.5		0.5

		10447		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		595		30.9		18.8		28.9		54.5		11.9		80.5		33.9		23.7		49.4		36.8		49.1		26.9		15.6		13.9		7.1		15.6		15.1		30.4		38.5		36.8		36		5.7		34.6		18.8		22.4		30.8		37.6		19.5		26.4		6.9		57.8		34.3		34.3		7.9		12.8		0.3

		10448		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		275		26.2		15.6		24.7		43.6		8.7		81.5		28		20.4		40		36.7		45.5		22.5		10.5		6.5		6.9		12.4		13.1		22.9		34.2		29.1		27.6		9.1		30.2		18.9		19.6		33.8		37.5		13.8		22.5		8.4		34.9		19.3		30.9		4.4		19.3		0.7

		10449		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		49		32.7		24.5		26.5		46.9		6.1		87.8		51		20.4		53.1		36.7		40.8		30.6		20.4		8.2		6.1		20.4		22.4		30.6		34.7		36.7		22.4		10.2		36.7		28.6		24.5		32.7		46.9		20.4		28.6		8.2		16.3		16.3		34.7		4.1		26.5		0

		10450		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		370		23.2		16.8		22.4		44.9		12.4		77.3		28.6		19.5		44.3		32.7		42.2		22.2		15.7		8.6		7.8		19.2		11.1		22.2		36.8		31.6		26.2		5.9		33		20.5		21.1		30		34.3		16.8		23.8		9.2		48.1		24.9		29.2		7		18.1		0.5

		10451		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		185		25.9		19.5		21.6		44.9		8.1		78.9		24.3		24.9		44.3		33.5		37.8		25.9		11.4		10.3		8.1		15.1		10.8		25.9		33		33.5		21.1		9.2		36.8		18.4		20.5		29.7		36.8		18.9		25.9		8.1		17.8		15.7		30.3		6.5		32.4		1.1

		10452		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		222		23.9		17.1		17.1		47.7		9.9		82		35.6		21.6		47.3		45		50.5		31.1		16.2		9.9		9.9		10.8		11.3		32.4		41		34.2		23.4		12.2		35.6		16.7		14.4		27.5		33.8		18		26.1		6.8		29.3		17.6		33.8		6.8		26.6		0

		10453		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		1023		28.9		18.1		27.8		50		11.8		79.7		31.2		21.7		46.1		35.3		47.5		25.3		14.8		11.6		7.3		16.7		13.8		26.8		37.5		34.2		32.6		6		33.4		19.4		22.3		31.2		37.9		17.8		25		7.8		53.1		30.7		32.6		7.2		15.1		0.5

		10454		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		1038		23.1		16.6		19		45.8		8.8		81.2		30.6		21.1		47		37.9		42.5		26.2		13.5		8.8		6.6		12.1		11.4		27.2		36.1		34.8		23.5		9.8		34.5		19.6		17		28.6		34.7		17.6		25.9		7.7		24.4		17.2		31.6		6.5		25.7		0.4

		10455		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		10456		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		976		28.4		16		26.4		38.7		10.6		75.9		25		22.6		42		26.3		44.4		23.2		10.9		8.1		4.8		14.3		9.8		24.1		36.7		30.7		22.5		6		28.4		18.5		17.1		28.9		34.9		14.1		20.9		9.1		32.2		19.4		28.2		6		19		0.4

		10457		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1086		23.8		18.5		20.5		56.1		10		84.5		36.2		20.3		50.6		45.9		45.6		28.1		17		12.1		8.9		14.5		15		29.6		36.9		37.8		33		9.6		39		20.3		21.8		30.8		37.5		20.9		29.6		6.5		44.4		28		35.5		7.6		21.7		0.5

		10458		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10459		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		33		19.5		30.9		51.1		11.4		78.4		30.2		31.6		46.9		28.9		46.1		27.2		15.8		12.2		7.8		21.9		12.1		29.6		39.3		35.7		26.5		5.1		35.3		18.8		22		27.7		39.3		18.8		25.9		10.1		36.7		23.8		35.1		8.7		20.6		0.4

		10460		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		22.9		16.4		22.3		46.4		10.1		82.8		31.4		17.5		45.5		39.9		45.4		24.9		14.4		9.7		6.3		11.6		12.6		27.1		33		35.6		30.2		9.6		34.3		19.7		20.2		31.4		36.5		17.2		25.1		6.8		41.1		26.4		30.8		6.3		21.1		0.3

		10461		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		22.6		14.8		13.5		45.3		8.2		78.9		30.2		13.2		46.5		41.8		41.8		24.2		11		7.2		6.3		8.5		12.3		21.7		40.6		32.4		26.4		7.9		29.6		20.4		13.5		29.9		33.6		17		25.2		6		36.5		19.2		32.7		4.4		18.2		0.3

		10462		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		18.5		19.6		12		43.5		13		79.3		38		14.1		55.4		41.3		46.7		29.3		8.7		8.7		9.8		6.5		15.2		25		44.6		25		23.9		13		34.8		21.7		17.4		29.3		20.7		17.4		29.3		5.4		31.5		17.4		20.7		6.5		21.7		0

		10463		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		100		50		100		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		0		50		50		0		100		0		50		0		0		0		50		50		50		0		50		50		50		0		50		0

		10464		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		27.3		17.8		26		48.4		10.6		80.9		30.8		23.6		46.1		35.1		45.7		25.9		15		10.8		6.9		16		12.4		28.2		35.7		35.6		28.6		7.7		34.7		19.3		21		29.8		37.7		17.9		25.4		8.2		39.2		25.2		32.7		7.3		20.9		0.4

		10465		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		21.8		15.8		13.1		45.1		9.5		79.1		31.8		13.3		48.5		41.5		42.7		25.5		10.4		7.5		7		8		12.9		22.6		41.5		30.6		26.2		9		30.8		20.6		14.3		29.6		30.8		17.2		26.2		5.8		35.4		18.9		30.1		4.9		19.2		0.2

		10466		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		10467		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		1179		28.2		16.5		27.2		45.8		10.2		79.6		29.4		26		44.9		31.9		44.2		24.9		14.1		8.7		5.7		17.9		12		25.5		36.1		32.9		25.4		7.9		32.5		17.6		22.6		31.7		42.6		17.7		23.2		9.4		34.8		24.1		33.4		7.3		25.5		0.4

		10468		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般入試		1029		29.5		17.1		28		46.6		10.2		79.7		29.9		27		45.1		30.1		44		24.9		14.6		8.6		6.1		18.7		11.4		25.4		35.7		32.8		25.8		7.1		33.2		17.3		23.3		32.4		43.7		17.8		23.5		9.4		34.7		23.3		33.5		7.6		25.3		0.3

		10469		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						センター入試		150		18.7		12		22		40		10		79.3		26		18.7		43.3		44		45.3		25.3		10.7		9.3		2.7		12.7		16		26.7		39.3		33.3		23.3		13.3		27.3		20		17.3		27.3		34.7		17.3		21.3		9.3		35.3		29.3		32.7		5.3		27.3		1.3

		10470		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		809		24.1		18.7		18.2		52		10.4		82.4		32.3		15.6		50.1		43.6		46.7		27.9		14.3		12		8.5		9.4		13.5		29.2		38.2		36.5		31.9		8		37.1		21.9		15.9		27.1		27.9		18		28.6		5.7		44		22.9		30.4		6.2		13.2		0.4

		10471		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		20.7		17.8		12.7		51.6		8.6		85.1		36		16.7		53.2		45.5		40.7		26.6		14.7		12.3		7.9		10.1		13.8		28.4		39.3		38		31.2		8.6		36.7		22		13.6		33		31		18.2		30.1		5.7		40.4		21.1		31.4		6.6		18.7		0.2

		10472		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ		183		19.1		19.7		9.3		50.3		8.2		83.1		36.6		10.4		50.8		49.2		39.9		25.7		12.6		12		8.7		6		14.2		31.1		38.3		36.6		27.3		6		38.3		20.8		12		35.5		27.3		17.5		30.1		4.9		41.5		21.9		25.1		7.7		12		0

		10473		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						公募推薦		245		20		15.9		14.3		52.7		8.6		85.7		35.9		20		53.9		42		40.8		25.7		15.5		11.8		6.9		11.8		12.7		26.1		40		36.7		32.7		11		35.1		22		13.9		31		33.5		18		29.4		5.7		39.2		19.2		32.7		5.7		23.3		0.4

		10474		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						自己推薦		27		37		22.2		22.2		51.9		11.1		92.6		33.3		29.6		63		51.9		44.4		40.7		22.2		18.5		11.1		22.2		22.2		29.6		40.7		59.3		44.4		3.7		40.7		29.6		22.2		33.3		33.3		25.9		37		11.1		44.4		33.3		63		7.4		22.2		0

		10475		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						指定校推薦		354		28.5		19.8		25.1		52.5		12.7		79.1		27.4		14.1		46		41.2		54.5		29.7		13.8		11.6		9.3		8.5		13		30.2		36.7		34.5		32.8		7.3		37.6		21.8		18.9		19.5		24		17.8		26.6		5.6		48.6		25.1		29.1		5.6		6.2		0.6

		10476		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		57		12.3		12.3		19.3		38.6		10.5		68.4		31.6		12.3		36.8		31.6		43.9		17.5		10.5		8.8		7		12.3		10.5		24.6		33.3		35.1		21.1		8.8		22.8		22.8		14		24.6		19.3		14		22.8		3.5		43.9		33.3		26.3		7		14		0

		10477		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		10478		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1096		25.7		19		25.7		52		10.6		79.4		32.7		20.3		48.6		37		46.2		28.8		18.6		11.8		7.8		14.7		12.9		27.2		40.1		33.7		31.6		9.3		36.7		22		22.8		30		36.2		20.4		24.6		8.1		43.3		27.2		33.4		8		17.3		0.6

		10479		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		875		26.3		15.8		21.1		43.2		9.8		82.4		29.3		23.5		44.6		35.2		43.5		22.3		8.7		8.5		5.9		15		11.8		26.1		32.3		36.2		23.5		5.6		30.5		15.8		16.2		29.9		38.5		14.3		26.1		7.5		32.8		20		30.5		5.3		24.8		0.1

		10480		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		75		26.7		13.3		13.3		38.7		12		72		24		10.7		41.3		48		41.3		24		13.3		5.3		8		4		17.3		33.3		41.3		25.3		26.7		12		37.3		22.7		12		29.3		17.3		18.7		29.3		6.7		36		22.7		29.3		8		17.3		0

		10481		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		10482		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		430		28.6		17.7		29.3		42.3		9.8		72.3		25.6		19.1		40.2		27.4		44		23.5		14.4		8.6		5.1		12.6		9.5		22.3		39.5		28.6		25.6		7.2		29.5		22.6		20.5		27		34.9		16.5		18.6		10.7		37.4		24		29.5		7.7		13.3		0.7

		10483		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		666		23.9		19.8		23.4		58.3		11.1		83.9		37.2		21		54.1		43.2		47.6		32.3		21.3		13.8		9.5		16.1		15		30.3		40.5		36.9		35.4		10.7		41.3		21.6		24.3		32		37.1		23		28.5		6.5		47.1		29.3		35.9		8.3		20		0.6

		10484		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		498		28.5		14.7		25.3		35.5		10.8		79.3		24.3		26.7		43.8		23.5		44.8		22.5		8.2		8.2		4.4		17.1		9.4		24.9		33.9		33.3		20.1		4.2		27.3		13.9		15.3		30.9		37.1		12		22.7		8		28.1		15.3		27.3		4.2		23.9		0.2

		10485		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		377		23.3		17.2		15.6		53.3		8.5		86.5		35.8		19.4		45.6		50.7		41.9		22		9.3		8.8		8		12.2		14.9		27.6		30.2		40.1		28.1		7.4		34.7		18.3		17.5		28.6		40.3		17.2		30.5		6.9		39		26.3		34.7		6.6		26		0

		10486		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		41		26.8		17.1		14.6		39		17.1		68.3		29.3		9.8		41.5		46.3		39		29.3		7.3		0		7.3		2.4		19.5		31.7		41.5		22		22		14.6		31.7		26.8		7.3		24.4		14.6		17.1		22		7.3		26.8		19.5		24.4		12.2		22		0

		10487		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		26.5		8.8		11.8		38.2		5.9		76.5		17.6		11.8		41.2		50		44.1		17.6		20.6		11.8		8.8		5.9		14.7		35.3		41.2		29.4		32.4		8.8		44.1		17.6		17.6		35.3		20.6		20.6		38.2		5.9		47.1		26.5		35.3		2.9		11.8		0

		10488		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		10489		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1108		25.9		18.3		20.1		52.3		10.3		81.7		33.8		22.1		49.5		38.1		43		26.9		14.7		13.3		8.4		14.4		11.9		27.3		36.6		36.3		28.1		7.8		36.1		19.6		19.5		31		34		18.7		27.7		7.4		40.5		23.6		33.2		6.6		19.5		0.3

		10490		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		492		26.8		16.9		23.6		46.1		9.3		81.9		28		21.3		44.3		36.6		45.3		25.4		14.4		5.5		5.3		12.2		13.2		26		36.6		32.9		27		8.3		32.3		20.9		18.3		27.4		39.6		14.4		24		6.9		36.6		23.2		27.4		6.3		22.2		0.4

		10491		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		237		23.2		15.6		29.5		41.4		10.5		75.9		27		17.7		42.6		27.8		47.7		21.9		9.3		7.6		6.3		15.2		11.4		24.1		33.3		29.1		26.2		8		32.5		13.5		18.1		29.5		38.4		16		18.1		9.7		32.9		24.1		33.8		7.2		21.1		0.8

		10492		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		106		28.3		16		34		37.7		9.4		81.1		23.6		19.8		39.6		34		45.3		20.8		14.2		7.5		6.6		17		13.2		26.4		32.1		34.9		27.4		5.7		29.2		21.7		21.7		23.6		35.8		18.9		27.4		13.2		35.8		19.8		30.2		6.6		19.8		0.9

		10493		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		56		32.1		10.7		25		32.1		14.3		73.2		23.2		19.6		41.1		48.2		55.4		23.2		14.3		5.4		1.8		16.1		14.3		26.8		42.9		28.6		30.4		7.1		23.2		16.1		23.2		35.7		28.6		17.9		14.3		7.1		46.4		25		37.5		7.1		12.5		0

		10494		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		22.4		18.4		42.9		42.9		12.2		75.5		34.7		28.6		55.1		38.8		61.2		30.6		22.4		12.2		4.1		24.5		20.4		40.8		59.2		40.8		46.9		12.2		36.7		30.6		32.7		32.7		46.9		34.7		24.5		6.1		44.9		44.9		38.8		14.3		26.5		0

		10495		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		940		26.2		16.2		27.3		43		10.1		79.5		27.3		20.5		43.7		34.9		47.3		24.1		13.5		6.6		5.4		14.4		13.2		26.4		36.8		32.3		28.1		8.1		31.7		19.4		19.7		28.3		38.6		16.6		22.3		8.3		36.6		24.3		30.5		7		21.3		0.5

		10496		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》

		10497		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						重視・計		658		33.3		21.3		27.2		56.2		14.1		82.5		41		30.2		54.3		35.3		48.2		34.5		38.8		16.1		9.6		21		15.7		36.6		45.4		40.7		32.1		11.1		40.4		23.7		25.5		29.8		35.4		24.9		26.7		10.6		35.4		26.6		43.2		9.1		21.3		0.5

		10498		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		486		26.5		17.7		23.9		48.1		12.6		82.1		27.6		21.8		46.3		36		44.9		25.3		4.9		8.2		5.8		13.6		13		23.7		35.6		36.2		27.8		6.8		31.7		19.3		19.1		29.6		36.4		17.7		25.3		8		39.5		21.2		29.4		4.9		18.7		0

		10499		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						非重視・計		916		20.7		14.4		20.2		41.9		6.2		78.6		25.1		14.7		41.6		37.9		42.7		19.9		1.2		7		5.8		10		10		21.6		31.1		29.1		25.1		6.1		30.7		16.5		15.4		30.2		37.1		12.6		24.5		5.6		40.5		23.1		25.4		6.2		20.6		0.1





時系列データ

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100

												調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		8562		1305センサス全国_大学1_%						#0200
				Q13.志望校検討時の重視項目

		8563		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		8564		1305センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		13735		0704センサス大学_%						2007年　大学進学者全体 ネン		6390		33.4		26		30.7		54.7		16.4		*		40.5		24.7		54.7		36		44		27		16.1		12.4		10.9		15.3		14		30.1		33.9		39.4		35.2		6.5		40.7		21.3		23.8		27.1		31.6		19.4		27.9		11.8		49.8		28.4		32		7.3		16.9		6.4

		6306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		8481		32.6		23		28.7		50.6		14.1		73.8		29.2		22		44.8		33.9		41.7		23.6		13.7		10.7		10		15.3		12.1		27.5		33		33.9		29.8		7.5		36.8		19.5		22.7		27.4		32.1		18		24		9.8		35.3		22.7		28.5		7.8		19.4		10.9

		6564		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		7502		32		24.9		26.8		49		13.5		75.3		30.5		19.8		45.7		37		44		24		14.2		10.5		9.7		14		14.6		27.4		32.6		34.4		30		8		37.7		22.5		22.9		27.3		33.6		17.4		25.2		9.1		40.5		25.4		30.8		7.7		20.4		9

		8565		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		3256		30.3		21.5		24.7		47.5		12.4		74.8		32.3		20.1		46.5		34.9		40.8		25.6		15		10.9		10.7		14.7		13		28.3		30.9		32.3		30.2		9.5		37.3		21.3		20.9		29.4		33.3		18.4		27.3		9.2		40.7		25.6		30.7		7.4		21.6		9.6

		12230		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体 ネン		3051		23.9		16.2		23.3		38.2		9.3		65.8		23.2		16.7		35.5		31.8		34.6		19.2		13.1		9.3		8		12		9.9		21.4		26.6		27.4		27.1		6.9		27.6		19.5		16.7		20.5		27.9		15		24.7		5.8		34.1		19.1		25		6.2		19.4		13.5																																																																																																																				

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						2019年　大学進学者全体 ネン		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		13732		0704センサス大学_%						#0220		【大学進学者】		Q13.志望校検討時の重視項目

		13733		0704センサス大学_%										《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～4》

		13734		0704センサス大学_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		13735		0704センサス大学_%						2007年　大学進学者全体 ネン		6390		33.4		26		30.7		54.7		16.4		*		40.5		24.7		54.7		36		44		27		16.1		12.4		10.9		15.3		14		30.1		33.9		39.4		35.2		6.5		40.7		21.3		23.8		27.1		31.6		19.4		27.9		11.8		49.8		28.4		32		7.3		16.9		6.4

		13748		0704センサス大学_%						《高校タイプ別》														*

		13749		0704センサス大学_%						Ａタイプ		1435		43.6		27.5		40.9		57.9		19.2		*		39.7		36.5		54.1		30.2		48.3		26.6		19.2		14.2		13		25.2		13.8		35		35.3		40		29.1		5.1		40.6		19.6		28.6		26.2		31		21.9		26.3		14.1		49		26.8		33.5		7.9		19.7		6.5

		13750		0704センサス大学_%						Ｂタイプ		3094		34		25.9		30.9		55.3		16.3		*		40.2		23.9		54.3		37.3		45.3		26.5		16.5		12		10.6		14.8		14		30		33.2		39.8		36.9		6		41.8		21.5		24.1		25.8		31.9		19.3		28		11.3		50.5		29.5		32		7.9		15.1		6.2

		13751		0704センサス大学_%						Ｃタイプ		1357		25.2		24.2		24.2		53.1		14.4		*		41.5		17.2		55.6		38		39.2		27.7		12.7		11.2		9.7		8.6		14		25.7		34.3		37.9		38.5		7.2		39.2		21.7		20.9		29.8		34		17.8		28.4		10.5		50.1		28.1		31		6		17.5		5.8

		13752		0704センサス大学_%						Ｄタイプ		378		20.9		27.8		14		46.8		13		*		38.1		12.2		55.8		39.7		36.5		29.4		14.6		10.1		9.3		6.1		13.8		27.8		32.3		39.7		34.7		12.2		38.9		26.5		14.8		30.2		26.2		16.1		28.6		10.1		47.6		28.8		28.6		4.2		19.3		8.5

		13753		0704センサス大学_%						Ｅタイプ		28		39.3		35.7		32.1		42.9		35.7		*		57.1		17.9		57.1		42.9		50		32.1		7.1		39.3		17.9		7.1		21.4		28.6		39.3		46.4		35.7		14.3		39.3		32.1		25		35.7		32.1		25		39.3		17.9		35.7		17.9		39.3		0		32.1		10.7

		6303		090529センサス全国_大学1_%						#0190
				Q16.志望校検討時の重視項目

		6304		090529センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～4》

		6305		090529センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		6306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		8481		32.6		23		28.7		50.6		14.1		73.8		29.2		22		44.8		33.9		41.7		23.6		13.7		10.7		10		15.3		12.1		27.5		33		33.9		29.8		7.5		36.8		19.5		22.7		27.4		32.1		18		24		9.8		35.3		22.7		28.5		7.8		19.4		10.9

		6320		090529センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6321		090529センサス全国_大学1_%						95％以上		1823		44.6		25.2		41.1		54.6		16.6		74.5		31.1		32.7		47.3		29.9		44.9		25.2		16.3		12.8		11.3		26.5		12.5		31.3		37.4		37.2		27.8		5.5		37.1		19.3		28.1		26.5		35.5		22.3		23.3		12.1		38.3		23.6		32.3		8.4		20.5		9.8

		6322		090529センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3909		32.5		22.7		28.6		51.3		14.2		74.6		28.9		21.3		43.7		33.5		41.6		23.2		13.7		10.2		9.6		14.5		12		27.4		32.3		33.6		31.2		7.1		37.6		18.7		23.1		26.7		33.1		17.4		23.7		9.7		37.7		22.8		28.7		8.5		19		11

		6323		090529センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1768		25.6		21.9		21.4		47.6		12.4		72.6		28.1		17.2		44.5		36.5		40.9		22.2		12.3		10.4		9.3		9.8		11.7		26		30.2		32.9		29.3		8.4		36.5		20.9		19.7		27.4		30		16.1		24		7.9		31.6		22.7		25.8		6.5		19.7		11.1

		6324		090529センサス全国_大学1_%						10～40％未満		764		22.6		22.8		16.8		44.8		11		71.3		29.7		13.2		45.9		39.1		38.7		25.1		10.9		9.3		10.3		7.3		12.6		22.6		33		31.4		28.8		11.1		33.5		21.5		15.1		32.1		24.6		14.4		27.6		9.6		24.6		18.5		26		5.9		19.8		11.4

		6325		090529センサス全国_大学1_%						10％未満		40		25		25		30		45		10		70		25		20		35		35		35		25		12.5		0		2.5		7.5		7.5		35		25		22.5		25		22.5		30		22.5		25		22.5		30		20		15		10		25		10		20		5		27.5		12.5

		6561		1105センサス全国_大学1_%						#0185
				Q13.志望校検討時の重視項目

		6562		1105センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		6563		1105センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		6564		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		7502		32		24.9		26.8		49		13.5		75.3		30.5		19.8		45.7		37		44		24		14.2		10.5		9.7		14		14.6		27.4		32.6		34.4		30		8		37.7		22.5		22.9		27.3		33.6		17.4		25.2		9.1		40.5		25.4		30.8		7.7		20.4		9

		6578		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6579		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		2192		40.8		26.7		36.1		52.3		15.2		73.4		29.1		26.6		46.6		31.4		43.4		23		16.5		10.1		10.8		21.2		13.4		29.2		32.3		35		27.9		5.7		38.4		21.4		27.8		26.7		33.9		18.6		24.2		12		42.5		25.9		31.7		9.2		20.7		9.9

		6580		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3411		30.6		24.7		25.7		49.6		13.3		76.4		31.4		18.9		45.7		39.4		45.6		24.1		14.1		10.2		9		13.1		15.3		26.8		31.8		34.8		31.5		7.9		37.5		22.3		22.8		27.8		36.3		17.5		25.8		8.4		43.2		26.7		31.5		7.5		19.9		8.5

		6581		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1354		25.2		24.4		19.7		44.5		11.8		75.1		31.1		14.5		44.8		39.1		43.2		26.4		13		11.2		10		8.6		15.1		27.7		35.5		34		31.5		10.3		38.8		25.2		18.7		27.3		30.9		16.9		24.2		7.2		36.1		24.2		28.4		6.4		20.7		8.3

		6582		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		460		22.4		20.7		14.1		42.4		11.5		77.2		27.8		10.7		45		38.7		38.5		21.5		9.1		11.7		8.9		4.3		13.7		25.2		33		30.9		23.9		12.2		32.2		22.2		14.3		26.1		20.7		13.5		28		7.6		25.9		18.5		28.3		6.5		21.7		10.4

		6583		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		22		31.8		22.7		9.1		50		9.1		81.8		31.8		9.1		50		40.9		40.9		31.8		0		18.2		13.6		9.1		4.5		13.6		27.3		31.8		31.8		22.7		36.4		18.2		13.6		27.3		22.7		18.2		27.3		0		31.8		13.6		27.3		9.1		18.2		4.5

		8562		1305センサス全国_大学1_%						#0200
				Q13.志望校検討時の重視項目

		8563		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		8564		1305センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		8565		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		3256		30.3		21.5		24.7		47.5		12.4		74.8		32.3		20.1		46.5		34.9		40.8		25.6		15		10.9		10.7		14.7		13		28.3		30.9		32.3		30.2		9.5		37.3		21.3		20.9		29.4		33.3		18.4		27.3		9.2		40.7		25.6		30.7		7.4		21.6		9.6

		8581		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		8582		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		970		37.5		22.3		31.8		48.6		13.5		73.9		30.5		26.9		45.1		28.4		40.5		24.5		15.1		12.7		11.9		21		13.3		29.8		30.8		34.3		29.7		8.5		37.9		21.5		23.7		29.2		33.4		19.3		26.5		9.9		42.3		24.9		33.8		8.5		22.5		11

		8583		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		1479		29.9		22.2		24.4		49.2		12.4		76.4		34.2		19.7		48.3		36.8		41.9		25.7		16.1		10.5		10.3		14.2		13.9		30		30.5		32.5		30.6		9		38.2		20.1		21.8		28.6		34.8		19.5		27.5		9.9		41.5		26.8		30.4		7.8		21		9.4

		8584		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		572		22		18.2		18.4		44.2		10.7		72.7		29.7		12.4		43.9		38.1		37.6		24.8		12.4		9.8		10.3		8.6		10		22.4		30.1		30.2		29.7		11.4		33.7		23.3		16.6		31.5		32.9		15.6		28		6.5		38.8		25.9		27.8		4.9		21.3		8.4

		8585		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		195		20		19.5		11.3		37.9		12.3		71.8		31.3		10.3		48.2		44.1		40		31.3		13.8		8.7		9.7		4.6		12.3		23.6		32.8		29.7		30.3		14.4		36.4		21		14.9		29.2		22.1		13.3		27.2		6.2		31.3		19		27.2		5.6		23.1		8.2

		8586		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		60		40		20		60		20		80		60		0		40		20		40		20		0		0		0		0		0		40		40		20		60		0		40		20		20		20		40		20		20		20		0		0		0		0		20		20

		12229		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答																																																																																																																				

		12230		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		3051		23.9		16.2		23.3		38.2		9.3		65.8		23.2		16.7		35.5		31.8		34.6		19.2		13.1		9.3		8		12		9.9		21.4		26.6		27.4		27.1		6.9		27.6		19.5		16.7		20.5		27.9		15		24.7		5.8		34.1		19.1		25		6.2		19.4		13.5																																																																																																																				

		12246		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》																																																																																																																																																																																														

		12247		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		906		26.6		15.9		30.5		41.8		10.5		64.9		23.6		23.4		36.3		25.5		34.4		19.4		14.2		10.6		9.4		19.4		8.1		22.2		27.9		28		25.1		6		28.4		19.6		18.9		21.3		30.7		17.5		25.1		7.5		33.7		19.3		25.7		6.4		20.6		15.7																																																																																																																				

		12248		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1480		23		16.6		21.8		36.7		8.8		66.6		22.4		14.8		35.3		33.5		34.4		18.1		13		8.3		7.2		9.3		10.2		22.4		25.4		27.2		28.5		6.9		27.2		18.2		17		20.4		28.1		14		24.1		5.6		35.7		19.9		25.6		6.7		19.1		13																																																																																																																				

		12249		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		452		24.1		15.7		19.2		38.1		9.7		67		25.2		12.4		36.9		36.7		34.7		20.8		14.6		10.8		8.6		8.6		11.5		19		28.5		29.9		29.2		8.8		27.4		23		14.4		20.1		25		16.2		25.9		4.2		32.5		18.4		24.8		5.3		19.5		10.2																																																																																																																				

		12250		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		171		15.8		15.2		8.2		31		6.4		65.5		22.8		9.4		29.8		36.8		36.8		26.3		5.8		7		6.4		4.7		11.1		15.8		23.4		21.1		21.6		8.2		28.7		22.2		9.9		16.4		17.5		8.8		26.9		1.8		24.6		11.7		17		2.9		15.8		13.5																																																																																																																				

		12251		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		―		40		―		40		―		60		60		20		60		40		20		20		―		―		―		―		―		20		40		―		―		20		20		―		20		20		―		20		40		―		―		20		20		―		20		20																																																																																																																				

		12252		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2386		24.4		16.3		25.1		38.6		9.4		65.9		22.8		18.1		35.7		30.5		34.4		18.6		13.5		9.2		8		13.2		9.4		22.3		26.4		27.5		27.2		6.5		27.6		18.7		17.7		20.7		29.1		15.3		24.4		6.3		35		19.7		25.6		6.6		19.7		14																																																																																																																				

		12253		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		628		21.7		15.8		16.1		36.1		8.8		66.6		24.8		11.6		35.2		36.8		35.2		22.3		12.1		9.7		8		7.5		11.3		18.2		27.2		27.2		26.9		8.8		27.7		22.6		13.2		19.1		22.8		14.2		26.3		3.5		30.1		16.6		22.6		4.6		18.5		11.1																																																																																																																				

		10439		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0205
				Q12. 志望校検討時の重視項目

		10440		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～7》

		10441		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		10458		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10459		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		33		19.5		30.9		51.1		11.4		78.4		30.2		31.6		46.9		28.9		46.1		27.2		15.8		12.2		7.8		21.9		12.1		29.6		39.3		35.7		26.5		5.1		35.3		18.8		22		27.7		39.3		18.8		25.9		10.1		36.7		23.8		35.1		8.7		20.6		0.4

		10460		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		22.9		16.4		22.3		46.4		10.1		82.8		31.4		17.5		45.5		39.9		45.4		24.9		14.4		9.7		6.3		11.6		12.6		27.1		33		35.6		30.2		9.6		34.3		19.7		20.2		31.4		36.5		17.2		25.1		6.8		41.1		26.4		30.8		6.3		21.1		0.3

		10461		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		22.6		14.8		13.5		45.3		8.2		78.9		30.2		13.2		46.5		41.8		41.8		24.2		11		7.2		6.3		8.5		12.3		21.7		40.6		32.4		26.4		7.9		29.6		20.4		13.5		29.9		33.6		17		25.2		6		36.5		19.2		32.7		4.4		18.2		0.3

		10462		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		18.5		19.6		12		43.5		13		79.3		38		14.1		55.4		41.3		46.7		29.3		8.7		8.7		9.8		6.5		15.2		25		44.6		25		23.9		13		34.8		21.7		17.4		29.3		20.7		17.4		29.3		5.4		31.5		17.4		20.7		6.5		21.7		0

		10463		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		100		50		100		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		0		50		50		0		100		0		50		0		0		0		50		50		50		0		50		50		50		0		50		0

		10464		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		27.3		17.8		26		48.4		10.6		80.9		30.8		23.6		46.1		35.1		45.7		25.9		15		10.8		6.9		16		12.4		28.2		35.7		35.6		28.6		7.7		34.7		19.3		21		29.8		37.7		17.9		25.4		8.2		39.2		25.2		32.7		7.3		20.9		0.4

		10465		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		21.8		15.8		13.1		45.1		9.5		79.1		31.8		13.3		48.5		41.5		42.7		25.5		10.4		7.5		7		8		12.9		22.6		41.5		30.6		26.2		9		30.8		20.6		14.3		29.6		30.8		17.2		26.2		5.8		35.4		18.9		30.1		4.9		19.2		0.2
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		-4								-1		0		6		4		9		11		31		19		10		27		20		23		33		7		26		21		18		1		12		29		32		3		8		35		25		24		28		2		16		13		17		5		14		22		30		15		34		36				14		15

						0		7		0				学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が
よいこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が
増えること		資格取得に
有利であること		偏差値が自分に
合っていること		学習設備や環境が
整っていること		学生生活が
楽しめること		勉強するのに
良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に
合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で
活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が
身につくこと		専門分野を
深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが
高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある
感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが
身につくこと		学生の面倒見が
良いこと		学校が発展していく
可能性があること		教授・講師陣が
魅力的であること		寮や奨学金などが
充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が
魅力的であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		無回答

						#0205
		8		Q12. 志望校検討時の重視項目

								9		0		調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が良いこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が増えること		資格取得に有利であること		偏差値が自分に合っていること		学習設備や環境が整っていること		学生生活が楽しめること		勉強するのに良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が身につくこと		専門分野を深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが身につくこと		学生の面倒見が良いこと		学校が発展していく可能性があること		教授・講師陣が魅力的であること		寮や奨学金などが充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が魅力的であること		遊びにいくのに便利な立地であること		無回答				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること

								9				調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が良いこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が増えること		資格取得に有利であること		偏差値が自分に合っていること		学習設備や環境が整っていること		学生生活が楽しめること		勉強するのに良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が身につくこと		専門分野を深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが身につくこと		学生の面倒見が良いこと		学校が発展していく可能性があること		教授・講師陣が魅力的であること		寮や奨学金などが充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が魅力的であること		遊びにいくのに便利な立地であること		無回答				0		0

		1605センサス全国_大学1_%						14		2016年　大学進学者全体		3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15		16.2		12		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8		6.2		13.5				9.3		8

		1305センサス全国_大学1_%						13		2013年　大学進学者全体		3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15		13		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				10.9		10.7

		1105センサス全国_大学1_%						12		2011年　大学進学者全体		7502		75.3		49		45.7		44		40.5		32.6		37		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30		27.4		32		24		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14		14.2		14.6		13.5		10.5		8		9.1		9.7		7.7		9				10.5		9.7

		090529センサス全国_大学1_%						11		2009年　大学進学者全体		8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24		22.7		28.7		22		19.4		22.7		19.5		18		23		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10		7.8		10.9				10.7		10

		0704センサス大学_%						10		2007年　大学進学者全体		6390		*		54.7		54.7		44		49.8		33.9		36		31.6		39.4		40.7		32		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26		15.3		16.1		14		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				12.4		10.9



								15		2019年　大学進学者全体		2071		80.4		47.9		46.6		45		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7		6.8		0.4				9		3.5

								14		2016年　大学進学者全体		3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15		16.2		12		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8		6.2		13.5				8.6		4.8

								13		2013年　大学進学者全体		3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15		13		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				8.3		3.3

								12		2011年　大学進学者全体		7502		75.3		49		45.7		44		40.5		32.6		37		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30		27.4		32		24		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14		14.2		14.6		13.5		10.5		8		9.1		9.7		7.7		9				0		0

								11		2009年　大学進学者全体		8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24		22.7		28.7		22		19.4		22.7		19.5		18		23		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10		7.8		10.9				10.1		7

		非表示 ヒヒョウジ						10		2007年　大学進学者全体		6390		*		54.7		54.7		44		49.8		33.9		36		31.6		39.4		40.7		32		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26		15.3		16.1		14		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること



		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		2071		80.4		47.9		46.6		45		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7		6.8		0.4

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウ ショザイ ベツ		13		北海道		60		70		51.7		51.7		41.7		15		41.7		38.3		38.3		30		30		28.3		35		33.3		28.3		38.3		21.7		36.7		23.3		16.7		18.3		13.3		35		18.3		18.3		21.7		15		10		16.7		8.3		10		8.3		10		8.3		3.3		5		0

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		105		81.9		41		48.6		38.1		12.4		30.5		36.2		30.5		34.3		30.5		29.5		30.5		19		18.1		21		24.8		21		25.7		17.1		16.2		16.2		27.6		15.2		16.2		18.1		12.4		8.6		10.5		7.6		8.6		8.6		8.6		8.6		4.8		8.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		200		85		45.5		48.5		43.5		25		37		36		36.5		42.5		37		34		25		28.5		26.5		25		19		25.5		28.5		20		19.5		21.5		21.5		15		24		16		16		11		11.5		11.5		8		9		9		7		3.5		7.5		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		595		80.5		54.5		49.4		49.1		57.8		38.5		36.8		37.6		36.8		34.6		34.3		33.9		30.8		36		30.4		30.9		26.9		26.4		34.3		28.9		23.7		12.8		22.4		18.8		19.5		18.8		15.6		15.6		15.1		11.9		13.9		5.7		6.9		7.1		7.9		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		275		81.5		43.6		40		45.5		34.9		34.2		36.7		37.5		29.1		30.2		30.9		28		33.8		27.6		22.9		26.2		22.5		22.5		19.3		24.7		20.4		19.3		19.6		18.9		13.8		15.6		12.4		10.5		13.1		8.7		6.5		9.1		8.4		6.9		4.4		0.7

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		49		87.8		46.9		53.1		40.8		16.3		34.7		36.7		46.9		36.7		36.7		34.7		51		32.7		22.4		30.6		32.7		30.6		28.6		16.3		26.5		20.4		26.5		24.5		28.6		20.4		24.5		20.4		20.4		22.4		6.1		8.2		10.2		8.2		6.1		4.1		0

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		370		77.3		44.9		44.3		42.2		48.1		36.8		32.7		34.3		31.6		33		29.2		28.6		30		26.2		22.2		23.2		22.2		23.8		24.9		22.4		19.5		18.1		21.1		20.5		16.8		16.8		19.2		15.7		11.1		12.4		8.6		5.9		9.2		7.8		7		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		185		78.9		44.9		44.3		37.8		17.8		33		33.5		36.8		33.5		36.8		30.3		24.3		29.7		21.1		25.9		25.9		25.9		25.9		15.7		21.6		24.9		32.4		20.5		18.4		18.9		19.5		15.1		11.4		10.8		8.1		10.3		9.2		8.1		8.1		6.5		1.1

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		222		82		47.7		47.3		50.5		29.3		41		45		33.8		34.2		35.6		33.8		35.6		27.5		23.4		32.4		23.9		31.1		26.1		17.6		17.1		21.6		26.6		14.4		16.7		18		17.1		10.8		16.2		11.3		9.9		9.9		12.2		6.8		9.9		6.8		0

								22		大都市圏		1023		79.7		50		46.1		47.5		53.1		37.5		35.3		37.9		34.2		33.4		32.6		31.2		31.2		32.6		26.8		28.9		25.3		25		30.7		27.8		21.7		15.1		22.3		19.4		17.8		18.1		16.7		14.8		13.8		11.8		11.6		6		7.8		7.3		7.2		0.5

								23		大都市圏以外		1038		81.2		45.8		47		42.5		24.4		36.1		37.9		34.7		34.8		34.5		31.6		30.6		28.6		23.5		27.2		23.1		26.2		25.9		17.2		19		21.1		25.7		17		19.6		17.6		16.6		12.1		13.5		11.4		8.8		8.8		9.8		7.7		6.6		6.5		0.4

		★				男女別 ダンジョ ベツ		25		男子		976		75.9		38.7		42		44.4		32.2		36.7		26.3		34.9		30.7		28.4		28.2		25		28.9		22.5		24.1		28.4		23.2		20.9		19.4		26.4		22.6		19		17.1		18.5		14.1		16		14.3		10.9		9.8		10.6		8.1		6		9.1		4.8		6		0.4

		★						26		女子		1086		84.5		56.1		50.6		45.6		44.4		36.9		45.9		37.5		37.8		39		35.5		36.2		30.8		33		29.6		23.8		28.1		29.6		28		20.5		20.3		21.7		21.8		20.3		20.9		18.5		14.5		17		15		10		12.1		9.6		6.5		8.9		7.6		0.5

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイ タン シンガク リツ ベツ		28		95％以上		703		78.4		51.1		46.9		46.1		36.7		39.3		28.9		39.3		35.7		35.3		35.1		30.2		27.7		26.5		29.6		33		27.2		25.9		23.8		30.9		31.6		20.6		22		18.8		18.8		19.5		21.9		15.8		12.1		11.4		12.2		5.1		10.1		7.8		8.7		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		925		82.8		46.4		45.5		45.4		41.1		33		39.9		36.5		35.6		34.3		30.8		31.4		31.4		30.2		27.1		22.9		24.9		25.1		26.4		22.3		17.5		21.1		20.2		19.7		17.2		16.4		11.6		14.4		12.6		10.1		9.7		9.6		6.8		6.3		6.3		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		318		78.9		45.3		46.5		41.8		36.5		40.6		41.8		33.6		32.4		29.6		32.7		30.2		29.9		26.4		21.7		22.6		24.2		25.2		19.2		13.5		13.2		18.2		13.5		20.4		17		14.8		8.5		11		12.3		8.2		7.2		7.9		6		6.3		4.4		0.3

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		92		79.3		43.5		55.4		46.7		31.5		44.6		41.3		20.7		25		34.8		20.7		38		29.3		23.9		25		18.5		29.3		29.3		17.4		12		14.1		21.7		17.4		21.7		17.4		19.6		6.5		8.7		15.2		13		8.7		13		5.4		9.8		6.5		0

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		100		100		50		0		50		50		0		50		0		50		50		0		0		100		50		50		50		50		50		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		1628		80.9		48.4		46.1		45.7		39.2		35.7		35.1		37.7		35.6		34.7		32.7		30.8		29.8		28.6		28.2		27.3		25.9		25.4		25.2		26		23.6		20.9		21		19.3		17.9		17.8		16		15		12.4		10.6		10.8		7.7		8.2		6.9		7.3		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		412		79.1		45.1		48.5		42.7		35.4		41.5		41.5		30.8		30.6		30.8		30.1		31.8		29.6		26.2		22.6		21.8		25.5		26.2		18.9		13.1		13.3		19.2		14.3		20.6		17.2		15.8		8		10.4		12.9		9.5		7.5		9		5.8		7		4.9		0.2

						文理別 ブンリ ベツ		47		文系		1096		79.4		52		48.6		46.2		43.3		40.1		37		36.2		33.7		36.7		33.4		32.7		30		31.6		27.2		25.7		28.8		24.6		27.2		25.7		20.3		17.3		22.8		22		20.4		19		14.7		18.6		12.9		10.6		11.8		9.3		8.1		7.8		8		0.6

								48		理系		875		82.4		43.2		44.6		43.5		32.8		32.3		35.2		38.5		36.2		30.5		30.5		29.3		29.9		23.5		26.1		26.3		22.3		26.1		20		21.1		23.5		24.8		16.2		15.8		14.3		15.8		15		8.7		11.8		9.8		8.5		5.6		7.5		5.9		5.3		0.1

								49		どちらでもない		75		72		38.7		41.3		41.3		36		41.3		48		17.3		25.3		37.3		29.3		24		29.3		26.7		33.3		26.7		24		29.3		22.7		13.3		10.7		17.3		12		22.7		18.7		13.3		4		13.3		17.3		12		5.3		12		6.7		8		8		0

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		36		一般、センター・計		1179		79.6		45.8		44.9		44.2		34.8		36.1		31.9		42.6		32.9		32.5		33.4		29.4		31.7		25.4		25.5		28.2		24.9		23.2		24.1		27.2		26		25.5		22.6		17.6		17.7		16.5		17.9		14.1		12		10.2		8.7		7.9		9.4		5.7		7.3		0.4

						入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		37		一般入試		1029		79.7		46.6		45.1		44		34.7		35.7		30.1		43.7		32.8		33.2		33.5		29.9		32.4		25.8		25.4		29.5		24.9		23.5		23.3		28		27		25.3		23.3		17.3		17.8		17.1		18.7		14.6		11.4		10.2		8.6		7.1		9.4		6.1		7.6		0.3

								38		センター入試		150		79.3		40		43.3		45.3		35.3		39.3		44		34.7		33.3		27.3		32.7		26		27.3		23.3		26.7		18.7		25.3		21.3		29.3		22		18.7		27.3		17.3		20		17.3		12		12.7		10.7		16		10		9.3		13.3		9.3		2.7		5.3		1.3

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		809		82.4		52		50.1		46.7		44		38.2		43.6		27.9		36.5		37.1		30.4		32.3		27.1		31.9		29.2		24.1		27.9		28.6		22.9		18.2		15.6		13.2		15.9		21.9		18		18.7		9.4		14.3		13.5		10.4		12		8		5.7		8.5		6.2		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		85.1		51.6		53.2		40.7		40.4		39.3		45.5		31		38		36.7		31.4		36		33		31.2		28.4		20.7		26.6		30.1		21.1		12.7		16.7		18.7		13.6		22		18.2		17.8		10.1		14.7		13.8		8.6		12.3		8.6		5.7		7.9		6.6		0.2

								41		ＡＯ		183		83.1		50.3		50.8		39.9		41.5		38.3		49.2		27.3		36.6		38.3		25.1		36.6		35.5		27.3		31.1		19.1		25.7		30.1		21.9		9.3		10.4		12		12		20.8		17.5		19.7		6		12.6		14.2		8.2		12		6		4.9		8.7		7.7		0

								42		公募推薦		245		85.7		52.7		53.9		40.8		39.2		40		42		33.5		36.7		35.1		32.7		35.9		31		32.7		26.1		20		25.7		29.4		19.2		14.3		20		23.3		13.9		22		18		15.9		11.8		15.5		12.7		8.6		11.8		11		5.7		6.9		5.7		0.4

								43		自己推薦		27		92.6		51.9		63		44.4		44.4		40.7		51.9		33.3		59.3		40.7		63		33.3		33.3		44.4		29.6		37		40.7		37		33.3		22.2		29.6		22.2		22.2		29.6		25.9		22.2		22.2		22.2		22.2		11.1		18.5		3.7		11.1		11.1		7.4		0

								44		指定校推薦		354		79.1		52.5		46		54.5		48.6		36.7		41.2		24		34.5		37.6		29.1		27.4		19.5		32.8		30.2		28.5		29.7		26.6		25.1		25.1		14.1		6.2		18.9		21.8		17.8		19.8		8.5		13.8		13		12.7		11.6		7.3		5.6		9.3		5.6		0.6

								45		その他		57		68.4		38.6		36.8		43.9		43.9		33.3		31.6		19.3		35.1		22.8		26.3		31.6		24.6		21.1		24.6		12.3		17.5		22.8		33.3		19.3		12.3		14		14		22.8		14		12.3		12.3		10.5		10.5		10.5		8.8		8.8		3.5		7		7		0

						志望
順位別 シボウ ジュンイ ベツ		58		第1希望		1108		81.7		52.3		49.5		43		40.5		36.6		38.1		34		36.3		36.1		33.2		33.8		31		28.1		27.3		25.9		26.9		27.7		23.6		20.1		22.1		19.5		19.5		19.6		18.7		18.3		14.4		14.7		11.9		10.3		13.3		7.8		7.4		8.4		6.6		0.3

								64		第1希望志望以外・計		940		79.5		43		43.7		47.3		36.6		36.8		34.9		38.6		32.3		31.7		30.5		27.3		28.3		28.1		26.4		26.2		24.1		22.3		24.3		27.3		20.5		21.3		19.7		19.4		16.6		16.2		14.4		13.5		13.2		10.1		6.6		8.1		8.3		5.4		7		0.5





































						■進学先検討時の重視項目＜時系列＞（大学進学者／複数回答） ジケイレツ

												（％）



																																																																																				　

												調査数		学びたい学部・学科・コースがあること		校風や雰囲気が
よいこと		自分の興味や可能性が広げられること		就職に有利であること		自宅から通えること		将来の選択肢が
増えること		資格取得に
有利であること		偏差値が自分に
合っていること		学習設備や環境が
整っていること		学生生活が
楽しめること		勉強するのに
良い環境であること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		入試方法が自分に
合っていること		キャンパスがきれいであること		卒業後に社会で
活躍できること		伝統や実績があること		社会で役立つ力が
身につくこと		専門分野を
深く学べること		交通の便が良いこと		有名であること		教育内容のレベルが
高いこと		学費が高くないこと		周囲の人からの評判が良いこと		クラブ・サークル活動が盛んであること		教養が身につくこと		活気がある
感じがすること		学生の学力が高いこと		国際的なセンスが
身につくこと		学生の面倒見が
良いこと		学校が発展していく
可能性があること		教授・講師陣が
魅力的であること		寮や奨学金などが
充実していること		規模が大きいこと		先輩・卒業生が
魅力的であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		無回答				9.3		8

						2016年　大学進学者全体						3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25.0		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15.0		16.2		12.0		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8.0		6.2		13.5				9.3		8.0

						2013年　大学進学者全体						3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15.0		13.0		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				10.9		10.7

						2011年　大学進学者全体						7502		75.3		49.0		45.7		44.0		40.5		32.6		37.0		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30.0		27.4		32.0		24.0		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14.0		14.2		14.6		13.5		10.5		8.0		9.1		9.7		7.7		9.0				10.5		9.7

						2009年　大学進学者全体						8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33.0		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24.0		22.7		28.7		22.0		19.4		22.7		19.5		18.0		23.0		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10.0		7.8		10.9				10.7		10.0

						2007年　大学進学者全体						6390		*		54.7		54.7		44.0		49.8		33.9		36.0		31.6		39.4		40.7		32.0		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27.0		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26.0		15.3		16.1		14.0		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				12.4		10.9



		0		　		2019年　大学進学者全体						2071		80.4		47.9		46.6		45.0		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26.0		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7.0		6.8		0.4				9.0		3.5

		0				2016年　大学進学者全体						3051		65.8		38.2		35.5		34.6		34.1		26.6		31.8		27.9		27.4		27.6		25.0		23.2		20.5		27.1		21.4		23.9		19.2		24.7		19.1		23.3		16.7		19.4		16.7		19.5		15.0		16.2		12.0		13.1		9.9		9.3		9.3		6.9		5.8		8.0		6.2		13.5				8.6		4.8

		0				2013年　大学進学者全体						3256		74.8		47.5		46.5		40.8		40.7		30.9		34.9		33.3		32.3		37.3		30.7		32.3		29.4		30.2		28.3		30.3		25.6		27.3		25.6		24.7		20.1		21.6		20.9		21.3		18.4		21.5		14.7		15.0		13.0		12.4		10.9		9.5		9.2		10.7		7.4		9.6				8.3		3.3

		0				2011年　大学進学者全体						7502		75.3		49.0		45.7		44.0		40.5		32.6		37.0		33.6		34.4		37.7		30.8		30.5		27.3		30.0		27.4		32.0		24.0		25.2		25.4		26.8		19.8		20.4		22.9		22.5		17.4		24.9		14.0		14.2		14.6		13.5		10.5		8.0		9.1		9.7		7.7		9.0				―		―

		0				2009年　大学進学者全体						8481		73.8		50.6		44.8		41.7		35.3		33.0		33.9		32.1		33.9		36.8		28.5		29.2		27.4		29.8		27.5		32.6		23.6		24.0		22.7		28.7		22.0		19.4		22.7		19.5		18.0		23.0		15.3		13.7		12.1		14.1		10.7		7.5		9.8		10.0		7.8		10.9				10.1		7.0

		非表示				2007年　大学進学者全体						6390		*		54.7		54.7		44.0		49.8		33.9		36.0		31.6		39.4		40.7		32.0		40.5		27.1		35.2		30.1		33.4		27.0		27.9		28.4		30.7		24.7		16.9		23.8		21.3		19.4		26.0		15.3		16.1		14.0		16.4		12.4		6.5		11.8		10.9		7.3		6.4				教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること



														100.0		各年において最もポイントが高い カクネン モット

														100.0		各年において2～5番目にポイントが高い バンメ タカ



						【2019年属性別】 ネン ゾクセイ ベツ

		1905センサス全国_大学1_%						大学進学者全体				2071		80.4		47.9		46.6		45.0		38.6		36.7		36.6		36.2		34.3		33.9		31.9		30.8		29.8		27.9		26.8		26.0		25.7		25.4		23.8		23.3		21.3		20.3		19.6		19.4		17.6		17.3		14.3		14.1		12.5		10.2		10.1		7.9		7.7		7.0		6.8		0.4

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				60		70.0		51.7		51.7		41.7		15.0		41.7		38.3		38.3		30.0		30.0		28.3		35.0		33.3		28.3		38.3		21.7		36.7		23.3		16.7		18.3		13.3		35.0		18.3		18.3		21.7		15.0		10.0		16.7		8.3		10.0		8.3		10.0		8.3		3.3		5.0		―

		非表示				0		東北				105		81.9		41.0		48.6		38.1		12.4		30.5		36.2		30.5		34.3		30.5		29.5		30.5		19.0		18.1		21.0		24.8		21.0		25.7		17.1		16.2		16.2		27.6		15.2		16.2		18.1		12.4		8.6		10.5		7.6		8.6		8.6		8.6		8.6		4.8		8.6		―

		非表示						北関東・甲信越				200		85.0		45.5		48.5		43.5		25.0		37.0		36.0		36.5		42.5		37.0		34.0		25.0		28.5		26.5		25.0		19.0		25.5		28.5		20.0		19.5		21.5		21.5		15.0		24.0		16.0		16.0		11.0		11.5		11.5		8.0		9.0		9.0		7.0		3.5		7.5		0.5

		非表示						南関東				595		80.5		54.5		49.4		49.1		57.8		38.5		36.8		37.6		36.8		34.6		34.3		33.9		30.8		36.0		30.4		30.9		26.9		26.4		34.3		28.9		23.7		12.8		22.4		18.8		19.5		18.8		15.6		15.6		15.1		11.9		13.9		5.7		6.9		7.1		7.9		0.3

		非表示						東海				275		81.5		43.6		40.0		45.5		34.9		34.2		36.7		37.5		29.1		30.2		30.9		28.0		33.8		27.6		22.9		26.2		22.5		22.5		19.3		24.7		20.4		19.3		19.6		18.9		13.8		15.6		12.4		10.5		13.1		8.7		6.5		9.1		8.4		6.9		4.4		0.7

		非表示						北陸				49		87.8		46.9		53.1		40.8		16.3		34.7		36.7		46.9		36.7		36.7		34.7		51.0		32.7		22.4		30.6		32.7		30.6		28.6		16.3		26.5		20.4		26.5		24.5		28.6		20.4		24.5		20.4		20.4		22.4		6.1		8.2		10.2		8.2		6.1		4.1		―

		非表示						関西				370		77.3		44.9		44.3		42.2		48.1		36.8		32.7		34.3		31.6		33.0		29.2		28.6		30.0		26.2		22.2		23.2		22.2		23.8		24.9		22.4		19.5		18.1		21.1		20.5		16.8		16.8		19.2		15.7		11.1		12.4		8.6		5.9		9.2		7.8		7.0		0.5

		非表示						中国・四国				185		78.9		44.9		44.3		37.8		17.8		33.0		33.5		36.8		33.5		36.8		30.3		24.3		29.7		21.1		25.9		25.9		25.9		25.9		15.7		21.6		24.9		32.4		20.5		18.4		18.9		19.5		15.1		11.4		10.8		8.1		10.3		9.2		8.1		8.1		6.5		1.1

		非表示						九州・沖縄				222		82.0		47.7		47.3		50.5		29.3		41.0		45.0		33.8		34.2		35.6		33.8		35.6		27.5		23.4		32.4		23.9		31.1		26.1		17.6		17.1		21.6		26.6		14.4		16.7		18.0		17.1		10.8		16.2		11.3		9.9		9.9		12.2		6.8		9.9		6.8		―

		0						大都市圏				1023		79.7		50.0		46.1		47.5		53.1		37.5		35.3		37.9		34.2		33.4		32.6		31.2		31.2		32.6		26.8		28.9		25.3		25.0		30.7		27.8		21.7		15.1		22.3		19.4		17.8		18.1		16.7		14.8		13.8		11.8		11.6		6.0		7.8		7.3		7.2		0.5

		0						大都市圏以外				1038		81.2		45.8		47.0		42.5		24.4		36.1		37.9		34.7		34.8		34.5		31.6		30.6		28.6		23.5		27.2		23.1		26.2		25.9		17.2		19.0		21.1		25.7		17.0		19.6		17.6		16.6		12.1		13.5		11.4		8.8		8.8		9.8		7.7		6.6		6.5		0.4

		★				男女別		男子				976		75.9		38.7		42.0		44.4		32.2		36.7		26.3		34.9		30.7		28.4		28.2		25.0		28.9		22.5		24.1		28.4		23.2		20.9		19.4		26.4		22.6		19.0		17.1		18.5		14.1		16.0		14.3		10.9		9.8		10.6		8.1		6.0		9.1		4.8		6.0		0.4

		★						女子				1086		84.5		56.1		50.6		45.6		44.4		36.9		45.9		37.5		37.8		39.0		35.5		36.2		30.8		33.0		29.6		23.8		28.1		29.6		28.0		20.5		20.3		21.7		21.8		20.3		20.9		18.5		14.5		17.0		15.0		10.0		12.1		9.6		6.5		8.9		7.6		0.5

		非表示				大短
進学率別		95％以上				703		78.4		51.1		46.9		46.1		36.7		39.3		28.9		39.3		35.7		35.3		35.1		30.2		27.7		26.5		29.6		33.0		27.2		25.9		23.8		30.9		31.6		20.6		22.0		18.8		18.8		19.5		21.9		15.8		12.1		11.4		12.2		5.1		10.1		7.8		8.7		0.4

		非表示				0		70～95％未満				925		82.8		46.4		45.5		45.4		41.1		33.0		39.9		36.5		35.6		34.3		30.8		31.4		31.4		30.2		27.1		22.9		24.9		25.1		26.4		22.3		17.5		21.1		20.2		19.7		17.2		16.4		11.6		14.4		12.6		10.1		9.7		9.6		6.8		6.3		6.3		0.3

		非表示						40～70％未満				318		78.9		45.3		46.5		41.8		36.5		40.6		41.8		33.6		32.4		29.6		32.7		30.2		29.9		26.4		21.7		22.6		24.2		25.2		19.2		13.5		13.2		18.2		13.5		20.4		17.0		14.8		8.5		11.0		12.3		8.2		7.2		7.9		6.0		6.3		4.4		0.3

		非表示						10～40％未満				92		79.3		43.5		55.4		46.7		31.5		44.6		41.3		20.7		25.0		34.8		20.7		38.0		29.3		23.9		25.0		18.5		29.3		29.3		17.4		12.0		14.1		21.7		17.4		21.7		17.4		19.6		6.5		8.7		15.2		13.0		8.7		13.0		5.4		9.8		6.5		―

		非表示						10％未満				2		100.0		100.0		50.0		―		50.0		50.0		―		50.0		―		50.0		50.0		―		―		100.0		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0		―		―		50.0		―		―		50.0		―		―		―		―		50.0		―		―		―		―		―		―

		非表示						70％以上・計				1628		80.9		48.4		46.1		45.7		39.2		35.7		35.1		37.7		35.6		34.7		32.7		30.8		29.8		28.6		28.2		27.3		25.9		25.4		25.2		26.0		23.6		20.9		21.0		19.3		17.9		17.8		16.0		15.0		12.4		10.6		10.8		7.7		8.2		6.9		7.3		0.4

		非表示						70％未満・計				412		79.1		45.1		48.5		42.7		35.4		41.5		41.5		30.8		30.6		30.8		30.1		31.8		29.6		26.2		22.6		21.8		25.5		26.2		18.9		13.1		13.3		19.2		14.3		20.6		17.2		15.8		8.0		10.4		12.9		9.5		7.5		9.0		5.8		7.0		4.9		0.2

		0				文理別		文系				1096		79.4		52.0		48.6		46.2		43.3		40.1		37.0		36.2		33.7		36.7		33.4		32.7		30.0		31.6		27.2		25.7		28.8		24.6		27.2		25.7		20.3		17.3		22.8		22.0		20.4		19.0		14.7		18.6		12.9		10.6		11.8		9.3		8.1		7.8		8.0		0.6

		0						理系				875		82.4		43.2		44.6		43.5		32.8		32.3		35.2		38.5		36.2		30.5		30.5		29.3		29.9		23.5		26.1		26.3		22.3		26.1		20.0		21.1		23.5		24.8		16.2		15.8		14.3		15.8		15.0		8.7		11.8		9.8		8.5		5.6		7.5		5.9		5.3		0.1

		0						どちらでもない				75		72.0		38.7		41.3		41.3		36.0		41.3		48.0		17.3		25.3		37.3		29.3		24.0		29.3		26.7		33.3		26.7		24.0		29.3		22.7		13.3		10.7		17.3		12.0		22.7		18.7		13.3		4.0		13.3		17.3		12.0		5.3		12.0		6.7		8.0		8.0		―

		非表示				入試
方法別		一般、センター・計				1179		79.6		45.8		44.9		44.2		34.8		36.1		31.9		42.6		32.9		32.5		33.4		29.4		31.7		25.4		25.5		28.2		24.9		23.2		24.1		27.2		26.0		25.5		22.6		17.6		17.7		16.5		17.9		14.1		12.0		10.2		8.7		7.9		9.4		5.7		7.3		0.4

		0				入試
方法別		一般入試				1029		79.7		46.6		45.1		44.0		34.7		35.7		30.1		43.7		32.8		33.2		33.5		29.9		32.4		25.8		25.4		29.5		24.9		23.5		23.3		28.0		27.0		25.3		23.3		17.3		17.8		17.1		18.7		14.6		11.4		10.2		8.6		7.1		9.4		6.1		7.6		0.3

		0				0		センター入試				150		79.3		40.0		43.3		45.3		35.3		39.3		44.0		34.7		33.3		27.3		32.7		26.0		27.3		23.3		26.7		18.7		25.3		21.3		29.3		22.0		18.7		27.3		17.3		20.0		17.3		12.0		12.7		10.7		16.0		10.0		9.3		13.3		9.3		2.7		5.3		1.3

		非表示						ＡＯ、推薦入試・計				809		82.4		52.0		50.1		46.7		44.0		38.2		43.6		27.9		36.5		37.1		30.4		32.3		27.1		31.9		29.2		24.1		27.9		28.6		22.9		18.2		15.6		13.2		15.9		21.9		18.0		18.7		9.4		14.3		13.5		10.4		12.0		8.0		5.7		8.5		6.2		0.4

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				455		85.1		51.6		53.2		40.7		40.4		39.3		45.5		31.0		38.0		36.7		31.4		36.0		33.0		31.2		28.4		20.7		26.6		30.1		21.1		12.7		16.7		18.7		13.6		22.0		18.2		17.8		10.1		14.7		13.8		8.6		12.3		8.6		5.7		7.9		6.6		0.2

		0						ＡＯ				183		83.1		50.3		50.8		39.9		41.5		38.3		49.2		27.3		36.6		38.3		25.1		36.6		35.5		27.3		31.1		19.1		25.7		30.1		21.9		9.3		10.4		12.0		12.0		20.8		17.5		19.7		6.0		12.6		14.2		8.2		12.0		6.0		4.9		8.7		7.7		―

		0						公募推薦				245		85.7		52.7		53.9		40.8		39.2		40.0		42.0		33.5		36.7		35.1		32.7		35.9		31.0		32.7		26.1		20.0		25.7		29.4		19.2		14.3		20.0		23.3		13.9		22.0		18.0		15.9		11.8		15.5		12.7		8.6		11.8		11.0		5.7		6.9		5.7		0.4

		0						自己推薦				27		92.6		51.9		63.0		44.4		44.4		40.7		51.9		33.3		59.3		40.7		63.0		33.3		33.3		44.4		29.6		37.0		40.7		37.0		33.3		22.2		29.6		22.2		22.2		29.6		25.9		22.2		22.2		22.2		22.2		11.1		18.5		3.7		11.1		11.1		7.4		―

		0						指定校推薦				354		79.1		52.5		46.0		54.5		48.6		36.7		41.2		24.0		34.5		37.6		29.1		27.4		19.5		32.8		30.2		28.5		29.7		26.6		25.1		25.1		14.1		6.2		18.9		21.8		17.8		19.8		8.5		13.8		13.0		12.7		11.6		7.3		5.6		9.3		5.6		0.6

		0						その他				57		68.4		38.6		36.8		43.9		43.9		33.3		31.6		19.3		35.1		22.8		26.3		31.6		24.6		21.1		24.6		12.3		17.5		22.8		33.3		19.3		12.3		14.0		14.0		22.8		14.0		12.3		12.3		10.5		10.5		10.5		8.8		8.8		3.5		7.0		7.0		―

		0				志望
順位別		第1希望				1108		81.7		52.3		49.5		43.0		40.5		36.6		38.1		34.0		36.3		36.1		33.2		33.8		31.0		28.1		27.3		25.9		26.9		27.7		23.6		20.1		22.1		19.5		19.5		19.6		18.7		18.3		14.4		14.7		11.9		10.3		13.3		7.8		7.4		8.4		6.6		0.3

		0				0		第1希望志望以外・計				940		79.5		43.0		43.7		47.3		36.6		36.8		34.9		38.6		32.3		31.7		30.5		27.3		28.3		28.1		26.4		26.2		24.1		22.3		24.3		27.3		20.5		21.3		19.7		19.4		16.6		16.2		14.4		13.5		13.2		10.1		6.6		8.1		8.3		5.4		7.0		0.5



														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い																				※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い

																																																																																														※「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い数値に網掛け

																																																																																														※「＊」は該当選択肢なし ガイトウ センタクシ



セル数ーセル幅対応表
(無回答を除く)
３以下：１４．０
４　　：１２．０
５　　：　９．５
６　　：　８．５
７　　：　８．５
８　　：　８．０
９　　：　８．０
１０　：　７．５
１１　：　７．５
１２　：　７．０
１３　：　６．５
１４　：　６．０
１５　：　５．５
１６　：　５．３３
１７　：　５．０
１８　：　４．８３
１９以上：４．５０


2019年　大学進学者全体	80.400000000000006	47.9	46.6	45	38.6	36.700000000000003	36.6	36.200000000000003	34.299999999999997	33.9	31.9	30.8	29.8	27.9	26.8	26	25.7	25.4	23.8	23.3	21.3	20.3	19.600000000000001	19.399999999999999	17.600000000000001	17.3	14.3	14.1	12.5	10.199999999999999	10.1	7.9	7.7	7	6.8	2016年　大学進学者全体	65.8	38.200000000000003	35.5	34.6	34.1	26.6	31.8	27.9	27.4	27.6	25	23.2	20.5	27.1	21.4	23.9	19.2	24.7	19.100000000000001	23.3	16.7	19.399999999999999	16.7	19.5	15	16.2	12	13.1	9.9	9.3000000000000007	9.3000000000000007	6.9	5.8	8	6.2	2013年　大学進学者全体	74.8	47.5	46.5	40.799999999999997	40.700000000000003	30.9	34.9	33.299999999999997	32.299999999999997	37.299999999999997	30.7	32.299999999999997	29.4	30.2	28.3	30.3	25.6	27.3	25.6	24.7	20.100000000000001	21.6	20.9	21.3	18.399999999999999	21.5	14.7	15	13	12.4	10.9	9.5	9.1999999999999993	10.7	7.4	男子	75.900000000000006	38.700000000000003	42	44.4	32.200000000000003	36.700000000000003	26.3	34.9	30.7	28.4	28.2	25	28.9	22.5	24.1	28.4	23.2	20.9	19.399999999999999	26.4	22.6	19	17.100000000000001	18.5	14.1	16	14.3	10.9	9.8000000000000007	10.6	8.1	6	9.1	4.8	6	女子	84.5	56.1	50.6	45.6	44.4	36.9	45.9	37.5	37.799999999999997	39	35.5	36.200000000000003	30.8	33	29.6	23.8	28.1	29.6	28	20.5	20.3	21.7	21.8	20.3	20.9	18.5	14.5	17	15	10	12.1	9.6	6.5	8.9	7.6	









今回データ

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100

												調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答



		10439		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0205
				Q12. 志望校検討時の重視項目

		10440		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～7》

		10441		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		10443		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		10444		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		60		21.7		15		18.3		51.7		10		70		35		13.3		51.7		38.3		41.7		36.7		16.7		8.3		3.3		10		8.3		38.3		41.7		30		28.3		10		30		18.3		18.3		33.3		38.3		21.7		23.3		8.3		15		16.7		28.3		5		35		0

		10445		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		105		24.8		12.4		16.2		41		8.6		81.9		30.5		16.2		48.6		36.2		38.1		21		10.5		8.6		4.8		8.6		7.6		21		30.5		34.3		18.1		8.6		30.5		16.2		15.2		19		30.5		18.1		25.7		8.6		12.4		17.1		29.5		8.6		27.6		0

		10446		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		200		19		16		19.5		45.5		8		85		25		21.5		48.5		36		43.5		25.5		11.5		9		3.5		11		11.5		25		37		42.5		26.5		9		37		24		15		28.5		36.5		16		28.5		7		25		20		34		7.5		21.5		0.5

		10447		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		595		30.9		18.8		28.9		54.5		11.9		80.5		33.9		23.7		49.4		36.8		49.1		26.9		15.6		13.9		7.1		15.6		15.1		30.4		38.5		36.8		36		5.7		34.6		18.8		22.4		30.8		37.6		19.5		26.4		6.9		57.8		34.3		34.3		7.9		12.8		0.3

		10448		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		275		26.2		15.6		24.7		43.6		8.7		81.5		28		20.4		40		36.7		45.5		22.5		10.5		6.5		6.9		12.4		13.1		22.9		34.2		29.1		27.6		9.1		30.2		18.9		19.6		33.8		37.5		13.8		22.5		8.4		34.9		19.3		30.9		4.4		19.3		0.7

		10449		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		49		32.7		24.5		26.5		46.9		6.1		87.8		51		20.4		53.1		36.7		40.8		30.6		20.4		8.2		6.1		20.4		22.4		30.6		34.7		36.7		22.4		10.2		36.7		28.6		24.5		32.7		46.9		20.4		28.6		8.2		16.3		16.3		34.7		4.1		26.5		0

		10450		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		370		23.2		16.8		22.4		44.9		12.4		77.3		28.6		19.5		44.3		32.7		42.2		22.2		15.7		8.6		7.8		19.2		11.1		22.2		36.8		31.6		26.2		5.9		33		20.5		21.1		30		34.3		16.8		23.8		9.2		48.1		24.9		29.2		7		18.1		0.5

		10451		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		185		25.9		19.5		21.6		44.9		8.1		78.9		24.3		24.9		44.3		33.5		37.8		25.9		11.4		10.3		8.1		15.1		10.8		25.9		33		33.5		21.1		9.2		36.8		18.4		20.5		29.7		36.8		18.9		25.9		8.1		17.8		15.7		30.3		6.5		32.4		1.1

		10452		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		222		23.9		17.1		17.1		47.7		9.9		82		35.6		21.6		47.3		45		50.5		31.1		16.2		9.9		9.9		10.8		11.3		32.4		41		34.2		23.4		12.2		35.6		16.7		14.4		27.5		33.8		18		26.1		6.8		29.3		17.6		33.8		6.8		26.6		0

		10453		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		1023		28.9		18.1		27.8		50		11.8		79.7		31.2		21.7		46.1		35.3		47.5		25.3		14.8		11.6		7.3		16.7		13.8		26.8		37.5		34.2		32.6		6		33.4		19.4		22.3		31.2		37.9		17.8		25		7.8		53.1		30.7		32.6		7.2		15.1		0.5

		10454		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		1038		23.1		16.6		19		45.8		8.8		81.2		30.6		21.1		47		37.9		42.5		26.2		13.5		8.8		6.6		12.1		11.4		27.2		36.1		34.8		23.5		9.8		34.5		19.6		17		28.6		34.7		17.6		25.9		7.7		24.4		17.2		31.6		6.5		25.7		0.4

		10455		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		10456		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		976		28.4		16		26.4		38.7		10.6		75.9		25		22.6		42		26.3		44.4		23.2		10.9		8.1		4.8		14.3		9.8		24.1		36.7		30.7		22.5		6		28.4		18.5		17.1		28.9		34.9		14.1		20.9		9.1		32.2		19.4		28.2		6		19		0.4

		10457		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1086		23.8		18.5		20.5		56.1		10		84.5		36.2		20.3		50.6		45.9		45.6		28.1		17		12.1		8.9		14.5		15		29.6		36.9		37.8		33		9.6		39		20.3		21.8		30.8		37.5		20.9		29.6		6.5		44.4		28		35.5		7.6		21.7		0.5

		10458		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10459		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		33		19.5		30.9		51.1		11.4		78.4		30.2		31.6		46.9		28.9		46.1		27.2		15.8		12.2		7.8		21.9		12.1		29.6		39.3		35.7		26.5		5.1		35.3		18.8		22		27.7		39.3		18.8		25.9		10.1		36.7		23.8		35.1		8.7		20.6		0.4

		10460		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		22.9		16.4		22.3		46.4		10.1		82.8		31.4		17.5		45.5		39.9		45.4		24.9		14.4		9.7		6.3		11.6		12.6		27.1		33		35.6		30.2		9.6		34.3		19.7		20.2		31.4		36.5		17.2		25.1		6.8		41.1		26.4		30.8		6.3		21.1		0.3

		10461		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		22.6		14.8		13.5		45.3		8.2		78.9		30.2		13.2		46.5		41.8		41.8		24.2		11		7.2		6.3		8.5		12.3		21.7		40.6		32.4		26.4		7.9		29.6		20.4		13.5		29.9		33.6		17		25.2		6		36.5		19.2		32.7		4.4		18.2		0.3

		10462		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		18.5		19.6		12		43.5		13		79.3		38		14.1		55.4		41.3		46.7		29.3		8.7		8.7		9.8		6.5		15.2		25		44.6		25		23.9		13		34.8		21.7		17.4		29.3		20.7		17.4		29.3		5.4		31.5		17.4		20.7		6.5		21.7		0

		10463		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		100		50		100		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		0		50		50		0		100		0		50		0		0		0		50		50		50		0		50		50		50		0		50		0

		10464		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		27.3		17.8		26		48.4		10.6		80.9		30.8		23.6		46.1		35.1		45.7		25.9		15		10.8		6.9		16		12.4		28.2		35.7		35.6		28.6		7.7		34.7		19.3		21		29.8		37.7		17.9		25.4		8.2		39.2		25.2		32.7		7.3		20.9		0.4

		10465		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		21.8		15.8		13.1		45.1		9.5		79.1		31.8		13.3		48.5		41.5		42.7		25.5		10.4		7.5		7		8		12.9		22.6		41.5		30.6		26.2		9		30.8		20.6		14.3		29.6		30.8		17.2		26.2		5.8		35.4		18.9		30.1		4.9		19.2		0.2

		10466		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		10467		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		1179		28.2		16.5		27.2		45.8		10.2		79.6		29.4		26		44.9		31.9		44.2		24.9		14.1		8.7		5.7		17.9		12		25.5		36.1		32.9		25.4		7.9		32.5		17.6		22.6		31.7		42.6		17.7		23.2		9.4		34.8		24.1		33.4		7.3		25.5		0.4

		10468		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般入試		1029		29.5		17.1		28		46.6		10.2		79.7		29.9		27		45.1		30.1		44		24.9		14.6		8.6		6.1		18.7		11.4		25.4		35.7		32.8		25.8		7.1		33.2		17.3		23.3		32.4		43.7		17.8		23.5		9.4		34.7		23.3		33.5		7.6		25.3		0.3

		10469		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						センター入試		150		18.7		12		22		40		10		79.3		26		18.7		43.3		44		45.3		25.3		10.7		9.3		2.7		12.7		16		26.7		39.3		33.3		23.3		13.3		27.3		20		17.3		27.3		34.7		17.3		21.3		9.3		35.3		29.3		32.7		5.3		27.3		1.3

		10470		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		809		24.1		18.7		18.2		52		10.4		82.4		32.3		15.6		50.1		43.6		46.7		27.9		14.3		12		8.5		9.4		13.5		29.2		38.2		36.5		31.9		8		37.1		21.9		15.9		27.1		27.9		18		28.6		5.7		44		22.9		30.4		6.2		13.2		0.4

		10471		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		20.7		17.8		12.7		51.6		8.6		85.1		36		16.7		53.2		45.5		40.7		26.6		14.7		12.3		7.9		10.1		13.8		28.4		39.3		38		31.2		8.6		36.7		22		13.6		33		31		18.2		30.1		5.7		40.4		21.1		31.4		6.6		18.7		0.2

		10472		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ		183		19.1		19.7		9.3		50.3		8.2		83.1		36.6		10.4		50.8		49.2		39.9		25.7		12.6		12		8.7		6		14.2		31.1		38.3		36.6		27.3		6		38.3		20.8		12		35.5		27.3		17.5		30.1		4.9		41.5		21.9		25.1		7.7		12		0

		10473		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						公募推薦		245		20		15.9		14.3		52.7		8.6		85.7		35.9		20		53.9		42		40.8		25.7		15.5		11.8		6.9		11.8		12.7		26.1		40		36.7		32.7		11		35.1		22		13.9		31		33.5		18		29.4		5.7		39.2		19.2		32.7		5.7		23.3		0.4

		10474		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						自己推薦		27		37		22.2		22.2		51.9		11.1		92.6		33.3		29.6		63		51.9		44.4		40.7		22.2		18.5		11.1		22.2		22.2		29.6		40.7		59.3		44.4		3.7		40.7		29.6		22.2		33.3		33.3		25.9		37		11.1		44.4		33.3		63		7.4		22.2		0

		10475		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						指定校推薦		354		28.5		19.8		25.1		52.5		12.7		79.1		27.4		14.1		46		41.2		54.5		29.7		13.8		11.6		9.3		8.5		13		30.2		36.7		34.5		32.8		7.3		37.6		21.8		18.9		19.5		24		17.8		26.6		5.6		48.6		25.1		29.1		5.6		6.2		0.6

		10476		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		57		12.3		12.3		19.3		38.6		10.5		68.4		31.6		12.3		36.8		31.6		43.9		17.5		10.5		8.8		7		12.3		10.5		24.6		33.3		35.1		21.1		8.8		22.8		22.8		14		24.6		19.3		14		22.8		3.5		43.9		33.3		26.3		7		14		0

		10477		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		10478		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1096		25.7		19		25.7		52		10.6		79.4		32.7		20.3		48.6		37		46.2		28.8		18.6		11.8		7.8		14.7		12.9		27.2		40.1		33.7		31.6		9.3		36.7		22		22.8		30		36.2		20.4		24.6		8.1		43.3		27.2		33.4		8		17.3		0.6

		10479		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		875		26.3		15.8		21.1		43.2		9.8		82.4		29.3		23.5		44.6		35.2		43.5		22.3		8.7		8.5		5.9		15		11.8		26.1		32.3		36.2		23.5		5.6		30.5		15.8		16.2		29.9		38.5		14.3		26.1		7.5		32.8		20		30.5		5.3		24.8		0.1

		10480		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		75		26.7		13.3		13.3		38.7		12		72		24		10.7		41.3		48		41.3		24		13.3		5.3		8		4		17.3		33.3		41.3		25.3		26.7		12		37.3		22.7		12		29.3		17.3		18.7		29.3		6.7		36		22.7		29.3		8		17.3		0

		10481		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		10482		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		430		28.6		17.7		29.3		42.3		9.8		72.3		25.6		19.1		40.2		27.4		44		23.5		14.4		8.6		5.1		12.6		9.5		22.3		39.5		28.6		25.6		7.2		29.5		22.6		20.5		27		34.9		16.5		18.6		10.7		37.4		24		29.5		7.7		13.3		0.7

		10483		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		666		23.9		19.8		23.4		58.3		11.1		83.9		37.2		21		54.1		43.2		47.6		32.3		21.3		13.8		9.5		16.1		15		30.3		40.5		36.9		35.4		10.7		41.3		21.6		24.3		32		37.1		23		28.5		6.5		47.1		29.3		35.9		8.3		20		0.6

		10484		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		498		28.5		14.7		25.3		35.5		10.8		79.3		24.3		26.7		43.8		23.5		44.8		22.5		8.2		8.2		4.4		17.1		9.4		24.9		33.9		33.3		20.1		4.2		27.3		13.9		15.3		30.9		37.1		12		22.7		8		28.1		15.3		27.3		4.2		23.9		0.2

		10485		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		377		23.3		17.2		15.6		53.3		8.5		86.5		35.8		19.4		45.6		50.7		41.9		22		9.3		8.8		8		12.2		14.9		27.6		30.2		40.1		28.1		7.4		34.7		18.3		17.5		28.6		40.3		17.2		30.5		6.9		39		26.3		34.7		6.6		26		0

		10486		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		41		26.8		17.1		14.6		39		17.1		68.3		29.3		9.8		41.5		46.3		39		29.3		7.3		0		7.3		2.4		19.5		31.7		41.5		22		22		14.6		31.7		26.8		7.3		24.4		14.6		17.1		22		7.3		26.8		19.5		24.4		12.2		22		0

		10487		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		26.5		8.8		11.8		38.2		5.9		76.5		17.6		11.8		41.2		50		44.1		17.6		20.6		11.8		8.8		5.9		14.7		35.3		41.2		29.4		32.4		8.8		44.1		17.6		17.6		35.3		20.6		20.6		38.2		5.9		47.1		26.5		35.3		2.9		11.8		0

		10488		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		10489		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1108		25.9		18.3		20.1		52.3		10.3		81.7		33.8		22.1		49.5		38.1		43		26.9		14.7		13.3		8.4		14.4		11.9		27.3		36.6		36.3		28.1		7.8		36.1		19.6		19.5		31		34		18.7		27.7		7.4		40.5		23.6		33.2		6.6		19.5		0.3

		10490		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		492		26.8		16.9		23.6		46.1		9.3		81.9		28		21.3		44.3		36.6		45.3		25.4		14.4		5.5		5.3		12.2		13.2		26		36.6		32.9		27		8.3		32.3		20.9		18.3		27.4		39.6		14.4		24		6.9		36.6		23.2		27.4		6.3		22.2		0.4

		10491		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		237		23.2		15.6		29.5		41.4		10.5		75.9		27		17.7		42.6		27.8		47.7		21.9		9.3		7.6		6.3		15.2		11.4		24.1		33.3		29.1		26.2		8		32.5		13.5		18.1		29.5		38.4		16		18.1		9.7		32.9		24.1		33.8		7.2		21.1		0.8

		10492		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		106		28.3		16		34		37.7		9.4		81.1		23.6		19.8		39.6		34		45.3		20.8		14.2		7.5		6.6		17		13.2		26.4		32.1		34.9		27.4		5.7		29.2		21.7		21.7		23.6		35.8		18.9		27.4		13.2		35.8		19.8		30.2		6.6		19.8		0.9

		10493		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		56		32.1		10.7		25		32.1		14.3		73.2		23.2		19.6		41.1		48.2		55.4		23.2		14.3		5.4		1.8		16.1		14.3		26.8		42.9		28.6		30.4		7.1		23.2		16.1		23.2		35.7		28.6		17.9		14.3		7.1		46.4		25		37.5		7.1		12.5		0

		10494		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		22.4		18.4		42.9		42.9		12.2		75.5		34.7		28.6		55.1		38.8		61.2		30.6		22.4		12.2		4.1		24.5		20.4		40.8		59.2		40.8		46.9		12.2		36.7		30.6		32.7		32.7		46.9		34.7		24.5		6.1		44.9		44.9		38.8		14.3		26.5		0

		10495		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		940		26.2		16.2		27.3		43		10.1		79.5		27.3		20.5		43.7		34.9		47.3		24.1		13.5		6.6		5.4		14.4		13.2		26.4		36.8		32.3		28.1		8.1		31.7		19.4		19.7		28.3		38.6		16.6		22.3		8.3		36.6		24.3		30.5		7		21.3		0.5

		10496		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》

		10497		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						重視・計		658		33.3		21.3		27.2		56.2		14.1		82.5		41		30.2		54.3		35.3		48.2		34.5		38.8		16.1		9.6		21		15.7		36.6		45.4		40.7		32.1		11.1		40.4		23.7		25.5		29.8		35.4		24.9		26.7		10.6		35.4		26.6		43.2		9.1		21.3		0.5

		10498		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		486		26.5		17.7		23.9		48.1		12.6		82.1		27.6		21.8		46.3		36		44.9		25.3		4.9		8.2		5.8		13.6		13		23.7		35.6		36.2		27.8		6.8		31.7		19.3		19.1		29.6		36.4		17.7		25.3		8		39.5		21.2		29.4		4.9		18.7		0

		10499		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						非重視・計		916		20.7		14.4		20.2		41.9		6.2		78.6		25.1		14.7		41.6		37.9		42.7		19.9		1.2		7		5.8		10		10		21.6		31.1		29.1		25.1		6.1		30.7		16.5		15.4		30.2		37.1		12.6		24.5		5.6		40.5		23.1		25.4		6.2		20.6		0.1
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												調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		8562		1305センサス全国_大学1_%						#0200
				Q13.志望校検討時の重視項目

		8563		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		8564		1305センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		13735		0704センサス大学_%						2007年　大学進学者全体 ネン		6390		33.4		26		30.7		54.7		16.4		*		40.5		24.7		54.7		36		44		27		16.1		12.4		10.9		15.3		14		30.1		33.9		39.4		35.2		6.5		40.7		21.3		23.8		27.1		31.6		19.4		27.9		11.8		49.8		28.4		32		7.3		16.9		6.4

		6306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		8481		32.6		23		28.7		50.6		14.1		73.8		29.2		22		44.8		33.9		41.7		23.6		13.7		10.7		10		15.3		12.1		27.5		33		33.9		29.8		7.5		36.8		19.5		22.7		27.4		32.1		18		24		9.8		35.3		22.7		28.5		7.8		19.4		10.9

		6564		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		7502		32		24.9		26.8		49		13.5		75.3		30.5		19.8		45.7		37		44		24		14.2		10.5		9.7		14		14.6		27.4		32.6		34.4		30		8		37.7		22.5		22.9		27.3		33.6		17.4		25.2		9.1		40.5		25.4		30.8		7.7		20.4		9

		8565		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		3256		30.3		21.5		24.7		47.5		12.4		74.8		32.3		20.1		46.5		34.9		40.8		25.6		15		10.9		10.7		14.7		13		28.3		30.9		32.3		30.2		9.5		37.3		21.3		20.9		29.4		33.3		18.4		27.3		9.2		40.7		25.6		30.7		7.4		21.6		9.6

		12230		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体 ネン		3051		23.9		16.2		23.3		38.2		9.3		65.8		23.2		16.7		35.5		31.8		34.6		19.2		13.1		9.3		8		12		9.9		21.4		26.6		27.4		27.1		6.9		27.6		19.5		16.7		20.5		27.9		15		24.7		5.8		34.1		19.1		25		6.2		19.4		13.5																																																																																																																				

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						2019年　大学進学者全体 ネン		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		13732		0704センサス大学_%						#0220		【大学進学者】		Q13.志望校検討時の重視項目

		13733		0704センサス大学_%										《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～4》

		13734		0704センサス大学_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある
感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が
よいこと		学校が発展していく
可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが
高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に
有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が
身につくこと		国際的なセンスが
身につくこと		教授・講師陣が
魅力的であること		先輩・卒業生が
魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が
良いこと		卒業後に社会で
活躍できること		将来の選択肢が
増えること		学習設備や環境が
整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが
充実していること		学生生活が
楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に
合っていること		偏差値が自分に
合っていること		教養が身につくこと		専門分野を
深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに
良い環境であること		遊びにいくのに
便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		13735		0704センサス大学_%						2007年　大学進学者全体 ネン		6390		33.4		26		30.7		54.7		16.4		*		40.5		24.7		54.7		36		44		27		16.1		12.4		10.9		15.3		14		30.1		33.9		39.4		35.2		6.5		40.7		21.3		23.8		27.1		31.6		19.4		27.9		11.8		49.8		28.4		32		7.3		16.9		6.4

		13748		0704センサス大学_%						《高校タイプ別》														*

		13749		0704センサス大学_%						Ａタイプ		1435		43.6		27.5		40.9		57.9		19.2		*		39.7		36.5		54.1		30.2		48.3		26.6		19.2		14.2		13		25.2		13.8		35		35.3		40		29.1		5.1		40.6		19.6		28.6		26.2		31		21.9		26.3		14.1		49		26.8		33.5		7.9		19.7		6.5

		13750		0704センサス大学_%						Ｂタイプ		3094		34		25.9		30.9		55.3		16.3		*		40.2		23.9		54.3		37.3		45.3		26.5		16.5		12		10.6		14.8		14		30		33.2		39.8		36.9		6		41.8		21.5		24.1		25.8		31.9		19.3		28		11.3		50.5		29.5		32		7.9		15.1		6.2

		13751		0704センサス大学_%						Ｃタイプ		1357		25.2		24.2		24.2		53.1		14.4		*		41.5		17.2		55.6		38		39.2		27.7		12.7		11.2		9.7		8.6		14		25.7		34.3		37.9		38.5		7.2		39.2		21.7		20.9		29.8		34		17.8		28.4		10.5		50.1		28.1		31		6		17.5		5.8

		13752		0704センサス大学_%						Ｄタイプ		378		20.9		27.8		14		46.8		13		*		38.1		12.2		55.8		39.7		36.5		29.4		14.6		10.1		9.3		6.1		13.8		27.8		32.3		39.7		34.7		12.2		38.9		26.5		14.8		30.2		26.2		16.1		28.6		10.1		47.6		28.8		28.6		4.2		19.3		8.5

		13753		0704センサス大学_%						Ｅタイプ		28		39.3		35.7		32.1		42.9		35.7		*		57.1		17.9		57.1		42.9		50		32.1		7.1		39.3		17.9		7.1		21.4		28.6		39.3		46.4		35.7		14.3		39.3		32.1		25		35.7		32.1		25		39.3		17.9		35.7		17.9		39.3		0		32.1		10.7

		6303		090529センサス全国_大学1_%						#0190
				Q16.志望校検討時の重視項目

		6304		090529センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:F3=1～4》

		6305		090529センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		6306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		8481		32.6		23		28.7		50.6		14.1		73.8		29.2		22		44.8		33.9		41.7		23.6		13.7		10.7		10		15.3		12.1		27.5		33		33.9		29.8		7.5		36.8		19.5		22.7		27.4		32.1		18		24		9.8		35.3		22.7		28.5		7.8		19.4		10.9

		6320		090529センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6321		090529センサス全国_大学1_%						95％以上		1823		44.6		25.2		41.1		54.6		16.6		74.5		31.1		32.7		47.3		29.9		44.9		25.2		16.3		12.8		11.3		26.5		12.5		31.3		37.4		37.2		27.8		5.5		37.1		19.3		28.1		26.5		35.5		22.3		23.3		12.1		38.3		23.6		32.3		8.4		20.5		9.8

		6322		090529センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3909		32.5		22.7		28.6		51.3		14.2		74.6		28.9		21.3		43.7		33.5		41.6		23.2		13.7		10.2		9.6		14.5		12		27.4		32.3		33.6		31.2		7.1		37.6		18.7		23.1		26.7		33.1		17.4		23.7		9.7		37.7		22.8		28.7		8.5		19		11

		6323		090529センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1768		25.6		21.9		21.4		47.6		12.4		72.6		28.1		17.2		44.5		36.5		40.9		22.2		12.3		10.4		9.3		9.8		11.7		26		30.2		32.9		29.3		8.4		36.5		20.9		19.7		27.4		30		16.1		24		7.9		31.6		22.7		25.8		6.5		19.7		11.1

		6324		090529センサス全国_大学1_%						10～40％未満		764		22.6		22.8		16.8		44.8		11		71.3		29.7		13.2		45.9		39.1		38.7		25.1		10.9		9.3		10.3		7.3		12.6		22.6		33		31.4		28.8		11.1		33.5		21.5		15.1		32.1		24.6		14.4		27.6		9.6		24.6		18.5		26		5.9		19.8		11.4

		6325		090529センサス全国_大学1_%						10％未満		40		25		25		30		45		10		70		25		20		35		35		35		25		12.5		0		2.5		7.5		7.5		35		25		22.5		25		22.5		30		22.5		25		22.5		30		20		15		10		25		10		20		5		27.5		12.5

		6561		1105センサス全国_大学1_%						#0185
				Q13.志望校検討時の重視項目

		6562		1105センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		6563		1105センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		6564		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		7502		32		24.9		26.8		49		13.5		75.3		30.5		19.8		45.7		37		44		24		14.2		10.5		9.7		14		14.6		27.4		32.6		34.4		30		8		37.7		22.5		22.9		27.3		33.6		17.4		25.2		9.1		40.5		25.4		30.8		7.7		20.4		9

		6578		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6579		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		2192		40.8		26.7		36.1		52.3		15.2		73.4		29.1		26.6		46.6		31.4		43.4		23		16.5		10.1		10.8		21.2		13.4		29.2		32.3		35		27.9		5.7		38.4		21.4		27.8		26.7		33.9		18.6		24.2		12		42.5		25.9		31.7		9.2		20.7		9.9

		6580		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3411		30.6		24.7		25.7		49.6		13.3		76.4		31.4		18.9		45.7		39.4		45.6		24.1		14.1		10.2		9		13.1		15.3		26.8		31.8		34.8		31.5		7.9		37.5		22.3		22.8		27.8		36.3		17.5		25.8		8.4		43.2		26.7		31.5		7.5		19.9		8.5

		6581		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1354		25.2		24.4		19.7		44.5		11.8		75.1		31.1		14.5		44.8		39.1		43.2		26.4		13		11.2		10		8.6		15.1		27.7		35.5		34		31.5		10.3		38.8		25.2		18.7		27.3		30.9		16.9		24.2		7.2		36.1		24.2		28.4		6.4		20.7		8.3

		6582		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		460		22.4		20.7		14.1		42.4		11.5		77.2		27.8		10.7		45		38.7		38.5		21.5		9.1		11.7		8.9		4.3		13.7		25.2		33		30.9		23.9		12.2		32.2		22.2		14.3		26.1		20.7		13.5		28		7.6		25.9		18.5		28.3		6.5		21.7		10.4

		6583		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		22		31.8		22.7		9.1		50		9.1		81.8		31.8		9.1		50		40.9		40.9		31.8		0		18.2		13.6		9.1		4.5		13.6		27.3		31.8		31.8		22.7		36.4		18.2		13.6		27.3		22.7		18.2		27.3		0		31.8		13.6		27.3		9.1		18.2		4.5

		8562		1305センサス全国_大学1_%						#0200
				Q13.志望校検討時の重視項目

		8563		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～4》

		8564		1305センサス全国_大学1_%								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		8565		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		3256		30.3		21.5		24.7		47.5		12.4		74.8		32.3		20.1		46.5		34.9		40.8		25.6		15		10.9		10.7		14.7		13		28.3		30.9		32.3		30.2		9.5		37.3		21.3		20.9		29.4		33.3		18.4		27.3		9.2		40.7		25.6		30.7		7.4		21.6		9.6

		8581		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		8582		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		970		37.5		22.3		31.8		48.6		13.5		73.9		30.5		26.9		45.1		28.4		40.5		24.5		15.1		12.7		11.9		21		13.3		29.8		30.8		34.3		29.7		8.5		37.9		21.5		23.7		29.2		33.4		19.3		26.5		9.9		42.3		24.9		33.8		8.5		22.5		11

		8583		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		1479		29.9		22.2		24.4		49.2		12.4		76.4		34.2		19.7		48.3		36.8		41.9		25.7		16.1		10.5		10.3		14.2		13.9		30		30.5		32.5		30.6		9		38.2		20.1		21.8		28.6		34.8		19.5		27.5		9.9		41.5		26.8		30.4		7.8		21		9.4

		8584		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		572		22		18.2		18.4		44.2		10.7		72.7		29.7		12.4		43.9		38.1		37.6		24.8		12.4		9.8		10.3		8.6		10		22.4		30.1		30.2		29.7		11.4		33.7		23.3		16.6		31.5		32.9		15.6		28		6.5		38.8		25.9		27.8		4.9		21.3		8.4

		8585		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		195		20		19.5		11.3		37.9		12.3		71.8		31.3		10.3		48.2		44.1		40		31.3		13.8		8.7		9.7		4.6		12.3		23.6		32.8		29.7		30.3		14.4		36.4		21		14.9		29.2		22.1		13.3		27.2		6.2		31.3		19		27.2		5.6		23.1		8.2

		8586		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		60		40		20		60		20		80		60		0		40		20		40		20		0		0		0		0		0		40		40		20		60		0		40		20		20		20		40		20		20		20		0		0		0		0		20		20

		12229		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答																																																																																																																				

		12230		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		3051		23.9		16.2		23.3		38.2		9.3		65.8		23.2		16.7		35.5		31.8		34.6		19.2		13.1		9.3		8		12		9.9		21.4		26.6		27.4		27.1		6.9		27.6		19.5		16.7		20.5		27.9		15		24.7		5.8		34.1		19.1		25		6.2		19.4		13.5																																																																																																																				

		12246		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》																																																																																																																																																																																														

		12247		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		906		26.6		15.9		30.5		41.8		10.5		64.9		23.6		23.4		36.3		25.5		34.4		19.4		14.2		10.6		9.4		19.4		8.1		22.2		27.9		28		25.1		6		28.4		19.6		18.9		21.3		30.7		17.5		25.1		7.5		33.7		19.3		25.7		6.4		20.6		15.7																																																																																																																				

		12248		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1480		23		16.6		21.8		36.7		8.8		66.6		22.4		14.8		35.3		33.5		34.4		18.1		13		8.3		7.2		9.3		10.2		22.4		25.4		27.2		28.5		6.9		27.2		18.2		17		20.4		28.1		14		24.1		5.6		35.7		19.9		25.6		6.7		19.1		13																																																																																																																				

		12249		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		452		24.1		15.7		19.2		38.1		9.7		67		25.2		12.4		36.9		36.7		34.7		20.8		14.6		10.8		8.6		8.6		11.5		19		28.5		29.9		29.2		8.8		27.4		23		14.4		20.1		25		16.2		25.9		4.2		32.5		18.4		24.8		5.3		19.5		10.2																																																																																																																				

		12250		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		171		15.8		15.2		8.2		31		6.4		65.5		22.8		9.4		29.8		36.8		36.8		26.3		5.8		7		6.4		4.7		11.1		15.8		23.4		21.1		21.6		8.2		28.7		22.2		9.9		16.4		17.5		8.8		26.9		1.8		24.6		11.7		17		2.9		15.8		13.5																																																																																																																				

		12251		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		―		40		―		40		―		60		60		20		60		40		20		20		―		―		―		―		―		20		40		―		―		20		20		―		20		20		―		20		40		―		―		20		20		―		20		20																																																																																																																				

		12252		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2386		24.4		16.3		25.1		38.6		9.4		65.9		22.8		18.1		35.7		30.5		34.4		18.6		13.5		9.2		8		13.2		9.4		22.3		26.4		27.5		27.2		6.5		27.6		18.7		17.7		20.7		29.1		15.3		24.4		6.3		35		19.7		25.6		6.6		19.7		14																																																																																																																				

		12253		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		628		21.7		15.8		16.1		36.1		8.8		66.6		24.8		11.6		35.2		36.8		35.2		22.3		12.1		9.7		8		7.5		11.3		18.2		27.2		27.2		26.9		8.8		27.7		22.6		13.2		19.1		22.8		14.2		26.3		3.5		30.1		16.6		22.6		4.6		18.5		11.1																																																																																																																				

		10439		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0205
				Q12. 志望校検討時の重視項目

		10440		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:F2=1～7》

		10441		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		伝統や実績があること		活気がある感じがすること		有名であること		校風や雰囲気が良いこと		学校が発展していく可能性があること		学びたい学部・学科・コースがあること		教育方針・カリキュラムが魅力的であること		教育内容のレベルが高いこと		自分の興味や可能性が広げられること		資格取得に有利であること		就職に有利であること		社会で役立つ力が身につくこと		国際的なセンスが身につくこと		教授・講師陣が魅力的であること		先輩・卒業生が魅力的であること		学生の学力が高いこと		学生の面倒見が良いこと		卒業後に社会で活躍できること		将来の選択肢が増えること		学習設備や環境が整っていること		キャンパスがきれいであること		寮や奨学金などが充実していること		学生生活が楽しめること		クラブ・サークル活動が盛んであること		周囲の人からの評判が良いこと		入試方法が自分に合っていること		偏差値が自分に合っていること		教養が身につくこと		専門分野を深く学べること		規模が大きいこと		自宅から通えること		交通の便が良いこと		勉強するのに良い環境であること		遊びにいくのに便利な立地であること		学費が高くないこと		無回答

		10442		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		26		17.3		23.3		47.9		10.2		80.4		30.8		21.3		46.6		36.6		45		25.7		14.1		10.1		7		14.3		12.5		26.8		36.7		34.3		27.9		7.9		33.9		19.4		19.6		29.8		36.2		17.6		25.4		7.7		38.6		23.8		31.9		6.8		20.3		0.4

		10458		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10459		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		33		19.5		30.9		51.1		11.4		78.4		30.2		31.6		46.9		28.9		46.1		27.2		15.8		12.2		7.8		21.9		12.1		29.6		39.3		35.7		26.5		5.1		35.3		18.8		22		27.7		39.3		18.8		25.9		10.1		36.7		23.8		35.1		8.7		20.6		0.4

		10460		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		22.9		16.4		22.3		46.4		10.1		82.8		31.4		17.5		45.5		39.9		45.4		24.9		14.4		9.7		6.3		11.6		12.6		27.1		33		35.6		30.2		9.6		34.3		19.7		20.2		31.4		36.5		17.2		25.1		6.8		41.1		26.4		30.8		6.3		21.1		0.3

		10461		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		22.6		14.8		13.5		45.3		8.2		78.9		30.2		13.2		46.5		41.8		41.8		24.2		11		7.2		6.3		8.5		12.3		21.7		40.6		32.4		26.4		7.9		29.6		20.4		13.5		29.9		33.6		17		25.2		6		36.5		19.2		32.7		4.4		18.2		0.3

		10462		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		18.5		19.6		12		43.5		13		79.3		38		14.1		55.4		41.3		46.7		29.3		8.7		8.7		9.8		6.5		15.2		25		44.6		25		23.9		13		34.8		21.7		17.4		29.3		20.7		17.4		29.3		5.4		31.5		17.4		20.7		6.5		21.7		0

		10463		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		100		50		100		0		0		50		0		0		50		0		0		0		0		0		50		50		0		100		0		50		0		0		0		50		50		50		0		50		50		50		0		50		0

		10464		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		27.3		17.8		26		48.4		10.6		80.9		30.8		23.6		46.1		35.1		45.7		25.9		15		10.8		6.9		16		12.4		28.2		35.7		35.6		28.6		7.7		34.7		19.3		21		29.8		37.7		17.9		25.4		8.2		39.2		25.2		32.7		7.3		20.9		0.4

		10465		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		21.8		15.8		13.1		45.1		9.5		79.1		31.8		13.3		48.5		41.5		42.7		25.5		10.4		7.5		7		8		12.9		22.6		41.5		30.6		26.2		9		30.8		20.6		14.3		29.6		30.8		17.2		26.2		5.8		35.4		18.9		30.1		4.9		19.2		0.2







【校風や雰囲気を感じた情報源】

■進学先検討時の重視項目2位の“校風や雰囲気”を感じるのは、
「オープンキャンパス・学校見学」79％がトップ

1位：「オープンキャンパス・学校見学」 78.5％
2位：「学校案内やパンフレット」 44.2％
3位：「学校のホームページ」 36.3％

・入試方法別にみると、 「オープンキャンパス・学校見学」おいて、
AO・推薦層が一般・センター層を18.6ポイントと大きく上回った。

４

■「校風や雰囲気」は何から感じるか（大学進学者のうち「校風や雰囲気が良いこと」重視者／複数回答）
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　 大学進学者全体 991 78.5 44.2 36.3 21.5 9.6 8.3 6.6 1.8 1.5 0.6 0.5 0.2 1.7 4.9

男女別 男子 378 73.3 44.4 35.7 23.8 9.8 9.0 9.0 2.9 1.9 1.3 0.5 0.3 1.6 5.8

女子 609 81.8 44.3 36.9 20.0 9.5 7.9 5.1 1.1 1.3 0.2 0.5 0.2 1.8 4.3

入試方法別 一般、センター・計 540 69.8 48.9 40.6 24.4 10.0 9.8 7.6 2.4 1.7 0.9 0.4 0.4 1.9 5.6

ＡＯ、推薦入試・計 421 88.4 39.0 31.8 17.8 9.3 6.4 5.0 1.0 1.4 0.2 0.7 ― 1.4 4.3

100 .0 「大学進学者全体」より5ポイント以上高い ※「大学進学者全体」の降順ソート

100.0 「大学進学者全体」より5ポイント以上低い
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														7		7		7		1		1		7		7		1		1		1		1		1		6		8

		-4								-1		0		1		2		3		12		11		5		4		6		8		9		7		10		13		14				14		15

						0		7		0				オープンキャンパス・
学校見学		学校案内や
パンフレット		学校のホームページ		周囲の人の話		ＳＮＳやブログ等の
インターネットサービス		進学情報サイト		進学情報誌		テレビ・ラジオの番組		電車の中吊り広告・
駅の看板		新聞・雑誌の記事		テレビ・ラジオのＣＭ		新聞・雑誌の広告		その他		無回答

						#0210
		8		Q12-3-1. 「校風や雰囲気が良いこと」を感じるもの  ：「校風や雰囲気が良いこと」重視者ベース

								9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0

								10				調査数		オープンキャンパス・学校見学		学校案内やパンフレット		学校のホームページ		周囲の人の話		ＳＮＳやブログ等のインターネットサービス		進学情報サイト		進学情報誌		テレビ・ラジオの番組		電車の中吊り広告・駅の看板		新聞・雑誌の記事		テレビ・ラジオのＣＭ		新聞・雑誌の広告		その他		無回答				無回答		0

		0						14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0

		0						13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0

		0						12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0

		0						11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0

		0						10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0



		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		991		78.5		44.2		36.3		21.5		9.6		8.3		6.6		1.8		1.5		0.6		0.5		0.2		1.7		4.9				4.9		0

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウ ショザイ ベツ		13		北海道		31		71.0		51.6		45.2		22.6		12.9		6.5		3.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		6.5				6.5		0

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		43		67.4		41.9		32.6		18.6		9.3		7.0		7.0		2.3		2.3		0.0		0.0		2.3		2.3		11.6				11.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		91		72.5		57.1		47.3		17.6		8.8		9.9		8.8		1.1		3.3		0.0		3.3		0.0		3.3		5.5				5.5		0

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		324		84.0		42.6		35.2		23.1		9.0		10.8		6.8		1.9		1.2		0.9		0.0		0.3		0.9		2.8				2.8		0

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		120		73.3		43.3		32.5		16.7		9.2		6.7		5.8		0.0		3.3		0.8		0.8		0.0		1.7		7.5				7.5		0

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		23		69.6		34.8		39.1		30.4		4.3		4.3		13.0		4.3		0.0		4.3		0.0		0.0		4.3		4.3				4.3		0

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		166		83.1		39.8		33.7		23.5		10.2		7.8		4.8		2.4		1.2		0.6		0.0		0.0		2.4		3.6				3.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		83		75.9		47.0		37.3		20.5		10.8		6.0		4.8		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		2.4		3.6				3.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		106		76.4		46.2		37.7		21.7		11.3		5.7		8.5		1.9		0.9		0.0		0.9		0.0		0.0		7.5				7.5		0

								22		大都市圏		512		82.6		43.0		34.6		23.4		9.4		9.6		6.4		2.0		1.6		1.0		0.2		0.2		1.4		3.7				3.7		0

								23		大都市圏以外		475		74.1		45.9		38.5		19.4		9.9		6.9		6.7		1.7		1.5		0.2		0.8		0.2		2.1		6.1				6.1		0

		★				男女別 ダンジョ ベツ		25		男子		378		73.3		44.4		35.7		23.8		9.8		9.0		9.0		2.9		1.9		1.3		0.5		0.3		1.6		5.8				5.8		0

		★						26		女子		609		81.8		44.3		36.9		20.0		9.5		7.9		5.1		1.1		1.3		0.2		0.5		0.2		1.8		4.3				4.3		0

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイ タン シンガク リツ ベツ		28		95％以上		359		75.2		44.0		38.4		26.2		9.2		8.9		6.4		2.5		2.8		0.8		0.6		0.3		3.1		4.5				4.5		0

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		429		80.2		47.1		35.9		19.3		11.7		7.7		7.2		1.9		0.9		0.7		0.2		0.2		1.2		4.7				4.7		0

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		144		83.3		38.2		33.3		18.8		5.6		9.0		6.3		0.7		0.7		0.0		0.7		0.0		0.7		5.6				5.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		40		85.0		40.0		35.0		12.5		10.0		7.5		0.0		0.0		0.0		0.0		2.5		0.0		0.0		5.0				5		0

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		50.0		100.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		788		77.9		45.7		37.1		22.5		10.5		8.2		6.9		2.2		1.8		0.8		0.4		0.3		2.0		4.6				4.6		0

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		186		83.3		39.2		33.9		17.2		6.5		8.6		4.8		0.5		0.5		0.0		1.1		0.0		0.5		5.4				5.4		0

						文理別 ブンリ ベツ		47		文系		570		80.5		45.6		35.8		22.6		9.1		9.1		6.7		1.9		1.6		0.5		0.5		0.4		1.8		3.5				3.5		0

								48		理系		378		75.1		42.3		37.8		20.4		10.6		7.4		6.1		1.6		1.6		0.8		0.5		0.0		1.9		6.6				6.6		0

								49		どちらでもない		29		86.2		48.3		27.6		13.8		6.9		6.9		10.3		3.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9				6.9		0

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		36		一般、センター・計		540		69.8		48.9		40.6		24.4		10.0		9.8		7.6		2.4		1.7		0.9		0.4		0.4		1.9		5.6				5.6		0

						入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		37		  一般入試		480		70.4		48.3		38.5		24.2		9.8		9.0		7.1		2.3		1.3		0.6		0.2		0.2		2.1		5.4				5.4		0

								38		  センター入試		60		65.0		53.3		56.7		26.7		11.7		16.7		11.7		3.3		5.0		3.3		1.7		1.7		0.0		6.7				6.7		0

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		421		88.4		39.0		31.8		17.8		9.3		6.4		5.0		1.0		1.4		0.2		0.7		0.0		1.4		4.3				4.3		0

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		235		87.7		39.1		27.2		15.7		8.5		5.5		5.5		0.9		0.9		0.4		0.0		0.0		1.3		4.7				4.7		0

								41		  ＡＯ		92		91.3		34.8		20.7		15.2		6.5		5.4		4.3		1.1		1.1		1.1		0.0		0.0		1.1		3.3				3.3		0

								42		  公募推薦		129		84.5		40.3		28.7		14.7		8.5		5.4		4.7		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		1.6		6.2				6.2		0

								43		  自己推薦		14		92.9		57.1		57.1		28.6		21.4		7.1		21.4		7.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0

								44		  指定校推薦		186		89.2		38.7		37.6		20.4		10.2		7.5		4.3		1.1		2.2		0.0		1.6		0.0		1.6		3.8				3.8		0

								45		その他		22		95.5		36.4		27.3		22.7		9.1		9.1		13.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.5		4.5				4.5		0

						志望
順位別 シボウ ジュンイ ベツ		58		第1希望		579		85.1		39.6		32.8		19.9		7.4		7.4		6.0		2.1		1.4		0.7		0.3		0.0		1.2		5.2				5.2		0

								64		第1希望志望以外・計		404		69.1		51.2		41.6		24.0		12.9		9.7		7.4		1.5		1.7		0.5		0.7		0.5		2.5		4.7				4.7		0



















































						■「校風や雰囲気」は何から感じるか（大学進学者のうち「校風や雰囲気が良いこと」重視者／複数回答） コウフウ フンイキ ナニ カン コウフウ フンイキ イ ジュウシ シャ

												（％）





												調査数		オープンキャンパス・
学校見学		学校案内や
パンフレット		学校のホームページ		周囲の人の話		ＳＮＳやブログ等の
インターネットサービス		進学情報サイト		進学情報誌		テレビ・ラジオの番組		電車の中吊り広告・
駅の看板		新聞・雑誌の記事		テレビ・ラジオのＣＭ		新聞・雑誌の広告		その他		無回答				0		0

						0						0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―

						0						0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―

						0						0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―

						0						0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―

						0						0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―



		1905センサス全国_大学1_%		　		大学進学者全体						991		78.5		44.2		36.3		21.5		9.6		8.3		6.6		1.8		1.5		0.6		0.5		0.2		1.7		4.9				4.9		―

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				31		71.0		51.6		45.2		22.6		12.9		6.5		3.2		―		―		―		―		―		3.2		6.5				6.5		―

		非表示						東北				43		67.4		41.9		32.6		18.6		9.3		7.0		7.0		2.3		2.3		―		―		2.3		2.3		11.6				11.6		―

		非表示						北関東・甲信越				91		72.5		57.1		47.3		17.6		8.8		9.9		8.8		1.1		3.3		―		3.3		―		3.3		5.5				5.5		―

		非表示						南関東				324		84.0		42.6		35.2		23.1		9.0		10.8		6.8		1.9		1.2		0.9		―		0.3		0.9		2.8				2.8		―

		非表示						東海				120		73.3		43.3		32.5		16.7		9.2		6.7		5.8		―		3.3		0.8		0.8		―		1.7		7.5				7.5		―

		非表示						北陸				23		69.6		34.8		39.1		30.4		4.3		4.3		13.0		4.3		―		4.3		―		―		4.3		4.3				4.3		―

		非表示						関西				166		83.1		39.8		33.7		23.5		10.2		7.8		4.8		2.4		1.2		0.6		―		―		2.4		3.6				3.6		―

		非表示						中国・四国				83		75.9		47.0		37.3		20.5		10.8		6.0		4.8		3.6		―		―		―		―		2.4		3.6				3.6		―

		非表示						九州・沖縄				106		76.4		46.2		37.7		21.7		11.3		5.7		8.5		1.9		0.9		―		0.9		―		―		7.5				7.5		―

		0				高校所在		大都市圏				512		82.6		43.0		34.6		23.4		9.4		9.6		6.4		2.0		1.6		1.0		0.2		0.2		1.4		3.7				3.7		―

		0				エリア別 ベツ		大都市圏以外				475		74.1		45.9		38.5		19.4		9.9		6.9		6.7		1.7		1.5		0.2		0.8		0.2		2.1		6.1				6.1		―

		★				男女別		男子				378		73.3		44.4		35.7		23.8		9.8		9.0		9.0		2.9		1.9		1.3		0.5		0.3		1.6		5.8				5.8		―

		★						女子				609		81.8		44.3		36.9		20.0		9.5		7.9		5.1		1.1		1.3		0.2		0.5		0.2		1.8		4.3				4.3		―

		非表示				大短
進学率別		95％以上				359		75.2		44.0		38.4		26.2		9.2		8.9		6.4		2.5		2.8		0.8		0.6		0.3		3.1		4.5				4.5		―

		非表示						70～95％未満				429		80.2		47.1		35.9		19.3		11.7		7.7		7.2		1.9		0.9		0.7		0.2		0.2		1.2		4.7				4.7		―

		非表示						40～70％未満				144		83.3		38.2		33.3		18.8		5.6		9.0		6.3		0.7		0.7		―		0.7		―		0.7		5.6				5.6		―

		非表示						10～40％未満				40		85.0		40.0		35.0		12.5		10.0		7.5		―		―		―		―		2.5		―		―		5.0				5.0		―

		非表示						10％未満				2		50.0		100.0		50.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―

		非表示						70％以上・計				788		77.9		45.7		37.1		22.5		10.5		8.2		6.9		2.2		1.8		0.8		0.4		0.3		2.0		4.6				4.6		―

		非表示						70％未満・計				186		83.3		39.2		33.9		17.2		6.5		8.6		4.8		0.5		0.5		―		1.1		―		0.5		5.4				5.4		―

		0				文理別		文系				570		80.5		45.6		35.8		22.6		9.1		9.1		6.7		1.9		1.6		0.5		0.5		0.4		1.8		3.5				3.5		―

		0						理系				378		75.1		42.3		37.8		20.4		10.6		7.4		6.1		1.6		1.6		0.8		0.5		―		1.9		6.6				6.6		―

		0						どちらでもない				29		86.2		48.3		27.6		13.8		6.9		6.9		10.3		3.4		―		―		―		―		―		6.9				6.9		―

		非表示				入試方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		一般、センター・計				540		69.8		48.9		40.6		24.4		10.0		9.8		7.6		2.4		1.7		0.9		0.4		0.4		1.9		5.6				5.6		―

		0				入試
方法別		  一般入試				480		70.4		48.3		38.5		24.2		9.8		9.0		7.1		2.3		1.3		0.6		0.2		0.2		2.1		5.4				5.4		―

		0						  センター入試				60		65.0		53.3		56.7		26.7		11.7		16.7		11.7		3.3		5.0		3.3		1.7		1.7		―		6.7				6.7		―

		非表示						ＡＯ、推薦入試・計				421		88.4		39.0		31.8		17.8		9.3		6.4		5.0		1.0		1.4		0.2		0.7		―		1.4		4.3				4.3		―

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				235		87.7		39.1		27.2		15.7		8.5		5.5		5.5		0.9		0.9		0.4		―		―		1.3		4.7				4.7		―

		0						  ＡＯ				92		91.3		34.8		20.7		15.2		6.5		5.4		4.3		1.1		1.1		1.1		―		―		1.1		3.3				3.3		―

		0						  公募推薦				129		84.5		40.3		28.7		14.7		8.5		5.4		4.7		―		0.8		―		―		―		1.6		6.2

		0						  自己推薦				14		92.9		57.1		57.1		28.6		21.4		7.1		21.4		7.1		―		―		―		―		―		―

		0						  指定校推薦				186		89.2		38.7		37.6		20.4		10.2		7.5		4.3		1.1		2.2		―		1.6		―		1.6		3.8

		0						その他				22		95.5		36.4		27.3		22.7		9.1		9.1		13.6		―		―		―		―		―		4.5		4.5

		0				志望
順位別		第1志望 シボウ				579		85.1		39.6		32.8		19.9		7.4		7.4		6.0		2.1		1.4		0.7		0.3		―		1.2		5.2

		0						第1志望以外・計 ダイ シボウ イガイ ケイ				404		69.1		51.2		41.6		24.0		12.9		9.7		7.4		1.5		1.7		0.5		0.7		0.5		2.5		4.7



														100.0		「大学進学者全体」より5ポイント以上高い												※「大学進学者全体」の降順ソート

														100.0		「大学進学者全体」より5ポイント以上低い

																																																		※「大学進学者全体」より5ポイント以上高い数値に網掛け

																																																		※「＊」は該当選択肢なし ガイトウ センタクシ









										どこから感じるか カン





セル数ーセル幅対応表
(無回答を除く)
３以下：１４．０
４　　：１２．０
５　　：　９．５
６　　：　８．５
７　　：　８．５
８　　：　８．０
９　　：　８．０
１０　：　７．５
１１　：　７．５
１２　：　７．０
１３　：　６．５
１４　：　６．０
１５　：　５．５
１６　：　５．３３
１７　：　５．０
１８　：　４．８３
１９以上：４．５０


大学進学者全体	78.5	44.2	36.299999999999997	21.5	9.6	8.3000000000000007	6.6	1.8	1.5	0.6	0.5	0.2	1.7	男子	73.3	44.4	35.700000000000003	23.8	9.8000000000000007	9	9	2.9	1.9	1.3	0.5	0.3	1.6	女子	81.8	44.3	36.9	20	9.5	7.9	5.0999999999999996	1.1000000000000001	1.3	0.2	0.5	0.2	1.8	
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		10749		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0210
				Q12-3-1. 「校風や雰囲気が良いこと」を感じるもの  ：「校風や雰囲気が良いこと」重視者ベース

		10750		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q12=4》

		10751		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		オープンキャンパス・学校見学		学校案内やパンフレット		学校のホームページ		進学情報誌		進学情報サイト		テレビ・ラジオの番組		テレビ・ラジオのＣＭ		電車の中吊り広告・駅の看板		新聞・雑誌の記事		新聞・雑誌の広告		ＳＮＳやブログ等のインターネットサービス		周囲の人の話		その他		無回答

		10752		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		991		78.5		44.2		36.3		6.6		8.3		1.8		0.5		1.5		0.6		0.2		9.6		21.5		1.7		4.9

		10753		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		10754		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		31		71		51.6		45.2		3.2		6.5		0		0		0		0		0		12.9		22.6		3.2		6.5

		10755		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		43		67.4		41.9		32.6		7		7		2.3		0		2.3		0		2.3		9.3		18.6		2.3		11.6

		10756		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		91		72.5		57.1		47.3		8.8		9.9		1.1		3.3		3.3		0		0		8.8		17.6		3.3		5.5

		10757		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		324		84		42.6		35.2		6.8		10.8		1.9		0		1.2		0.9		0.3		9		23.1		0.9		2.8

		10758		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		120		73.3		43.3		32.5		5.8		6.7		0		0.8		3.3		0.8		0		9.2		16.7		1.7		7.5

		10759		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		23		69.6		34.8		39.1		13		4.3		4.3		0		0		4.3		0		4.3		30.4		4.3		4.3

		10760		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		166		83.1		39.8		33.7		4.8		7.8		2.4		0		1.2		0.6		0		10.2		23.5		2.4		3.6

		10761		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		83		75.9		47		37.3		4.8		6		3.6		0		0		0		0		10.8		20.5		2.4		3.6

		10762		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		106		76.4		46.2		37.7		8.5		5.7		1.9		0.9		0.9		0		0		11.3		21.7		0		7.5

		10763		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		512		82.6		43		34.6		6.4		9.6		2		0.2		1.6		1		0.2		9.4		23.4		1.4		3.7

		10764		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		475		74.1		45.9		38.5		6.7		6.9		1.7		0.8		1.5		0.2		0.2		9.9		19.4		2.1		6.1

		10765		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		10766		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		378		73.3		44.4		35.7		9		9		2.9		0.5		1.9		1.3		0.3		9.8		23.8		1.6		5.8

		10767		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		609		81.8		44.3		36.9		5.1		7.9		1.1		0.5		1.3		0.2		0.2		9.5		20		1.8		4.3

		10768		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10769		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		359		75.2		44		38.4		6.4		8.9		2.5		0.6		2.8		0.8		0.3		9.2		26.2		3.1		4.5

		10770		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		429		80.2		47.1		35.9		7.2		7.7		1.9		0.2		0.9		0.7		0.2		11.7		19.3		1.2		4.7

		10771		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		144		83.3		38.2		33.3		6.3		9		0.7		0.7		0.7		0		0		5.6		18.8		0.7		5.6

		10772		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		40		85		40		35		0		7.5		0		2.5		0		0		0		10		12.5		0		5

		10773		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		100		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10774		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		788		77.9		45.7		37.1		6.9		8.2		2.2		0.4		1.8		0.8		0.3		10.5		22.5		2		4.6

		10775		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		186		83.3		39.2		33.9		4.8		8.6		0.5		1.1		0.5		0		0		6.5		17.2		0.5		5.4

		10776		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		10777		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		540		69.8		48.9		40.6		7.6		9.8		2.4		0.4		1.7		0.9		0.4		10		24.4		1.9		5.6

		10778		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  一般入試		480		70.4		48.3		38.5		7.1		9		2.3		0.2		1.3		0.6		0.2		9.8		24.2		2.1		5.4

		10779		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  センター入試		60		65		53.3		56.7		11.7		16.7		3.3		1.7		5		3.3		1.7		11.7		26.7		0		6.7

		10780		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		421		88.4		39		31.8		5		6.4		1		0.7		1.4		0.2		0		9.3		17.8		1.4		4.3

		10781		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		235		87.7		39.1		27.2		5.5		5.5		0.9		0		0.9		0.4		0		8.5		15.7		1.3		4.7

		10782		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  ＡＯ		92		91.3		34.8		20.7		4.3		5.4		1.1		0		1.1		1.1		0		6.5		15.2		1.1		3.3

		10783		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  公募推薦		129		84.5		40.3		28.7		4.7		5.4		0		0		0.8		0		0		8.5		14.7		1.6		6.2

		10784		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  自己推薦		14		92.9		57.1		57.1		21.4		7.1		7.1		0		0		0		0		21.4		28.6		0		0

		10785		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  指定校推薦		186		89.2		38.7		37.6		4.3		7.5		1.1		1.6		2.2		0		0		10.2		20.4		1.6		3.8

		10786		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		22		95.5		36.4		27.3		13.6		9.1		0		0		0		0		0		9.1		22.7		4.5		4.5

		10787		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		10788		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		570		80.5		45.6		35.8		6.7		9.1		1.9		0.5		1.6		0.5		0.4		9.1		22.6		1.8		3.5

		10789		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		378		75.1		42.3		37.8		6.1		7.4		1.6		0.5		1.6		0.8		0		10.6		20.4		1.9		6.6

		10790		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		29		86.2		48.3		27.6		10.3		6.9		3.4		0		0		0		0		6.9		13.8		0		6.9

		10791		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		10792		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		182		76.4		46.2		34.6		8.2		8.2		2.7		0		1.1		1.1		0.5		10.4		25.3		2.2		3.3

		10793		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		388		82.5		45.4		36.3		5.9		9.5		1.5		0.8		1.8		0.3		0.3		8.5		21.4		1.5		3.6

		10794		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		177		68.9		40.7		37.9		9		10.2		2.8		1.1		2.8		1.7		0		9.6		23.7		1.1		8.5

		10795		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		201		80.6		43.8		37.8		3.5		5		0.5		0		0.5		0		0		11.4		17.4		2.5		5

		10796		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		16		81.3		62.5		18.8		12.5		6.3		6.3		0		0		0		0		6.3		12.5		0		6.3

		10797		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		13		92.3		30.8		38.5		7.7		7.7		0		0		0		0		0		7.7		15.4		0		7.7

		10798		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		10799		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		579		85.1		39.6		32.8		6		7.4		2.1		0.3		1.4		0.7		0		7.4		19.9		1.2		5.2

		10800		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		227		72.7		50.2		37.9		6.2		6.2		1.3		1.3		1.3		0		0.4		12.8		21.1		2.2		5.7

		10801		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		98		65.3		48		35.7		8.2		12.2		2		0		1		0		0		16.3		31.6		5.1		4.1

		10802		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		40		62.5		50		57.5		5		10		0		0		2.5		2.5		0		5		15		0		2.5

		10803		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		18		66.7		72.2		61.1		5.6		16.7		5.6		0		5.6		5.6		0		16.7		50		0		0

		10804		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		21		61.9		61.9		61.9		23.8		28.6		0		0		4.8		0		4.8		9.5		14.3		0		4.8

		10805		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		404		69.1		51.2		41.6		7.4		9.7		1.5		0.7		1.7		0.5		0.5		12.9		24		2.5		4.7

		10806		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《国際的取組み重視度別》

		10807		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						重視・計		370		80.3		50.8		38.4		7.6		9.5		1.9		0.8		1.6		1.1		0.3		10.8		26.2		1.4		3.5

		10808		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらともいえない		234		76.9		44.4		37.2		6.4		9.4		1.3		0.9		2.1		0.4		0		9		20.9		2.1		6.8

		10809		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						非重視・計		384		78.1		38		33.9		5.7		6.5		2.1		0		1		0.3		0.3		8.9		17.4		1.8		4.7





時系列データ
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■オープンキャンパス参加経験（大学進学者／各単一回答）

（％）

調査数

高校

１年生

高校

２年生

高校

３年生

高校

３年間

ＴＯＴＡＬ

　 2019年 大学進学者全体 2071 47.3 71.5 71.4 93.9

2016年 大学進学者全体 3051 46.5 69.2 74.3 94.2

2013年 大学進学者全体 3256 38.0 65.2 76.2 93.4

100 .0 最もポイントが高い学年

【2019年属性別】

大都市圏 1023 49.6 75.1 76.6 95.2

大都市圏以外 1038 45.1 67.9 66.2 92.6

男女別 男子 976 41.3 64.2 64.5 91.7

女子 1086 52.8 77.9 77.5 95.9

入試 一般、センター・計 1179 49.9 71.8 60.2 92.2

方法別 ＡＯ、推薦入試・計 809 44.3 71.2 87.4 96.7

100 .0 「2019年 大学進学者全体」より5ポイント以上高い

100.0 「2019年 大学進学者全体」より5ポイント以上低い

高校所在

エリア別
（※2）

0

20

40

60

80

100

2013年 大学進学者全体

2016年 大学進学者全体

2019年 大学進学者全体

男子

女子

※1 質問紙では、「オープンキャンパス」「学校見学会」「体験入学」などの学校主催のイベントについて、という記載をしたが、本リリースではまとめて「オープンキャンパス」とした。
※2 「大都市圏」は、東京都、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県の1都2府4県合計。「大都市圏以外」は、左記「大都市圏」以外の合計。

【オープンキャンパスの参加率】

■オープンキャンパス(※1)参加率は94％、高校2年時での参加率が
最も高く72％

■高校1年・2年時の参加率は、前々回調査(2013年)より
2回連続で増加し、高校2年時参加率は7割を超えた
参加時期の早期化が進む
・高校1年生の参加率 2013年 38.0％ →2016年 46.5％ → 2019年 47.3％
・高校2年生の参加率 2013年 65.2％ →2016年 69.2％ → 2019年 71.5％

■女子は全学年で男子より10ポイント以上参加率が高く、
オープンキャンパス参加に積極的
・高校1年生の参加率 女子 52.8% > 男子 41.3%
・高校2年生の参加率 女子 77.9% > 男子 64.2%
・高校3年生の参加率 女子 77.5% > 男子 64.5%

５


グラフ 

		-4								-1		0		4		5		6		8				7

						0		7						高校
１年生		高校
２年生		高校
３年生		無回答				高校
３年間
ＴＯＴＡＬ

						#0130
		8		Q6-a-1～3.学校主催イベント参加経験高校3年間ＴＯＴＡＬ		0



								9		0		調査数		高校１年生		高校２年生		高校３年生		無回答				高校３年間ＴＯＴＡＬ













								15		2019年 大学進学者全体		2071		47.3		71.5		71.4		6.1				93.9

								14		2016年 大学進学者全体		3051		46.5		69.2		74.3		5.8				94.2

								13		2013年 大学進学者全体		3256		38		65.2		76.2		6.6				93.4

								12		2011年 大学進学者全体		7502		34.7		63.1		77.9		7.9				92.1

								11		2009年 大学進学者全体		8481		22.8		51.2		72.7		12.2				87.8

		非表示 ヒヒョウジ						10		*		*		0		0		0		0				0

										-1		0		1		2		3		5				4

								88		大学進学者全体		2071		47.3		71.5		71.4		6.1				93.9

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウ ショザイ ベツ		90		北海道		60		23.3		60		55		16.7				83.3

		非表示 ヒヒョウジ						91		東北		105		64.8		69.5		71.4		3.8				96.2

		非表示 ヒヒョウジ						92		北関東・甲信越		200		52.5		72.5		74		4.5				95.5

		非表示 ヒヒョウジ						93		南関東		595		55.8		79.3		78.5		3.7				96.3

		非表示 ヒヒョウジ						94		東海		275		36.4		69.1		69.5		8				92

		非表示 ヒヒョウジ						95		北陸		49		44.9		69.4		55.1		8.2				91.8

		非表示 ヒヒョウジ						96		関西		370		46.8		68.6		74.6		5.4				94.6

		非表示 ヒヒョウジ						97		中国・四国		185		47		69.7		60.5		8.6				91.4

		非表示 ヒヒョウジ						98		九州・沖縄		222		33.3		63.1		64		8.6				91.4

								99		大都市圏		1023		49.6		75.1		76.6		4.8				95.2

								100		大都市圏以外		1038		45.1		67.9		66.2		7.4				92.6

		★				男女別 ダンジョ ベツ		102		男子		976		41.3		64.2		64.5		8.3				91.7

		★						103		女子		1086		52.8		77.9		77.5		4.1				95.9

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイ タン シンガク リツ ベツ		105		95％以上		703		53.3		76.5		60.3		6.8				93.2

		非表示 ヒヒョウジ						106		70～95％未満		925		46.6		70.6		74.1		6.3				93.7

		非表示 ヒヒョウジ						107		40～70％未満		318		40.6		65.4		84.6		3.5				96.5

		非表示 ヒヒョウジ						108		10～40％未満		92		34.8		66.3		84.8		5.4				94.6

		非表示 ヒヒョウジ						109		10％未満		2		50		50		100		0				100

		非表示 ヒヒョウジ						110		70％以上・計		1628		49.5		73.2		68.1		6.5				93.5

		非表示 ヒヒョウジ						111		70％未満・計		412		39.3		65.5		84.7		3.9				96.1

						文理別 ブンリ ベツ		124		文系		1096		46.8		70.7		75.2		6.3				93.7

								125		理系		875		49.4		74.3		65		5.8				94.2

								126		どちらでもない		75		29.3		53.3		90.7		5.3				94.7

						入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		113		一般、センター・計		1179		49.9		71.8		60.2		7.8				92.2

						入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		114		  一般入試		1029		50.5		72.8		58.8		7.7				92.3

								115		  センター入試		150		45.3		65.3		70		8.7				91.3

		非表示 ヒヒョウジ						116		ＡＯ、推薦入試・計		809		44.3		71.2		87.4		3.3				96.7

								117		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		43.3		71		87.5		4.2				95.8

								118		  ＡＯ		183		39.3		68.3		92.3		2.2				97.8

		非表示 ヒヒョウジ						119		  公募推薦		245		44.9		72.7		83.7		5.7				94.3

		非表示 ヒヒョウジ						120		  自己推薦		27		55.6		74.1		88.9		3.7				96.3

								121		  指定校推薦		354		45.5		71.5		87.3		2.3				97.7

								122		その他		57		40.4		64.9		70.2		14				86

						志望
順位別 シボウ ジュンイ ベツ		135		第1希望		1108		45		69.7		75.2		6.7				93.3

								141		第1希望志望以外・計		940		50		73.3		66.6		5.5				94.5













































				■オープンキャンパス参加経験（大学進学者／各単一回答）

												（％）





												調査数		高校
１年生		高校
２年生		高校
３年生		無回答				高校
３年間
ＴＯＴＡＬ

						0						0		―		―		―		―				―

						0						0		―		―		―		―				―

						0						0		―		―		―		―				―

						0						0		―		―		―		―				―

						0						0		―		―		―		―				―



		0		　		2019年 大学進学者全体						2071		47.3		71.5		71.4		6.1				93.9

		0				2016年 大学進学者全体						3051		46.5		69.2		74.3		5.8				94.2

		0				2013年 大学進学者全体						3256		38.0		65.2		76.2		6.6				93.4

		0				2011年 大学進学者全体						7502		34.7		63.1		77.9		7.9				92.1

		0				2009年 大学進学者全体						8481		22.8		51.2		72.7		12.2				87.8

		非表示				*						*		―		―		―		―				―



														100.0		最もポイントが高い学年 ガクネン



						【2019年属性別】 ネン ゾクセイ ベツ

		0				2019年 大学進学者全体						2071		47.3		71.5		71.4		6.1				93.9

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				60		23.3		60.0		55.0		16.7				83.3

		非表示						東北				105		64.8		69.5		71.4		3.8				96.2

		非表示						北関東・甲信越				200		52.5		72.5		74.0		4.5				95.5

		非表示						南関東				595		55.8		79.3		78.5		3.7				96.3

		非表示						東海				275		36.4		69.1		69.5		8.0				92.0

		非表示						北陸				49		44.9		69.4		55.1		8.2				91.8

		非表示						関西				370		46.8		68.6		74.6		5.4				94.6

		非表示						中国・四国				185		47.0		69.7		60.5		8.6				91.4

		非表示						九州・沖縄				222		33.3		63.1		64.0		8.6				91.4

		0				高校所在
エリア別
（※2）		大都市圏				1023		49.6		75.1		76.6		4.8				95.2

		0						大都市圏以外				1038		45.1		67.9		66.2		7.4				92.6

		★				男女別		男子				976		41.3		64.2		64.5		8.3				91.7

		★						女子				1086		52.8		77.9		77.5		4.1				95.9

		非表示				大短
進学率別		95％以上				703		53.3		76.5		60.3		6.8				93.2

		非表示						70～95％未満				925		46.6		70.6		74.1		6.3				93.7

		非表示						40～70％未満				318		40.6		65.4		84.6		3.5				96.5

		非表示						10～40％未満				92		34.8		66.3		84.8		5.4				94.6

		非表示						10％未満				2		50.0		50.0		100.0		―				100.0

		非表示						70％以上・計				1628		49.5		73.2		68.1		6.5				93.5

		非表示						70％未満・計				412		39.3		65.5		84.7		3.9				96.1

		0				文理別		文系				1096		46.8		70.7		75.2		6.3				93.7

		0						理系				875		49.4		74.3		65.0		5.8				94.2

		0						どちらでもない				75		29.3		53.3		90.7		5.3				94.7

		0				入試		一般、センター・計				1179		49.9		71.8		60.2		7.8				92.2

		0				入試
方法別		  一般入試				1029		50.5		72.8		58.8		7.7				92.3

		0						  センター入試				150		45.3		65.3		70.0		8.7				91.3

		非表示				方法別 ホウホウ ベツ		ＡＯ、推薦入試・計				809		44.3		71.2		87.4		3.3				96.7

		0						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				455		43.3		71.0		87.5		4.2				95.8

		0						  ＡＯ				183		39.3		68.3		92.3		2.2				97.8

		非表示						  公募推薦				245		44.9		72.7		83.7		5.7				94.3

		非表示						  自己推薦				27		55.6		74.1		88.9		3.7				96.3

		0						  指定校推薦				354		45.5		71.5		87.3		2.3				97.7

		0						その他				57		40.4		64.9		70.2		14.0				86.0

		0				志望
順位別		第1希望				1108		45.0		69.7		75.2		6.7				93.3

		0						第1希望志望以外・計				940		50.0		73.3		66.6		5.5				94.5



														100.0		「2019年 大学進学者全体」より5ポイント以上高い

														100.0		「2019年 大学進学者全体」より5ポイント以上低い

																												※「2019年 大学進学者全体」より5ポイント以上高い数値に網掛け

																												※「＊」は該当選択肢なし ガイトウ センタクシ



セル数ーセル幅対応表
(無回答を除く)
３以下：１４．０
４　　：１２．０
５　　：　９．５
６　　：　８．５
７　　：　８．５
８　　：　８．０
９　　：　８．０
１０　：　７．５
１１　：　７．５
１２　：　７．０
１３　：　６．５
１４　：　６．０
１５　：　５．５
１６　：　５．３３
１７　：　５．０
１８　：　４．８３
１９以上：４．５０


2013年 大学進学者全体	38	65.2	76.2	2016年 大学進学者全体	46.5	69.2	74.3	2019年 大学進学者全体	47.3	71.5	71.400000000000006	男子	41.3	64.2	64.5	女子	52.8	77.90	0000000000006	77.5	









今回データ
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												調査数



		8981		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0148
				Q9-a-1～3. 学校主催イベント参加経験

		8982		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		参加した		参加しなかった		無回答

		8983		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		93.9

		8984		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》		0		0

		8985		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北海道		60		83.3

		8986		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 東北		105		96.2

		8987		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北関東・甲信越		200		95.5

		8988		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 南関東		595		96.3

		8989		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 東海		275		92

		8990		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 北陸		49		91.8

		8991		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 関西		370		94.6

		8992		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 中国・四国		185		91.4

		8993		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 九州・沖縄		222		91.4

		8994		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 大都市圏		1023		95.2

		8995		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 大都市圏以外		1038		92.6

		8996		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》		0		0

		8997		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 男子		976		91.7

		8998		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 女子		1086		95.9

		8999		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》		0		0

		9000		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		703		93.2

		9001		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		925		93.7

		9002		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		318		96.5

		9003		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		92		94.6

		9004		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		2		100

		9005		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		1628		93.5

		9006		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		412		96.1

		9007		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》		0		0

		9008		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 一般、センター・計		1179		92.2

		9009		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   一般入試		1029		92.3

		9010		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   センター入試		150		91.3

		9011		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ＡＯ、推薦入試・計		809		96.7

		9012		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 ※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		95.8

		9013		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   ＡＯ		183		97.8

		9014		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   公募推薦		245		94.3

		9015		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   自己推薦		27		96.3

		9016		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						   指定校推薦		354		97.7

		9017		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 その他		57		86

		9018		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》		0		0

		9019		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系		1096		93.7

		9020		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系		875		94.2

		9021		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない		75		94.7

		9022		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》		0		0

		9023		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系・男性		430		90.9

		9024		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 文系・女性		666		95.5

		9025		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系・男性		498		92.6

		9026		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 理系・女性		377		96.3

		9027		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない・男性		41		90.2

		9028		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 どちらでもない・女性		34		100

		9029		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》		0		0

		9030		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第1希望		1108		93.3

		9031		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第2希望		492		94.9

		9032		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第3希望		237		92

		9033		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第4希望		106		95.3

		9034		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第5希望		56		94.6

		9035		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 それ以下		49		100

		9036		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 第1希望志望以外・計		940		94.5

































		9092		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0180
				Q9-a-1～3. 学校主催イベント参加経験

		9093		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		高校１年生		高校２年生		高校３年生		高校３年間ＴＯＴＡＬ		無回答

		9094		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		47.3		71.5		71.4		93.9		6.1

		9095		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		9096		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		60		23.3		60		55		83.3		16.7

		9097		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		105		64.8		69.5		71.4		96.2		3.8

		9098		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		200		52.5		72.5		74		95.5		4.5

		9099		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		595		55.8		79.3		78.5		96.3		3.7

		9100		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		275		36.4		69.1		69.5		92		8

		9101		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		49		44.9		69.4		55.1		91.8		8.2

		9102		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		370		46.8		68.6		74.6		94.6		5.4

		9103		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		185		47		69.7		60.5		91.4		8.6

		9104		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		222		33.3		63.1		64		91.4		8.6

		9105		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		1023		49.6		75.1		76.6		95.2		4.8

		9106		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		1038		45.1		67.9		66.2		92.6		7.4

		9107		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		9108		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		976		41.3		64.2		64.5		91.7		8.3

		9109		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1086		52.8		77.9		77.5		95.9		4.1

		9110		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		9111		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		53.3		76.5		60.3		93.2		6.8

		9112		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		46.6		70.6		74.1		93.7		6.3

		9113		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		40.6		65.4		84.6		96.5		3.5

		9114		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		34.8		66.3		84.8		94.6		5.4

		9115		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		50		100		100		0

		9116		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		49.5		73.2		68.1		93.5		6.5

		9117		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		39.3		65.5		84.7		96.1		3.9

		9118		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		9119		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		1179		49.9		71.8		60.2		92.2		7.8

		9120		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  一般入試		1029		50.5		72.8		58.8		92.3		7.7

		9121		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  センター入試		150		45.3		65.3		70		91.3		8.7

		9122		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		809		44.3		71.2		87.4		96.7		3.3

		9123		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		455		43.3		71		87.5		95.8		4.2

		9124		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  ＡＯ		183		39.3		68.3		92.3		97.8		2.2

		9125		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  公募推薦		245		44.9		72.7		83.7		94.3		5.7

		9126		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  自己推薦		27		55.6		74.1		88.9		96.3		3.7

		9127		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  指定校推薦		354		45.5		71.5		87.3		97.7		2.3

		9128		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		57		40.4		64.9		70.2		86		14

		9129		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		9130		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1096		46.8		70.7		75.2		93.7		6.3

		9131		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		875		49.4		74.3		65		94.2		5.8

		9132		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		75		29.3		53.3		90.7		94.7		5.3

		9133		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		9134		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		430		38.1		60		70.7		90.9		9.1

		9135		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		666		52.4		77.6		78.1		95.5		4.5

		9136		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		498		45.6		70.3		57.4		92.6		7.4

		9137		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		377		54.4		79.6		75.1		96.3		3.7

		9138		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		41		22		41.5		85.4		90.2		9.8

		9139		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		38.2		67.6		97.1		100		0

		9140		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		9141		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1108		45		69.7		75.2		93.3		6.7

		9142		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		492		49.4		73.2		69.1		94.9		5.1

		9143		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		237		47.7		70.9		61.2		92		8

		9144		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		106		43.4		73.6		63.2		95.3		4.7

		9145		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		56		55.4		73.2		62.5		94.6		5.4

		9146		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		75.5		85.7		79.6		100		0

		9147		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		940		50		73.3		66.6		94.5		5.5

																																																																																																																																																																																																								





時系列データ
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		4444		1105センサス全国_大学1_%						#0130
				Q6-a-1～3.学校主催イベント参加経験高校3年間ＴＯＴＡＬ						Q6-a-1～3.学校主催イベント参加経験高校3年間ＴＯＴＡＬ

		4445		1105センサス全国_大学1_%								調査数		参加した						高校１年生		高校２年生		高校３年生		高校３年間ＴＯＴＡＬ		無回答

								*		*		*		*		*		*

		3143		090529センサス全国_大学1_%						2009年 大学進学者全体 ネン		8481		87.8						22.8		51.2		72.7		87.8		12.2

		4446		1105センサス全国_大学1_%						2011年 大学進学者全体 ネン		7502		92.1						34.7		63.1		77.9		92.1		7.9

		5474		1305センサス全国_大学1_%						2013年 大学進学者全体 ネン		3256		93.4						38		65.2		76.2		93.4		6.6

		8983		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年 大学進学者全体 ネン		3051		94.2						46.5		69.2		74.3		94.2		5.8

		9094		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						2019年 大学進学者全体 ネン		2071		93.9						47.3		71.5		71.4		93.9		6.1

		↓07年集計 ネン シュウケイ

		7395		0704センサス大学_%						#0122		【大学進学者】		Q4.学校主催イベント参加経験

		7396		0704センサス大学_%								調査数		参加した		参加しなかった		無回答

		7397		0704センサス大学_%						全体		6390		82.4		15		2.6

		7410		0704センサス大学_%						《高校タイプ別》

		7411		0704センサス大学_%						Ａタイプ		1435		76.3		21.5		2.2

		7412		0704センサス大学_%						Ｂタイプ		3094		83.4		14.2		2.5

		7413		0704センサス大学_%						Ｃタイプ		1357		85.6		11.2		3.2

		7414		0704センサス大学_%						Ｄタイプ		378		88.4		9.8		1.9

		7415		0704センサス大学_%						Ｅタイプ		28		82.1		14.3		3.6

		↓09年集計 ネン シュウケイ																		#0101
		#0102
		#0103


		3141		090529センサス全国_大学1_%						#0104
				Q4-a-1～3.学校主催イベント参加経験高校3年間ＴＯＴＡＬ						Q4-a-1. 学校主催イベント参加経験  高校1年		Q4-a-2. 学校主催イベント参加経験  高校2年		Q4-a-3. 学校主催イベント参加経験  高校3年												#0104
				Q4-a-1～3. 学校主催イベント参加経験  高校3年間ＴＯＴＡＬ

		3142		090529センサス全国_大学1_%								調査数		参加した		参加しなかった		無回答		高校１年生		高校２年生		高校３年生		高校３年間ＴＯＴＡＬ		無回答										調査数		参加した		参加しなかった		無回答

		3143		090529センサス全国_大学1_%						大学進学者全体		8481		87.8		10.1		2.1		22.8		51.2		72.7		87.8		12.2								大学進学者全体		8481		7443		859		179

		↓11年集計 ネン シュウケイ

		4444		1105センサス全国_大学1_%						#0130
				Q6-a-1～3.学校主催イベント参加経験高校3年間ＴＯＴＡＬ						Q6-a-1～3.学校主催イベント参加経験高校3年間ＴＯＴＡＬ

		4445		1105センサス全国_大学1_%								調査数		参加した						高校１年生		高校２年生		高校３年生		高校３年間ＴＯＴＡＬ		無回答

		4446		1105センサス全国_大学1_%						大学進学者全体		7502		92.1						34.7		63.1		77.9		92.1		7.9

		4460		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		4461		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		2192		90.1						42.4		69.3		68.1		90.1		9.9

		4462		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3411		93						34		64.5		79.6		93		7

		4463		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1354		92.8						28		53.4		85.4		92.8		7.2

		4464		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		460		92.6						23.5		52.2		88.5		92.6		7.4

		4465		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		22		100						22.7		50		81.8		100		0



		↓13年集計 ネン シュウケイ

		5472		1305センサス全国_大学1_%						#0134
				Q6-a-1～3.学校主催イベント参加経験高校3年間ＴＯＴＡＬ						Q6-a-1～3.学校主催イベント参加経験高校3年間ＴＯＴＡＬ

		5473		1305センサス全国_大学1_%								調査数		参加した						高校１年生		高校２年生		高校３年生		高校３年間ＴＯＴＡＬ		無回答

		5474		1305センサス全国_大学1_%						大学進学者全体		3256		93.4						38		65.2		76.2		93.4		6.6

		5490		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		5491		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		970		91.4						45.1		70		65.7		91.4		8.6

		5492		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		1479		94.1						38		68		77.8		94.1		5.9

		5493		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		572		94.6						30.6		56.3		84.6		94.6		5.4

		5494		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		195		95.4						23.6		49.2		91.3		95.4		4.6

		5495		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		100						0		20		100		100		0



		↓16年集計 ネン シュウケイ

		8981		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0148
				Q6-a-1～3. 学校主催イベント参加経験  高校3年間ＴＯＴＡＬ						Q6-a-1～3. 学校主催イベント参加経験  高校3年間ＴＯＴＡＬ

		8982		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		参加した		参加しなかった		無回答		高校１年生		高校２年生		高校３年生		高校３年間ＴＯＴＡＬ		無回答

		8983		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		3051		94.2						46.5		69.2		74.3		94.2		5.8

		8999		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》		0		0

		9000		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		906		92.8						56.1		73.4		63.4		92.8		7.2

		9001		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1480		94.9						46.1		71.1		76.1		94.9		5.1

		9002		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		452		94.7						33.4		60.4		85.6		94.7		5.3

		9003		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		171		94.2						36.3		57.3		87.7		94.2		5.8

		9004		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		100						―		―		100		100		―

		9005		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2386		94.1						49.9		72		71.3		94.1		5.9

		9006		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		628		94.6						33.9		59.1		86.3		94.6		5.4

		↓19年集計 ネン シュウケイ

		9092		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0180
				Q9-a-1～3. 学校主催イベント参加経験

		9093		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		調査数		参加した				高校１年生		高校２年生		高校３年生		高校３年間ＴＯＴＡＬ		無回答

		9094		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2071		93.9						47.3		71.5		71.4		93.9		6.1

		9110		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		9111		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		703		93.2						53.3		76.5		60.3		93.2		6.8

		9112		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		925		93.7						46.6		70.6		74.1		93.7		6.3

		9113		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		318		96.5						40.6		65.4		84.6		96.5		3.5

		9114		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		92		94.6						34.8		66.3		84.8		94.6		5.4

		9115		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		100						50		50		100		100		0

		9116		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1628		93.5						49.5		73.2		68.1		93.5		6.5

		9117		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		412		96.1						39.3		65.5		84.7		96.1		3.9







■オープンキャンパス参加のべ校数（大学進学者のうちオープンキャンパス参加者／単一回答）
※各学年ごとのオープンキャンパス参加校数の合計 (%)

１校 ２校 ３校 ４校 ５校以上 無回答

●凡例

2019年　大学進学者全体 (n=1944) 3.9

2016年　大学進学者全体 (n=2875) 3.8

2013年　大学進学者全体 (n=3042) 3.7

【2019年 属性別】

高校所在

エリア別
大都市圏 (n=974) 4.6

大都市圏以外 (n=961) 3.2

男女別 男子 (n=895) 3.3

女子 (n=1041) 4.4

入試方法別 一般、センター・計 (n=1087) 3.6

ＡＯ、推薦入試・計 (n=782) 4.3

平均

参加

校数
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11.2

13.4

13.1

11.4

31.3

29.9

27.7

42.0

20.5

23.9

37.7

26.4

38.4

1.1

1.5

1.6

1.3

0.9

1.7

0.7

1.1

1.3

【オープンキャンパスの参加校数】

■参加校数は平均3.9校。前々回調査より連続で増加
・2013年 3.7校 →2016年 3.8校 → 2019年 3.9校

■大都市圏は平均4.6校参加しており、大都市圏以外平均3.2校を上回る
・参加校数の内訳をみると、大都市圏は“5校以上”参加が42.0％に対して、大都市圏以外は

20.5％にとどまる。

■女子は男子より参加校数が多い
・平均参加校数 女子 4.4校 ＞ 男子 3.3校（+1.1校）

■AO・推薦層の約4割は5校以上オープンキャンパスに参加
・参加校数5校以上 AO・推薦層 38.4％ ＞ 一般・センター層 26.4％（+12.0ポイント）

６


グラフ
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						0		7		0				１校		２校		３校		４校		５校以上		無回答				平均
参加
校数

						#0185
		8		Q9-b-1～3. 学校主催イベント参加校数  高校3年間ＴＯＴＡＬ

								9		0		調査数		１校		２校		３校		４校		５校以上		無回答				平均参加校数

								9		0		0		《ｾﾚｸﾄ条件	:Q9-a-1～3のいずれか=1》		0		0		0		0		0				0

												●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1

		1905センサス全国_大学1_%				2019年　大学進学者全体		14		2019年　大学進学者全体		1944		16.0		20.2		18.9		12.4		31.3		1.1				3.87

		1605センサス全国_大学1_%				2016年　大学進学者全体		13		2016年　大学進学者全体		2875		17.4		21.0		18.9		11.3		29.9		1.5				3.76

		1305センサス全国_大学1_%				2013年　大学進学者全体		12		2013年　大学進学者全体		3042		18.4		20.8		18.7		12.9		27.7		1.6				3.66

		1105センサス全国_大学1_%				2011年　大学進学者全体		11		2011年　大学進学者全体		6912		18.1		21.8		17.7		13.0		28.6		0.8				3.73

		090529センサス全国_大学1_%				2009年　大学進学者全体		10		2009年　大学進学者全体		7443		22.6		21.1		18.0		12.1		26.1		0.2				3.5

		090529センサス全国_大学1_%				2007年　大学進学者全体		10		2009年　大学進学者全体		7443		22.6		21.1		18.0		12.1		26.1		0.2				3.5

		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		1944		16.0		20.2		18.9		12.4		31.3		1.1				3.87

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウ ショザイ ベツ		13		北海道		50		28.0		38.0		8.0		14.0		10.0		2.0				2.45

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		101		16.8		25.7		22.8		13.9		18.8		2.0				3.11

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		191		11.0		18.3		22.0		17.3		31.4		―				3.81

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		573		8.0		12.7		17.3		10.6		50.1		1.2				5.15

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		253		19.8		19.4		22.5		11.5		25.7		1.2				3.5

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		45		26.7		22.2		31.1		6.7		13.3		―				2.71

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		350		15.4		20.9		17.1		14.9		30.6		1.1				3.77

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		169		22.5		25.4		20.1		12.4		17.2		2.4				3.04

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		203		29.6		30.5		15.8		9.9		13.8		0.5				2.65

								22		大都市圏		974		11.7		15.8		16.8		12.3		42.0		1.3				4.59

								23		大都市圏以外		961		20.6		24.6		20.9		12.5		20.5		0.9				3.15

		★				男女別 ダンジョ ベツ		25		男子		895		21.7		23.9		17.7		11.2		23.9		1.7				3.3

		★						26		女子		1041		11.3		17.0		19.9		13.4		37.7		0.7				4.36

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイ タン シンガク リツ ベツ		28		95％以上		655		16.5		22.3		18.2		11.8		29.9		1.4				3.77

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		867		16.0		19.4		19.5		11.6		32.4		1.0				3.97

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		307		16.3		16.3		17.6		14.7		33.9		1.3				3.98

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		87		13.8		26.4		19.5		14.9		25.3		―				3.44

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		50.0		―		―		―		50.0		―				5

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		1522		16.2		20.6		18.9		11.7		31.3		1.2				3.88

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		396		15.9		18.4		17.9		14.6		32.1		1.0				3.86

						文理別 ブンリ ベツ		47		文系		1027		15.9		17.5		18.5		13.0		34.0		1.1				4.02

								48		理系		824		16.7		22.8		19.2		11.8		28.2		1.3				3.67

								49		どちらでもない		71		12.7		29.6		19.7		11.3		26.8		―				3.85

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		36		一般、センター・計		1087		19.2		21.9		18.3		13.1		26.4		1.1				3.57

						入試
方法別 ニュウシ ホウホウ ベツ		37		  一般入試		950		19.1		22.1		17.8		13.4		26.5		1.2				3.58

								38		  センター入試		137		20.4		20.4		21.9		10.9		25.5		0.7				3.52

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		782		11.3		18.0		19.7		11.4		38.4		1.3				4.29

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		436		12.4		17.9		21.1		11.7		35.1		1.8				4.18

								41		  ＡＯ		179		13.4		18.4		21.2		10.6		34.1		2.2				4.11

								42		  公募推薦		231		12.6		17.7		20.8		13.0		34.2		1.7				4.18

								43		  自己推薦		26		3.8		15.4		23.1		7.7		50.0		―				4.77

								44		  指定校推薦		346		9.8		18.2		17.9		11.0		42.5		0.6				4.42

								45		その他		49		16.3		22.4		14.3		14.3		32.7		―				3.86

						志望
順位別 シボウ ジュンイ ベツ		58		第1希望		1034		16.0		20.5		19.3		11.2		31.8		1.2				3.9

								64		第1希望志望以外・計		888		16.2		19.8		18.0		14.1		30.9		1.0				3.85





						■オープンキャンパス参加のべ校数（大学進学者のうちオープンキャンパス参加者／単一回答） サンカ コウスウ シャ サンカシャ

																		※各学年ごとのオープンキャンパス参加校数の合計 カクガクネン サンカ コウ スウ ゴウケイ												(%)



														ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

														１校		２校		３校		４校		５校以上		無回答				平均
参加
校数

												●凡例

						2019年　大学進学者全体						(n=??1944)																3.9

						2016年　大学進学者全体						(n=??2875)																3.8

						2013年　大学進学者全体						(n=??3042)																3.7

						2011年　大学進学者全体						(n=??6912)																3.7

						2009年　大学進学者全体						(n=??7443)																3.5

						2007年　大学進学者全体						(n=??7443)																3.5

						参考：2007年　大学進学者全体						(n=??7443)																3.5

						【2019年 属性別】 ネン ゾクセイ ベツ

		1905センサス全国_大学1_%		0				大学進学者全体				(n=??1944)																3.9

		非表示		0		高校所在
エリア別		北海道				(n=??50)																2.5

		非表示		0				東北				(n=??101)																3.1

		非表示		0				北関東・甲信越				(n=??191)																3.8

		非表示		0				南関東				(n=??573)																5.2

		非表示		0				東海				(n=??253)																3.5

		非表示		0				北陸				(n=??45)																2.7

		非表示		0				関西				(n=??350)																3.8

		非表示		0				中国・四国				(n=??169)																3.0

		非表示		0				九州・沖縄				(n=??203)																2.7

		0				高校所在
エリア別		大都市圏				(n=??974)																4.6

		0						大都市圏以外				(n=??961)																3.2

		★				男女別		男子				(n=??895)																3.3

		★						女子				(n=??1041)																4.4

		非表示				大短
進学率別		95％以上				(n=??655)																3.8

		非表示						70～95％未満				(n=??867)																4.0

		非表示						40～70％未満				(n=??307)																4.0

		非表示						10～40％未満				(n=??87)																3.4

		非表示						10％未満				(n=??2)																5.0

		非表示						70％以上・計				(n=??1522)																3.9

		非表示						70％未満・計				(n=??396)																3.9

		0				文理別		文系				(n=??1027)																4.0

		0						理系				(n=??824)																3.7

		0						どちらでもない				(n=??71)																3.9

		非表示				入試方法別		一般、センター・計				(n=??1087)																3.6

		0				入試
方法別		  一般入試				(n=??950)																3.6

		0						  センター入試				(n=??137)																3.5

		非表示						ＡＯ、推薦入試・計				(n=??782)																4.3

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				(n=??436)																4.18

		0						  ＡＯ				(n=??179)																4.11

		0						  公募推薦				(n=??231)																4.18

		0						  自己推薦				(n=??26)																4.77

		0						  指定校推薦				(n=??346)																4.42













1	16	17.399999999999999	18.399999999999999	11.7	20.6	21.7	11.3	19.2	11.3	







1	20.2	21	20.8	15.8	24.6	23.9	17	21.9	18	







1	18.899999999999999	18.899999999999999	18.7	16.8	20.9	17.7	19.899999999999999	18.3	19.7	





1	12.4	11.3	12.9	12.3	12.5	11.2	13.4	13.1	11.4	











1	31.3	29.9	27.7	42	20.5	23.9	37.700000000000003	26.4	38.4	



1	1.1000000000000001	1.5	1.6	1.3	0.9	1.7	0.7	1.1000000000000001	1.3	



≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75



今回データ
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												調査数

		9331		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0185
				Q9-b-1～3. 学校主催イベント参加校数  高校3年間ＴＯＴＡＬ

		9332		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q9-a-1～3のいずれか=1》

		9333		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		１校		２校		３校		４校		５～９校		10校以上		無回答		５校以上		平均参加校数

		9334		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		1944		16		20.2		18.9		12.4		27.6		3.7		1.1		31.3		3.87

		9335		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		9336		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		50		28		38		8		14		10		0		2		10		2.45

		9337		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		101		16.8		25.7		22.8		13.9		18.8		0		2		18.8		3.11

		9338		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		191		11		18.3		22		17.3		28.8		2.6		0		31.4		3.81

		9339		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		573		8		12.7		17.3		10.6		41.9		8.2		1.2		50.1		5.15

		9340		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		253		19.8		19.4		22.5		11.5		24.1		1.6		1.2		25.7		3.5

		9341		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		45		26.7		22.2		31.1		6.7		13.3		0		0		13.3		2.71

		9342		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		350		15.4		20.9		17.1		14.9		27.1		3.4		1.1		30.6		3.77

		9343		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		169		22.5		25.4		20.1		12.4		16		1.2		2.4		17.2		3.04

		9344		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		203		29.6		30.5		15.8		9.9		12.8		1		0.5		13.8		2.65

		9345		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		974		11.7		15.8		16.8		12.3		36		6		1.3		42		4.59

		9346		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		961		20.6		24.6		20.9		12.5		19		1.5		0.9		20.5		3.15

		9347		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		9348		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		895		21.7		23.9		17.7		11.2		21.7		2.2		1.7		23.9		3.3

		9349		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		1041		11.3		17		19.9		13.4		32.7		5		0.7		37.7		4.36

		9350		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		9351		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		655		16.5		22.3		18.2		11.8		26.1		3.8		1.4		29.9		3.77

		9352		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		867		16		19.4		19.5		11.6		28.3		4.2		1		32.4		3.97

		9353		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		307		16.3		16.3		17.6		14.7		30.9		2.9		1.3		33.9		3.98

		9354		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		87		13.8		26.4		19.5		14.9		23		2.3		0		25.3		3.44

		9355		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		0		50		0		0		50		5

		9356		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1522		16.2		20.6		18.9		11.7		27.3		4		1.2		31.3		3.88

		9357		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		396		15.9		18.4		17.9		14.6		29.3		2.8		1		32.1		3.86

		9358		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		9359		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		1087		19.2		21.9		18.3		13.1		23.5		2.9		1.1		26.4		3.57

		9360		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  一般入試		950		19.1		22.1		17.8		13.4		23.6		2.9		1.2		26.5		3.58

		9361		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  センター入試		137		20.4		20.4		21.9		10.9		22.6		2.9		0.7		25.5		3.52

		9362		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		782		11.3		18		19.7		11.4		33.8		4.6		1.3		38.4		4.29

		9363		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		436		12.4		17.9		21.1		11.7		30.3		4.8		1.8		35.1		4.18

		9364		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  ＡＯ		179		13.4		18.4		21.2		10.6		29.6		4.5		2.2		34.1		4.11

		9365		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  公募推薦		231		12.6		17.7		20.8		13		29.4		4.8		1.7		34.2		4.18

		9366		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  自己推薦		26		3.8		15.4		23.1		7.7		42.3		7.7		0		50		4.77

		9367		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						  指定校推薦		346		9.8		18.2		17.9		11		38.2		4.3		0.6		42.5		4.42

		9368		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		49		16.3		22.4		14.3		14.3		30.6		2		0		32.7		3.86

		9369		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		9370		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		1027		15.9		17.5		18.5		13		29.6		4.4		1.1		34		4.02

		9371		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		824		16.7		22.8		19.2		11.8		25.1		3		1.3		28.2		3.67

		9372		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		71		12.7		29.6		19.7		11.3		25.4		1.4		0		26.8		3.85

		9373		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		9374		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		391		22		20.7		18.2		12.8		21.7		2.6		2		24.3		3.38

		9375		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		636		12.1		15.6		18.7		13.2		34.4		5.5		0.5		39.9		4.4

		9376		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		461		21.5		26.5		16.7		9.8		21.9		2.2		1.5		24.1		3.25

		9377		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		363		10.7		18.2		22.3		14.3		29.2		4.1		1.1		33.3		4.2

		9378		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		37		21.6		24.3		24.3		13.5		16.2		0		0		16.2		2.97

		9379		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		34		2.9		35.3		14.7		8.8		35.3		2.9		0		38.2		4.79

		9380		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		9381		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		1034		16		20.5		19.3		11.2		27.9		3.9		1.2		31.8		3.9

		9382		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		467		16.3		19.7		18.6		14.3		26.8		3.2		1.1		30		3.84

		9383		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		218		18.3		20.6		18.3		13.8		25.2		3.2		0.5		28.4		3.59

		9384		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		101		15.8		20.8		18.8		11.9		29.7		1		2		30.7		3.76

		9385		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		53		15.1		22.6		13.2		9.4		32.1		7.5		0		39.6		4.21

		9386		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		49		8.2		12.2		14.3		22.4		32.7		8.2		2		40.8		4.92

		9387		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		888		16.2		19.8		18		14.1		27.4		3.5		1		30.9		3.85





































































































































































































































時系列データ
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												調査数

		5679		1305センサス全国_大学1_%						#0139
				Q6-b-1～3.学校主催イベント参加校数高校3年間ＴＯＴＡＬ

		5680		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:Q6-a-1～3のいずれか=1》

		5681		1305センサス全国_大学1_%								調査数		１校		２校		３校		４校		５～９校		10校以上		無回答		５校以上		平均参加校数

		3306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		7443		22.6		21.1		18		12.1						0.2		26.1		3.5

		4618		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体		6912		18.1		21.8		17.7		13		24.9		3.7		0.8		28.6		3.73

		5682		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体		3042		18.4		20.8		18.7		12.9		24.1		3.6		1.6		27.7		3.66

		9283		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体		2875		17.4		21		18.9		11.3		25.9		4		1.5		29.9		3.76

		9334		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						2019年　大学進学者全体		1944		16		20.2		18.9		12.4		27.6		3.7		1.1		31.3		3.87

		3303		090529センサス全国_大学1_%						#0109
				Q4-b-1～3.学校主催イベント参加校数高校3年間ＴＯＴＡＬ

		3304		090529センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:Q4-a-1～3のいずれか=1》

		3305		090529センサス全国_大学1_%								調査数		１校		２校		３校		４校						無回答		５校以上		平均参加校数

		3306		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		7443		22.6		21.1		18		12.1						0.2		26.1		3.5

		3320		090529センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		3321		090529センサス全国_大学1_%						95％以上		1537		22.9		21.9		17.2		11.5						0.3		26.3		3.48

		3322		090529センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3468		21.1		19.7		17.3		12.8						0.1		29		3.66

		3323		090529センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1593		23.1		22.5		20.3		11.3						0.1		22.7		3.36

		3324		090529センサス全国_大学1_%						10～40％未満		661		27.7		23.9		18.6		11						0		18.8		3.09

		3325		090529センサス全国_大学1_%						10％未満		35		42.9		28.6		17.1		8.6						0		2.9		2.09

		4615		1105センサス全国_大学1_%						#0135
				Q6-b-1～3.学校主催イベント参加校数高校3年間ＴＯＴＡＬ

		4616		1105センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:Q6-a-1～3のいずれか=1》

		4617		1105センサス全国_大学1_%								調査数		１校		２校		３校		４校		５～９校		10校以上		無回答		５校以上		平均参加校数

		4618		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体		6912		18.1		21.8		17.7		13		24.9		3.7		0.8		28.6		3.73

		4632		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		4633		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		1976		17.9		19.9		16.3		14.7		26.2		4.1		0.9		30.3		3.83

		4634		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		3173		17.4		21.5		17.6		12.7		25.9		4.1		0.9		30		3.81

		4635		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1256		18.9		24		18.9		12		22.5		2.7		0.8		25.2		3.5

		4636		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		426		22.3		26.1		19.7		9.4		19.2		2.6		0.7		21.8		3.36

		4637		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		22		27.3		36.4		18.2		13.6		4.5		0		0		4.5		2.36

		5679		1305センサス全国_大学1_%						#0139
				Q6-b-1～3.学校主催イベント参加校数高校3年間ＴＯＴＡＬ

		5680		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:Q6-a-1～3のいずれか=1》

		5681		1305センサス全国_大学1_%								調査数		１校		２校		３校		４校		５～９校		10校以上		無回答		５校以上		平均参加校数

		5682		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体		3042		18.4		20.8		18.7		12.9		24.1		3.6		1.6		27.7		3.66

		5698		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		5699		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		887		18		20.4		17.7		12.9		25.7		3.3		2		29		3.77

		5700		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		1392		16.7		19.8		18.5		13.4		26.1		4.1		1.5		30.2		3.78

		5701		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		541		21.4		23.3		19.8		11.8		19.8		3		0.9		22.7		3.33

		5702		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		186		23.7		22.6		22.6		12.4		14		2.7		2.2		16.7		3.12

		5703		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		60		20		0		20		0		0		0		0		1.8

		9280		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0153
				Q6-b-1～3. 学校主催イベント参加校数  高校3年間ＴＯＴＡＬ																																																																																																																																																																																										

		9282		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		１校		２校		３校		４校		５～９校		10校以上		無回答		５校以上		平均参加校数																																																																																																																																																																										

		9283		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		2875		17.4		21		18.9		11.3		25.9		4		1.5		29.9		3.76																																																																																																																																																																										

		9299		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》																																																																																																																																																																																														

		9300		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 95％以上		841		17.5		21.5		18.7		11.8		24.1		3.8		2.6		27.9		3.7																																																																																																																																																																										

		9301		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70～95％未満		1405		16.2		20.3		19		11.9		27.1		4.6		0.9		31.7		3.89																																																																																																																																																																										

		9302		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 40～70％未満		428		18.2		23.1		20.3		9.8		25		2.8		0.7		27.8		3.53																																																																																																																																																																										

		9303		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10～40％未満		161		23.6		16.8		18		8.1		28.6		2.5		2.5		31.1		3.65																																																																																																																																																																										

		9304		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 10％未満		5		40		40		―		20		―		―		―		―		2																																																																																																																																																																										

		9305		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％以上・計		2246		16.7		20.7		18.9		11.8		26		4.3		1.6		30.3		3.82																																																																																																																																																																										

		9306		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						 70％未満・計		594		19.9		21.5		19.5		9.4		25.8		2.7		1.2		28.5		3.55																																																																																																																																																																										

		9331		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0185
				Q9-b-1～3. 学校主催イベント参加校数  高校3年間ＴＯＴＡＬ

		9332		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q9-a-1～3のいずれか=1》

		9333		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		１校		２校		３校		４校		５～９校		10校以上		無回答		５校以上		平均参加校数

		9334		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		1944		16		20.2		18.9		12.4		27.6		3.7		1.1		31.3		3.87

		9350		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		9351		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		655		16.5		22.3		18.2		11.8		26.1		3.8		1.4		29.9		3.77

		9352		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		867		16		19.4		19.5		11.6		28.3		4.2		1		32.4		3.97

		9353		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		307		16.3		16.3		17.6		14.7		30.9		2.9		1.3		33.9		3.98

		9354		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		87		13.8		26.4		19.5		14.9		23		2.3		0		25.3		3.44

		9355		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		0		0		0		50		0		0		50		5

		9356		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1522		16.2		20.6		18.9		11.7		27.3		4		1.2		31.3		3.88

		9357		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		396		15.9		18.4		17.9		14.6		29.3		2.8		1		32.1		3.86





図表タイトル

		0201		■性別（大学進学者／単一回答）

		0202		■高校所在エリア（大学進学者／単一回答）

		0203		■高校設置者（大学進学者／単一回答）

		0204		■大学進学率区分（大学進学者／単一回答）

		0205		■文理の志向（大学進学者／単一回答）



		0301		■検討した進路（大学進学者／複数回答）

				■高校卒業後の進路（大学進学者／単一回答）

		0303		■進学先学校　所在エリア（大学進学者／単一回答）

		0304		■進学先学校設置者（大学進学者／単一回答）

		0305		■進学先分野＜大学＞（大学進学者／単一回答）

		0308		■進学先学校の志望順位（大学進学者／単一回答）

				■希望進路の移り変わり　2016年（大学進学者／各単一回答）

				■参考）希望進路の移り変わり　2013年（大学進学者／各単一回答）

				■参考）希望進路の移り変わり　2011年（大学進学者／各単一回答）

				■参考）希望進路の移り変わり　2009年（大学進学者／各単一回答）

				■参考）希望進路の移り変わり　2007年（大学進学者／各単一回答）

				■参考）希望進路の移り変わり　1999年（大学進学者／各単一回答）

		1108		■希望進路の移り変わり　：「大学希望」割合の変化（大学進学者／各単一回答）



		13011		■進路選択行動＜進学か就職かを決めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13012		■進路選択行動＜進学か就職かを決めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13013		■進路選択行動＜進学か就職かを決めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13014		■進路選択行動＜進学か就職かを決めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13015		■進路選択行動＜進学か就職かを決めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13021		■進路選択行動＜大学・短大・専門学校などを決めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13022		■進路選択行動＜大学・短大・専門学校などを決めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13023		■進路選択行動＜大学・短大・専門学校などを決めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13024		■進路選択行動＜大学・短大・専門学校などを決めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13025		■進路選択行動＜大学・短大・専門学校などを決めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13031		■進路選択行動＜学んでみたい分野を考え始めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13032		■進路選択行動＜学んでみたい分野を考え始めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13033		■進路選択行動＜学んでみたい分野を考え始めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13034		■進路選択行動＜学んでみたい分野を考え始めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13035		■進路選択行動＜学んでみたい分野を考え始めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13041		■進路選択行動＜学んでみたい分野を決めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13042		■進路選択行動＜学んでみたい分野を決めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13043		■進路選択行動＜学んでみたい分野を決めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13044		■進路選択行動＜学んでみたい分野を決めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13045		■進路選択行動＜学んでみたい分野を決めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13051		■進路選択行動＜文系か理系かを決めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13052		■進路選択行動＜文系か理系かを決めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13053		■進路選択行動＜文系か理系かを決めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13054		■進路選択行動＜文系か理系かを決めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13055		■進路選択行動＜文系か理系かを決めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13061		■進路選択行動＜どんな学校があるかを調べ始めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13062		■進路選択行動＜どんな学校があるかを調べ始めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13063		■進路選択行動＜どんな学校があるかを調べ始めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13064		■進路選択行動＜どんな学校があるかを調べ始めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13065		■進路選択行動＜どんな学校があるかを調べ始めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13071		■進路選択行動＜興味を持った学校の資料請求をした時期＞（大学進学者／単一回答）

		13072		■進路選択行動＜興味を持った学校の資料請求をした時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13073		■進路選択行動＜興味を持った学校の資料請求をした時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13074		■進路選択行動＜興味を持った学校の資料請求をした時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13075		■進路選択行動＜興味を持った学校の資料請求をした時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13081		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13082		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13083		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13084		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13085		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13091		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13092		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13093		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13094		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13095		■進路選択行動＜受験する科目を決めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13101		■進路選択行動＜個別の進路指導が最初に行われた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13102		■進路選択行動＜個別の進路指導が最初に行われた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13103		■進路選択行動＜個別の進路指導が最初に行われた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13104		■進路選択行動＜個別の進路指導が最初に行われた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13105		■進路選択行動＜個別の進路指導が最初に行われた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13111		■進路選択行動＜最終的に入学した学校の名前を初めて知った時期＞（大学進学者／単一回答）

		13112		■進路選択行動＜最終的に入学した学校の名前を初めて知った時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13113		■進路選択行動＜最終的に入学した学校の名前を初めて知った時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13114		■進路選択行動＜最終的に入学した学校の名前を初めて知った時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13115		■進路選択行動＜最終的に入学した学校の名前を初めて知った時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13121		■進路選択行動＜最終的に入学した学校に関心を持った時期＞（大学進学者／単一回答）

		13122		■進路選択行動＜最終的に入学した学校に関心を持った時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13123		■進路選択行動＜最終的に入学した学校に関心を持った時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13124		■進路選択行動＜最終的に入学した学校に関心を持った時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13125		■進路選択行動＜最終的に入学した学校に関心を持った時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13131		■進路選択行動＜入学した学校の入試方法を知った時期＞（大学進学者／単一回答）

		13132		■進路選択行動＜入学した学校の入試方法を知った時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13133		■進路選択行動＜入学した学校の入試方法を知った時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13134		■進路選択行動＜入学した学校の入試方法を知った時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13135		■進路選択行動＜入学した学校の入試方法を知った時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13141		■進路選択行動＜最終的な入学校（浪人すること）を決めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13142		■進路選択行動＜最終的な入学校（浪人すること）を決めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13143		■進路選択行動＜最終的な入学校（浪人すること）を決めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13144		■進路選択行動＜最終的な入学校（浪人すること）を決めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13145		■進路選択行動＜最終的な入学校（浪人すること）を決めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13151		■進路選択行動＜将来の仕事について考え始めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13152		■進路選択行動＜将来の仕事について考え始めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13153		■進路選択行動＜将来の仕事について考え始めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13154		■進路選択行動＜将来の仕事について考え始めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13155		■進路選択行動＜将来の仕事について考え始めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		13181		■進路選択行動＜第一志望の学校を受験校に決めた時期＞（大学進学者／単一回答）

		13182		■進路選択行動＜第一志望の学校を受験校に決めた時期＞【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		13183		■進路選択行動＜第一志望の学校を受験校に決めた時期＞【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		13184		■進路選択行動＜第一志望の学校を受験校に決めた時期＞【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		13185		■進路選択行動＜第一志望の学校を受験校に決めた時期＞【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		1401		■大学出願状況（興味、資料請求、出願校数、出願件数）　▽興味を持った校数（大学進学者／各単一回答）

		1402		■大学出願状況（興味、資料請求、出願校数、出願件数）　▽資料請求校数（大学進学者／各単一回答）

		1403		■大学出願状況（興味、資料請求、出願校数、出願件数）　▽出願校数（大学進学者／各単一回答）

		1404		■大学出願状況（興味、資料請求、出願校数、出願件数）　▽のべ出願件数（大学進学者／各単一回答）

		1405		■出願校数分布＜大学＞（大学進学者／各単一回答）



		1501		■推薦入試　検討率（大学進学者／各単一回答）

		1502		■推薦入試　受験率（大学進学者／各単一回答）

		1503		■推薦入試　検討率【大学進学率95％以上】（大学進学者／各単一回答）

		1504		■推薦入試　受験率【大学進学率95％以上】（大学進学者／各単一回答）

		1505		■推薦入試　検討率【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／各単一回答）

		1506		■推薦入試　受験率【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／各単一回答）

		1507		■推薦入試　検討率【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／各単一回答）

		1508		■推薦入試　受験率【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／各単一回答）

		1509		■推薦入試　検討率【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／各単一回答）

		1510		■推薦入試　受験率【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／各単一回答）



		2101		■進学関連情報の入手経路（大学進学者／単一回答）

		2102		■進学関連情報の入手経路【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		2103		■進学関連情報の入手経路【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		2104		■進学関連情報の入手経路【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		2105		■進学関連情報の入手経路【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		2201		■最も役に立った進学関連情報源（大学進学者／単一回答）

		2202		■最も役に立った進学関連情報源【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		2203		■最も役に立った進学関連情報源【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		2204		■最も役に立った進学関連情報源【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		2205		■最も役に立った進学関連情報源【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		2311		■学校案内・パンフレット入手経路（大学進学者／単一回答）

		2312		■学校案内・パンフレット入手経路【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		2313		■学校案内・パンフレット入手経路【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		2314		■学校案内・パンフレット入手経路【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		2315		■学校案内・パンフレット入手経路【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		2321		■学校案内・パンフレットの請求時期（大学進学者／単一回答）

		2322		■学校案内・パンフレットの請求時期【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		2323		■学校案内・パンフレットの請求時期【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		2324		■学校案内・パンフレットの請求時期【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		2325		■学校案内・パンフレットの請求時期【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		2401		■願書の請求・購入時期（大学進学者／単一回答）

		2402		■願書の請求・購入時期【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		2403		■願書の請求・購入時期【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		2404		■願書の請求・購入時期【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		2405		■願書の請求・購入時期【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		3111		■学校主催イベント参加経験（大学進学者／各単一回答）



		3121		■進学先校主催イベント参加経験（大学進学者／各単一回答）



		3211		■学校主催イベント参加校数：大学進学者の場合（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3212		■学校主催イベント参加校数：大学進学者の場合【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3213		■学校主催イベント参加校数：大学進学者の場合【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3214		■学校主催イベント参加校数：大学進学者の場合【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3215		■学校主催イベント参加校数：大学進学者の場合【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）



		3221		■学校主催イベント参加回数（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3222		■学校主催イベント参加回数【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3223		■学校主催イベント参加回数【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3224		■学校主催イベント参加回数【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3225		■学校主催イベント参加回数【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）



		3231		■進学先校主催イベント参加回数（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3232		■進学先校主催イベント参加回数【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3233		■進学先校主催イベント参加回数【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3234		■進学先校主催イベント参加回数【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3235		■進学先校主催イベント参加回数【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）



		3411		■学校主催イベント最頻参加時期（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3412		■学校主催イベント最頻参加時期【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3413		■学校主催イベント最頻参加時期【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3414		■学校主催イベント最頻参加時期【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）

		3415		■学校主催イベント最頻参加時期【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／単一回答）



		3421		■進学先校主催イベントへの初回参加時期（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3422		■進学先校主催イベントへの初回参加時期【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3423		■進学先校主催イベントへの初回参加時期【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3424		■進学先校主催イベントへの初回参加時期【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3425		■進学先校主催イベントへの初回参加時期【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3B01		■学校主催イベントに参加したきっかけ（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）

		3B02		■学校主催イベントに参加したきっかけ【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）

		3B03		■学校主催イベントに参加したきっかけ【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）

		3B04		■学校主催イベントに参加したきっかけ【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）

		3B05		■学校主催イベントに参加したきっかけ【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）



		3501		■学校主催イベント同伴者（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）

		3502		■学校主催イベント同伴者【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）

		3503		■学校主催イベント同伴者【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）

		3504		■学校主催イベント同伴者【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）

		3505		■学校主催イベント同伴者【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち学校主催イベント参加者／複数回答）



		3601		■進学先校　主催イベントの認知経路（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3602		■進学先校　主催イベントの認知経路【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3603		■進学先校　主催イベントの認知経路【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3604		■進学先校　主催イベントの認知経路【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3605		■進学先校　主催イベントの認知経路【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）



		3701		■進学先校主催イベントで知りたかったこと（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3702		■進学先校主催イベントで知りたかったこと【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3703		■進学先校主催イベントで知りたかったこと【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3704		■進学先校主催イベントで知りたかったこと【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3705		■進学先校主催イベントで知りたかったこと【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）



		3801		■進学先校主催イベント参加時の志望度合い（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3802		■進学先校主催イベント参加時の志望度合い【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3803		■進学先校主催イベント参加時の志望度合い【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3804		■進学先校主催イベント参加時の志望度合い【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3805		■進学先校主催イベント参加時の志望度合い【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）



		3911		■進学先校　主催イベントの役立ち度（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3912		■進学先校　主催イベントの役立ち度【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3913		■進学先校　主催イベントの役立ち度【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3914		■進学先校　主催イベントの役立ち度【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3915		■進学先校　主催イベントの役立ち度【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）



		3921		■進学先校　主催イベントのよかったところ（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3922		■進学先校　主催イベントのよかったところ【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3923		■進学先校　主催イベントのよかったところ【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3924		■進学先校　主催イベントのよかったところ【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3925		■進学先校　主催イベントのよかったところ【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

		3A01		■進学先校主催イベント不参加理由（大学進学・進学先イベント不参加者／複数回答）

		3A02		■進学先校　主催イベントの役立ち度【大学進学率95％以上】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3A03		■進学先校　主催イベントの役立ち度【大学進学率70～95％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3A04		■進学先校　主催イベントの役立ち度【大学進学率40～70％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		3A05		■進学先校　主催イベントの役立ち度【大学進学率10～40％未満】（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）

		4101		■高校で受けた進路指導内容　a-ｇ　指導実施率（大学進学者／各単一回答）

		4102		■高校で受けた進路指導内容　a-ｇ　指導実施率【大学進学率95％以上】（大学進学者／各単一回答）

		4103		■高校で受けた進路指導内容　a-ｇ　指導実施率【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／各単一回答）

		4104		■高校で受けた進路指導内容　a-ｇ　指導実施率【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／各単一回答）

		4105		■高校で受けた進路指導内容　a-ｇ　指導実施率【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／各単一回答）



		4201		■受けた進路指導の影響度　影響あり・計（大学進学者／各単一回答）

		4202		■受けた進路指導の影響度　影響あり・計【大学進学率95％以上】（大学進学者／各単一回答）

		4203		■受けた進路指導の影響度　影響あり・計【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／各単一回答）

		4204		■受けた進路指導の影響度　影響あり・計【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／各単一回答）

		4205		■受けた進路指導の影響度　影響あり・計【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／各単一回答）



		5111		■進学先検討時の重視項目（大学進学者／複数回答）

		5112		■進学先検討時の重視項目【大学進学率95％以上】（大学進学者／複数回答）

		5113		■進学先検討時の重視項目【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／複数回答）

		5114		■進学先検討時の重視項目【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／複数回答）

		5115		■進学先検討時の重視項目【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／複数回答）



		5121		■進学先検討時の最重視項目（大学進学者／単一回答）

		5122		■進学先検討時の最重視項目【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		5123		■進学先検討時の最重視項目【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		5124		■進学先検討時の最重視項目【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		5125		■進学先検討時の最重視項目【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		5131		■「就職に有利」と感じること（大学進学者／単一回答）

		5132		■「就職に有利」と感じること【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		5133		■「就職に有利」と感じること【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		5134		■「就職に有利」と感じること【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		5135		■「就職に有利」と感じること【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		5141		■進学先校の「国際的な取り組み」に対する重視度（大学進学者／単一回答）

		5142		■進学先校の「国際的な取り組み」に対する重視度【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		5143		■進学先校の「国際的な取り組み」に対する重視度【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		5144		■進学先校の「国際的な取り組み」に対する重視度【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		5145		■進学先校の「国際的な取り組み」に対する重視度【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		5151		■「国際的な取り組みをしている学校」と感じる事柄（大学進学者かつ「国際的な取り組み」重視者ベース／単一回答） コクサイテキ ト ク ジュウシ シャ

		5152		■「国際的な取り組みをしている学校」と感じる事柄【大学進学率95％以上】（大学進学者かつ「国際的な取り組み」重視者ベース／単一回答）

		5153		■「国際的な取り組みをしている学校」と感じる事柄【大学進学率70～95％未満】（大学進学者かつ「国際的な取り組み」重視者ベース／単一回答）

		5154		■「国際的な取り組みをしている学校」と感じる事柄【大学進学率40～70％未満】（大学進学者かつ「国際的な取り組み」重視者ベース／単一回答）

		5155		■「国際的な取り組みをしている学校」と感じる事柄【大学進学率10～40％未満】（大学進学者かつ「国際的な取り組み」重視者ベース／単一回答）



		5201		■進学関連費用への重視度　重視・計（大学進学者／各単一回答）

		5202		■進学関連費用への重視度　重視・計【大学進学率95％以上】（大学進学者／各単一回答）

		5203		■進学関連費用への重視度　重視・計【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／各単一回答）

		5204		■進学関連費用への重視度　重視・計【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／各単一回答）

		5205		■進学関連費用への重視度　重視・計【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／各単一回答）



		5311		■留学意向（大学進学者／単一回答）

		5312		■留学意向【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		5313		■留学意向【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		5314		■留学意向【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		5315		■留学意向【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		5321		■留学したい理由（大学進学者／複数回答）

		5322		■留学したい理由【大学進学率95％以上】（大学進学者／複数回答）

		5323		■留学したい理由【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／複数回答）

		5324		■留学したい理由【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／複数回答）

		5325		■留学したい理由【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／複数回答）



		5331		■留学したいと思わない理由（大学進学者／複数回答）

		5332		■留学したいと思わない理由【大学進学率95％以上】（大学進学者／複数回答）

		5333		■留学したいと思わない理由【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／複数回答）

		5334		■留学したいと思わない理由【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／複数回答）

		5335		■留学したいと思わない理由【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／複数回答）



		5401		■志望校検討時の地元選択志向（大学進学者／単一回答）

		5402		■志望校検討時の地元選択志向【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		5403		■志望校検討時の地元選択志向【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		5404		■志望校検討時の地元選択志向【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		5405		■志望校検討時の地元選択志向【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		5421		■大学・短期大学・専門学校卒業後の地元選択志向（大学進学者／単一回答）

		5422		■大学・短期大学・専門学校卒業後の地元選択志向【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		5423		■大学・短期大学・専門学校卒業後の地元選択志向【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		5424		■大学・短期大学・専門学校卒業後の地元選択志向【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		5425		■大学・短期大学・専門学校卒業後の地元選択志向【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）



		5501		■大学に進学することのメリット（大学進学者／複数回答）

		5502		■大学に進学することのメリット【大学進学率95％以上】（大学進学者／複数回答）

		5503		■大学に進学することのメリット【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／複数回答）

		5504		■大学に進学することのメリット【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／複数回答）

		5505		■大学に進学することのメリット【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／複数回答）



		5601		■進学・将来に対する考え方　a-p　トップボックスの割合（大学進学者／単一回答）

		5602		■進学・将来に対する考え方　a-p　トップボックスの割合【大学進学率95％以上】（大学進学者／単一回答）

		5603		■進学・将来に対する考え方　a-p　トップボックスの割合【大学進学率70～95％未満】（大学進学者／単一回答）

		5604		■進学・将来に対する考え方　a-p　トップボックスの割合【大学進学率40～70％未満】（大学進学者／単一回答）

		5605		■進学・将来に対する考え方　a-p　トップボックスの割合【大学進学率10～40％未満】（大学進学者／単一回答）







■進学先校　主催イベントの役立ち度（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答） (%)
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●凡例

2019年　大学進学者全体 (n=1302) 95.7 3.8

2016年　大学進学者全体 (n=1794) 94.2 5.2

2013年　大学進学者全体 (n=2031) 92.5 6.2

【2019年 属性別】

男女別 男子 (n=570) 93.7 6.1

女子 (n=727) 97.2 2.1

入試

方法別
一般、センター・計 (n=558) 93.0 6.5

ＡＯ、推薦入試・計 (n=688) 97.7 1.9

役に

立った

・計

役に

立たな

かった

・計

70.9

64.9

62.3

63.5

76.6

59.9

79.9

24.8

29.3

30.2

30.2

20.6

33.2

17.7

3.4

4.6

5.2

5.3

1.9

5.6

1.9

0.5

0.6

0.9

0.9

0.1

0.9

0

0.5

0.6

1.3

0.2

0.7

0.5

0.4

【オープンキャンパスの役立ち度】

■役立ち度は96％。前々回調査より(2013年)2回連続して増加している
・2013年 92.5％ → 2016年 94.2％ → 2019年 95.7％

・「役に立った・計」の内訳をみてみると、「非常に役に立った」が経年で増加している。
2013年 62.3％ → 2016年 64.9％ → 2019年 70.9％

・「非常に役に立った」を男女別にみると、女子（76.6%）が男子（63.5％）を上回る。
入試方法別にみると、AO・推薦層（79.9%）が一般・センター層（59.9％）を上回る。
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						#0202		8		Q10-5. 進学先校主催イベントの役立ち度

								9		0		調査数		非常に役に立った（４）		どちらかといえば役に立った（３）		どちらかといえば役に立たなかった（２）		全く役に立たなかった（１）		無回答（＊）		役に立った・計				役に立った・計		役に立たなかった・計		加重平均値

								9		0		0		《ｾﾚｸﾄ条件	:Q10=1》		0		0		0		0		0				0		0		0

												●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1

		1905センサス全国_大学1_%				2019年　大学進学者全体		11		2019年　大学進学者全体		1302		70.9％		24.8		3.4		0.5		0.5		95.7				95.7		3.8		3.67

		1605センサス全国_大学1_%				2016年　大学進学者全体		13		2016年　大学進学者全体		1794		64.9		29.3		4.6		0.6		0.6		94.2				94.2		5.2		3.59

		1305センサス全国_大学1_%				2013年　大学進学者全体		12		2013年　大学進学者全体		2031		62.3		30.2		5.2		0.9		1.3		92.5				92.5		6.2		3.56

		1105センサス全国_大学1_%				2011年　大学進学者全体		11		2011年　大学進学者全体		4680		63.3		30.3		4.9		0.9		0.6		93.6				93.6		5.8		3.57

		090529センサス全国_大学1_%				2009年　大学進学者全体		10		2009年　大学進学者全体		5119		61.2		32.9		4.7		0.6		0.7		94.1				94.1		5.2		3.56

								10

		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		1302		70.9		24.8		3.4		0.5		0.5		95.7				95.7		3.8		3.67

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウショザイベツ		13		北海道		29		79.3		17.2		3.4		0		0		96.6				96.6		3.4		3.76

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		70		70		25.7		1.4		1.4		1.4		95.7				95.7		2.9		3.67

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		116		74.1		21.6		3.4		0.9		0		95.7				95.7		4.3		3.69

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		417		74.8		21.1		3.1		0.5		0.5		95.9				95.9		3.6		3.71

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		166		65.7		27.7		4.8		1.2		0.6		93.4				93.4		6		3.59

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		29		72.4		24.1		0		0		3.4		96.6				96.6		0		3.75

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		226		70.4		26.5		2.7		0		0.4		96.9				96.9		2.7		3.68

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		105		66.7		27.6		5.7		0		0		94.3				94.3		5.7		3.61

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		138		64.5		31.9		3.6		0		0		96.4				96.4		3.6		3.61

								22		大都市圏		682		72.6		23.5		3.1		0.4		0.4		96				96		3.5		3.69

								23		大都市圏以外		614		68.9		26.4		3.7		0.5		0.5		95.3				95.3		4.2		3.64

		★				男女別 ダンジョベツ		25		男子		570		63.5		30.2		5.3		0.9		0.2		93.7				93.7		6.1		3.57

		★						26		女子		727		76.6		20.6		1.9		0.1		0.7		97.2				97.2		2.1		3.75

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイタンシンガクリツベツ		28		95％以上		414		69.8		24.6		4.1		1.2		0.2		94.4				94.4		5.3		3.63

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		567		70.4		25.7		3		0		0.9		96.1				96.1		3		3.68

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		230		72.2		24.3		3		0.4		0		96.5				96.5		3.5		3.68

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		73		78.1		17.8		4.1		0		0		95.9				95.9		4.1		3.74

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		50		50		0		0		0		100				100		0		3.5

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		981		70.1		25.3		3.5		0.5		0.6		95.4				95.4		4		3.66

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		305		73.4		23		3.3		0.3		0		96.4				96.4		3.6		3.7

						文理別 ブンリベツ		47		文系		701		70.3		24.8		3.4		0.7		0.7		95.1				95.1		4.1		3.66

								48		理系		527		70.8		25.6		3.2		0.2		0.2		96.4				96.4		3.4		3.67

								49		どちらでもない		60		78.3		20		1.7		0		0		98.3				98.3		1.7		3.77

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシホウホウベツ		36		一般、センター・計		558		59.9		33.2		5.6		0.9		0.5		93				93		6.5		3.53

						入試
方法別 ニュウシホウホウベツ		37		一般入試		506		59.5		33.6		5.3		1		0.6		93.1				93.1		6.3		3.52

								38		センター入試		52		63.5		28.8		7.7		0		0		92.3				92.3		7.7		3.56

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		688		79.9		17.7		1.9		0		0.4		97.7				97.7		1.9		3.78

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		380		83.2		14.5		1.6		0		0.8		97.6				97.6		1.6		3.82

								41		ＡＯ		162		85.2		13		1.2		0		0.6		98.1				98.1		1.2		3.84

								42		公募推薦		196		81.1		16.3		1.5		0		1		97.4				97.4		1.5		3.8

								43		自己推薦		22		86.4		9.1		4.5		0		0		95.5				95.5		4.5		3.82

								44		指定校推薦		308		76		21.8		2.3		0		0		97.7				97.7		2.3		3.74

								45		その他		39		61.5		35.9		0		2.6		0		97.4				97.4		2.6		3.56

						志望
順位別 シボウジュンイベツ		58		第1希望		864		76.4		20.3		2.7		0.2		0.5		96.6				96.6		2.9		3.74

								64		第1希望志望以外・計		425		60		33.9		4.7		0.9		0.5		93.9				93.9		5.6		3.54
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						■進学先校　主催イベントの役立ち度（大学進学者のうち進学先イベント参加者／単一回答）																												(%)

														役に立った・計				役に立たなかった・計										役に立った
・計		役に
立たなかった
・計		加重
平均値

														非常に
役に立った		どちらかといえば役に立った		どちらかといえば役に立たなかった		全く役に立たなかった		無回答		志望校想定・計

														5		4		3		2		1

												●凡例

						2019年　大学進学者全体						(n=??1302)																95.7		3.8		3.67

						2016年　大学進学者全体						(n=??1794)																94.2		5.2		3.59

						2013年　大学進学者全体						(n=??2031)																92.5		6.2		3.56

						2011年　大学進学者全体						(n=??4680)																93.6		5.8		3.57

						2009年　大学進学者全体						(n=??5119)																94.1		5.2		3.56

						0						(n=??0)																―		―		0.00

						【2019年 属性別】 ネンゾクセイベツ

		1905センサス全国_大学1_%				大学進学者全体						(n=??1302)																95.7		3.8		3.67

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				(n=??29)																96.6		3.4		3.76

		非表示						東北				(n=??70)																95.7		2.9		3.67

		非表示						北関東・甲信越				(n=??116)																95.7		4.3		3.69

		非表示						南関東				(n=??417)																95.9		3.6		3.71

		非表示						東海				(n=??166)																93.4		6.0		3.59

		非表示						北陸				(n=??29)																96.6		―		3.75

		非表示						関西				(n=??226)																96.9		2.7		3.68

		非表示						中国・四国				(n=??105)																94.3		5.7		3.61

		非表示						九州・沖縄				(n=??138)																96.4		3.6		3.61

		0						大都市圏				(n=??682)																96.0		3.5		3.69

		0						大都市圏以外				(n=??614)																95.3		4.2		3.64

		★				男女別		男子				(n=??570)																93.7		6.1		3.57

		★						女子				(n=??727)																97.2		2.1		3.75

		非表示				大短
進学率別		95％以上				(n=??414)																94.4		5.3		3.63

		非表示						70～95％未満				(n=??567)																96.1		3.0		3.68

		非表示						40～70％未満				(n=??230)																96.5		3.5		3.68

		非表示						10～40％未満				(n=??73)																95.9		4.1		3.74

		非表示						10％未満				(n=??2)																100.0		―		3.50

		非表示						70％以上・計				(n=??981)																95.4		4.0		3.66

		非表示						70％未満・計				(n=??305)																96.4		3.6		3.70

		0				文理別		文系				(n=??701)																95.1		4.1		3.66

		0						理系				(n=??527)																96.4		3.4		3.67

		0						どちらでもない				(n=??60)																98.3		1.7		3.77

		非表示				入試
方法別		一般、センター・計				(n=??558)																93.0		6.5		3.53

		0				入試
方法別		一般入試				(n=??506)																93.1		6.3		3.52

		0						センター入試				(n=??52)																92.3		7.7		3.56

		非表示						ＡＯ、推薦入試・計				(n=??688)																97.7		1.9		3.78

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				(n=??380)																97.6		1.6		3.82

		0						ＡＯ				(n=??162)																98.1		1.2		3.84

		0						公募推薦				(n=??196)																97.4		1.5		3.80

		0						自己推薦				(n=??22)																95.5		4.5		3.82

		0						指定校推薦				(n=??308)																97.7		2.3		3.74

		0						その他				(n=??39)																97.4		2.6		3.56

		0						第1希望				(n=??864)																96.6		2.9		3.74

		0						第1希望志望以外・計				(n=??425)																93.9		5.6		3.54
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												調査数

		10265		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0202				Q10-5. 進学先校主催イベントの役立ち度

		10266		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q10=1》

		10267		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		非常に役に立った（４）		どちらかといえば役に立った（３）		どちらかといえば役に立たなかった（２）		全く役に立たなかった（１）		無回答（＊）		役に立った・計		役に立たなかった・計		加重平均値

		10268		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		1302		70.9		24.8		3.4		0.5		0.5		95.7		3.8		3.67

		10269		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		10270		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		29		79.3		17.2		3.4		0		0		96.6		3.4		3.76

		10271		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		70		70		25.7		1.4		1.4		1.4		95.7		2.9		3.67

		10272		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		116		74.1		21.6		3.4		0.9		0		95.7		4.3		3.69

		10273		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		417		74.8		21.1		3.1		0.5		0.5		95.9		3.6		3.71

		10274		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		166		65.7		27.7		4.8		1.2		0.6		93.4		6		3.59

		10275		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		29		72.4		24.1		0		0		3.4		96.6		0		3.75

		10276		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		226		70.4		26.5		2.7		0		0.4		96.9		2.7		3.68

		10277		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		105		66.7		27.6		5.7		0		0		94.3		5.7		3.61

		10278		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		138		64.5		31.9		3.6		0		0		96.4		3.6		3.61

		10279		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		682		72.6		23.5		3.1		0.4		0.4		96		3.5		3.69

		10280		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		614		68.9		26.4		3.7		0.5		0.5		95.3		4.2		3.64

		10281		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		10282		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		570		63.5		30.2		5.3		0.9		0.2		93.7		6.1		3.57

		10283		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		727		76.6		20.6		1.9		0.1		0.7		97.2		2.1		3.75

		10284		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10285		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		414		69.8		24.6		4.1		1.2		0.2		94.4		5.3		3.63

		10286		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		567		70.4		25.7		3		0		0.9		96.1		3		3.68

		10287		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		230		72.2		24.3		3		0.4		0		96.5		3.5		3.68

		10288		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		73		78.1		17.8		4.1		0		0		95.9		4.1		3.74

		10289		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		50		50		0		0		0		100		0		3.5

		10290		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		981		70.1		25.3		3.5		0.5		0.6		95.4		4		3.66

		10291		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		305		73.4		23		3.3		0.3		0		96.4		3.6		3.7

		10292		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		10293		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		558		59.9		33.2		5.6		0.9		0.5		93		6.5		3.53

		10294		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般入試		506		59.5		33.6		5.3		1		0.6		93.1		6.3		3.52

		10295		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						センター入試		52		63.5		28.8		7.7		0		0		92.3		7.7		3.56

		10296		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		688		79.9		17.7		1.9		0		0.4		97.7		1.9		3.78

		10297		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		380		83.2		14.5		1.6		0		0.8		97.6		1.6		3.82

		10298		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ		162		85.2		13		1.2		0		0.6		98.1		1.2		3.84

		10299		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						公募推薦		196		81.1		16.3		1.5		0		1		97.4		1.5		3.8

		10300		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						自己推薦		22		86.4		9.1		4.5		0		0		95.5		4.5		3.82

		10301		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						指定校推薦		308		76		21.8		2.3		0		0		97.7		2.3		3.74

		10302		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		39		61.5		35.9		0		2.6		0		97.4		2.6		3.56

		10303		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		10304		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		701		70.3		24.8		3.4		0.7		0.7		95.1		4.1		3.66

		10305		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		527		70.8		25.6		3.2		0.2		0.2		96.4		3.4		3.67

		10306		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		60		78.3		20		1.7		0		0		98.3		1.7		3.77

		10307		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		10308		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		262		61.1		31.3		6.1		1.5		0		92.4		7.6		3.52

		10309		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		439		75.9		21		1.8		0.2		1.1		96.8		2.1		3.74

		10310		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		274		64.2		30.3		4.7		0.4		0.4		94.5		5.1		3.59

		10311		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		253		77.9		20.6		1.6		0		0		98.4		1.6		3.76

		10312		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		30		76.7		20		3.3		0		0		96.7		3.3		3.73

		10313		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		30		80		20		0		0		0		100		0		3.8

		10314		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		10315		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		864		76.4		20.3		2.7		0.2		0.5		96.6		2.9		3.74

		10316		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		273		65.9		30		3.3		0.7		0		96		4		3.61

		10317		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		93		45.2		43		7.5		2.2		2.2		88.2		9.7		3.34

		10318		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		38		55.3		39.5		5.3		0		0		94.7		5.3		3.5

		10319		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		16		56.3		37.5		6.3		0		0		93.8		6.3		3.5

		10320		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		5		60		20		20		0		0		80		20		3.4

		10321		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		425		60		33.9		4.7		0.9		0.5		93.9		5.6		3.54





時系列データ
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												調査数

		6685		1305センサス全国_大学1_%						#0160				Q7-5.進学先校主催イベントの役立ち度

		6686		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》

		6687		1305センサス全国_大学1_%								調査数		非常に役に立った（４）		どちらかといえば役に立った（３）		どちらかといえば役に立たなかった（２）		全く役に立たなかった（１）		無回答（＊）		役に立った・計		役に立たなかった・計		加重平均値

		4263		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		5119		61.2		32.9		4.7		0.6		0.7		94.1		5.2		3.56

		5321		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		4680		63.3		30.3		4.9		0.9		0.6		93.6		5.8		3.57

		6688		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		2031		62.3		30.2		5.2		0.9		1.3		92.5		6.2		3.56

		10749		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体 ネン		1794		64.9		29.3		4.6		0.6		0.6		94.2		5.2		3.59

		4260		090529センサス全国_大学1_%						#0136				Q6SQ7.進学先校主催イベントの役立ち度

		4261		090529センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:Q6=1》

		4262		090529センサス全国_大学1_%								調査数		非常に役に立った（４）		どちらかといえば役に立った（３）		どちらかといえば役に立たなかった（２）		全く役に立たなかった（１）		無回答（＊）		役に立った・計		役に立たなかった・計		加重平均値

		4263		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		5119		61.2		32.9		4.7		0.6		0.7		94.1		5.2		3.56

		4277		090529センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		4278		090529センサス全国_大学1_%						95％以上		918		56.4		37.4		4.9		0.9		0.4		93.8		5.8		3.5

		4279		090529センサス全国_大学1_%						70～95％未満		2288		60.6		33.4		5.1		0.5		0.4		94		5.6		3.55

		4280		090529センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1210		64.5		30.4		3.6		0.5		1.1		94.9		4		3.61

		4281		090529センサス全国_大学1_%						10～40％未満		559		64.2		29.3		4.8		0.2		1.4		93.6		5		3.6

		4282		090529センサス全国_大学1_%						10％未満		29		62.1		31		6.9		0		0		93.1		6.9		3.55

		5318		1105センサス全国_大学1_%						#0153				Q7-5.進学先校主催イベントの役立ち度

		5319		1105センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》

		5320		1105センサス全国_大学1_%								調査数		非常に役に立った（４）		どちらかといえば役に立った（３）		どちらかといえば役に立たなかった（２）		全く役に立たなかった（１）		無回答（＊）		役に立った・計		役に立たなかった・計		加重平均値

		5321		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		4680		63.3		30.3		4.9		0.9		0.6		93.6		5.8		3.57

		5335		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		5336		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		1238		58.4		34.5		5.7		0.9		0.5		92.9		6.6		3.51

		5337		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		2072		62.8		30.7		5		0.9		0.5		93.5		5.9		3.56

		5338		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		949		67.4		26.9		4.1		1.1		0.5		94.3		5.2		3.62

		5339		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		358		70.1		25.1		3.6		0.3		0.8		95.3		3.9		3.66

		5340		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		18		77.8		16.7		0		0		5.6		94.4		0		3.82

		6685		1305センサス全国_大学1_%						#0160				Q7-5.進学先校主催イベントの役立ち度

		6686		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》

		6687		1305センサス全国_大学1_%								調査数		非常に役に立った（４）		どちらかといえば役に立った（３）		どちらかといえば役に立たなかった（２）		全く役に立たなかった（１）		無回答（＊）		役に立った・計		役に立たなかった・計		加重平均値

		6688		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		2031		62.3		30.2		5.2		0.9		1.3		92.5		6.2		3.56

		6704		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6705		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		542		55.5		34.9		6.5		1.5		1.7		90.4		7.9		3.47

		6706		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		905		63.8		29.2		5.3		0.7		1.1		92.9		6		3.58

		6707		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		407		64.1		29.7		4.7		0.5		1		93.9		5.2		3.59

		6708		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		153		72.5		20.9		2.6		2		2		93.5		4.6		3.67

		6709		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		60		40		0		0		0		100		0		3.6

		10746		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0174				Q9-5. 進学先校主催イベントの役立ち度

		10748		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		非常に役に立った（４）		どちらかといえば役に立った（３）		どちらかといえば役に立たなかった（２）		全く役に立たなかった（１）		無回答（＊）		役に立った・計		役に立たなかった・計		加重平均値

		10749		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		1794		64.9		29.3		4.6		0.6		0.6		94.2		5.2		3.59

		10765		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10766		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		464		61.2		32.1		6		0.4		0.2		93.3		6.5		3.54

		10767		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		888		64.4		29.6		5		0.7		0.3		94		5.6		3.58

		10768		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		296		68.9		26		3		1		1		94.9		4.1		3.65

		10769		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		120		74.2		23.3		0.8		―		1.7		97.5		0.8		3.75

		10770		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		4		75		25		―		―		―		100		―		3.75

		10771		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1352		63.3		30.5		5.3		0.6		0.3		93.8		5.9		3.57

		10772		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		420		70.5		25.2		2.4		0.7		1.2		95.7		3.1		3.67







【オープンキャンパスで知りたいこと】

■オープンキャンパスで知りたいことは「キャンパスの雰囲気」
1位：「キャンパスの雰囲気」 73.6%
2位：「学校で勉強できる内容」 68.7%
3位：「実際の授業の様子や雰囲気」 50.9%
4位：「入試の方法や難易度」 42.4%
5位：「立地やアクセスの仕方」 41.2%

■女子は雰囲気や入試・資格など全項目において男子を上回る
・男女別にみると、15項目中14項目において女子が男子を上回っており、「実際の授業の様
子や雰囲気」「在校生の様子や雰囲気」「取れる資格の内容や合格率」「学費や奨学金等の
詳しい情報」4項目について、女子が男子を10ポイント以上、かつ全体より5ポイント以上上
回った。

・入試方法別にみると、「取れる資格の内容や合格率」について、
AO・推薦層が一般・センター層を10ポイント以上、かつ全体より5ポイント以上上回った。

８

■進学先校主催イベントで知りたかったこと（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）
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2019年　大学進学者全体 1302 73 .6 68.7 50.9 42.4 41.2 41.0 38.4 37.4 29.9 28.4 22.6 20.7 12.0 10.3 6.5 1.2 0.5 0.3

2016年　大学進学者全体 1794 68 .8 59.6 * 42.6 * 51.6 31.3 30.4 17.1 38.7 15.1 15.6 * * * 0.9 0.7 0.4

2013年　大学進学者全体 2031 70 .8 67.5 * 42.3 * 57.4 35.3 33.1 20.9 39.1 16.4 18.3 * * * 2.0 1.2 0.0

100 .0 各年において最もポイントが高い ※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

100.0 各年において２～５番目にポイントが高い

【2019年属性別】

男女別 男子 570 68.9 68.2 44.2 37.7 37.9 32.1 31.1 34.6 31.9 25.3 14.7 20.0 8.4 6.5 5.6 0.7 0.7 0.2

女子 727 77.3 69.2 56 .1 46.2 43.7 47 .9 44 .2 39.6 28.3 30.9 28 .9 21.0 14.9 13.3 7.3 1.5 0.3 0.4

入試 一般、センター・計 558 76.7 66.3 47.3 42.8 41.8 40.9 30.6 31.2 25.4 28.3 17.9 15.4 10.0 6.5 4.5 0.7 0.7 0.4

方法別 ＡＯ、推薦入試・計 688 72.4 71.9 54.7 43.2 41.6 42.0 45.3 42.3 33.9 29.1 26.6 24.4 13.5 13.5 8.1 1.2 0.3 0.3

100 .0 「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い ※「＊」は該当選択肢なし

100.0 「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い ※『取れる資格の内容や合格率』について、2013年・2016年は「取れる資格」

※『学費や奨学金等の詳しい情報』について、2013年・2016年は「学費等の詳しい情報」

※『入試の方法や難易度』について、2013年・2016年は「入試の情報」
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														1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		3		4		4		4		4		4		4

		-4								-1		0		5		1		2		13		12		6		9		11		7		4		10		3		8		15		14		16		17		18				34		35		36		37		38

						0		7		0		調査数		キャンパスの雰囲気		学校で勉強できる内容		実際の授業の様子や雰囲気		入試の方法や難易度		立地やアクセスの仕方		在校生の様子や雰囲気		取れる資格の内容や合格率		就職状況		どんな部活・サークルがあるか		実習室や教室などの雰囲気		学費や奨学金等の詳しい情報		どんな先生がいるか		留学に関する情報		学校のアドミッション・ポリシー		卒業生の学校に対する評価		その他		特に知りたいことはなかった		無回答				0		0		0		0		0

						#0200		8		Q10-3. 進学先校主催イベントで知りたかったこと

								9		0		調査数		キャンパスの雰囲気		学校で勉強できる内容		実際の授業の様子や雰囲気		入試の方法や難易度		立地やアクセスの仕方		在校生の様子や雰囲気		取れる資格の内容や合格率		就職状況		どんな部活・サークルがあるか		実習室や教室などの雰囲気		学費や奨学金等の詳しい情報		どんな先生がいるか		留学に関する情報		学校のアドミッション・ポリシー		卒業生の学校に対する評価		その他		特に知りたいことはなかった		無回答				0		0		0		0		0

								10		0		調査数		キャンパスの雰囲気		学校で勉強できる内容		実際の授業の様子や雰囲気		入試の方法や難易度		立地やアクセスの仕方		在校生の様子や雰囲気		取れる資格の内容や合格率		就職状況		どんな部活・サークルがあるか		実習室や教室などの雰囲気		学費や奨学金等の詳しい情報		どんな先生がいるか		留学に関する情報		学校のアドミッション・ポリシー		卒業生の学校に対する評価		その他		特に知りたいことはなかった		無回答				0		0		0		0		0

		1905センサス全国_大学1_%				2019年　大学進学者全体		11		2019年　大学進学者全体		1302		73.6		68.7		50.9		42.4		41.2		41		38.4		37.4		29.9		28.4		22.6		20.7		12		10.3		6.5		1.2		0.5		0.3				0		0		0		0		0

		1605センサス全国_大学1_%				2016年　大学進学者全体		13		2016年　大学進学者全体		1794		68.8		59.6		*		42.6		*		51.6		31.3		30.4		17.1		38.7		15.1		15.6		*		*		*		0.9		0.7		0.4				0		0		0		0		0

		1305センサス全国_大学1_%				2013年　大学進学者全体		12		2013年　大学進学者全体		2031		70.8		67.5		*		42.3		*		57.4		35.3		33.1		20.9		39.1		16.4		18.3		*		*		*		2		1.2		0.01				0		0		0		0		0

		1105センサス全国_大学1_%				2011年　大学進学者全体		11		2011年　大学進学者全体		4680		72.1		65.3		*		44		*		56.4		38.7		38.6		24.5		43		17.2		20.4		*		*		*		1.9		0.9		0.3				0		0		0		0		0

		090529センサス全国_大学1_%				2009年　大学進学者全体		10		2009年　大学進学者全体		5119		74.2		64.7		*		43.9		*		57.1		36.9		35.1		23.6		41.8		16.1		19.1		*		*		*		1.8		0.9		0.3				0		0		0		0		0

		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		1302		73.6		68.7		50.9		42.4		41.2		41		38.4		37.4		29.9		28.4		22.6		20.7		12		10.3		6.5		1.2		0.5		0.3				0		0		0		0		0				1905センサス全国_大学1_%

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウショザイベツ		13		北海道		29		75.9		69		65.5		34.5		27.6		44.8		27.6		31		37.9		51.7		31		34.5		17.2		13.8		6.9		3.4		0		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		70		62.9		70		52.9		38.6		28.6		32.9		28.6		24.3		27.1		30		18.6		21.4		5.7		10		8.6		2.9		0		1.4				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		116		78.4		63.8		57.8		44		40.5		46.6		40.5		37.1		34.5		31		30.2		22.4		9.5		11.2		6.9		2.6		1.7		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		417		75.5		71.2		53.7		43.2		49.6		45.3		38.6		39.1		28.1		29.7		20.9		21.1		13.2		10.3		8.2		1.2		0.7		0.2				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		166		71.7		65.7		52.4		39.8		41.6		34.3		40.4		32.5		31.9		26.5		18.1		15.7		13.3		9.6		6.6		0		0		0.6				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		29		65.5		86.2		58.6		44.8		34.5		48.3		37.9		55.2		27.6		31		31		37.9		17.2		20.7		6.9		3.4		0		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		226		69.9		65.5		43.4		41.2		39.8		36.3		35.8		37.2		30.1		23		20.4		18.1		10.6		6.2		3.1		0.4		0		0.4				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		105		76.2		71.4		42.9		45.7		39		37.1		37.1		38.1		23.8		22.9		21		24.8		11.4		10.5		4.8		0		0		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		138		76.8		68.1		47.8		45.7		29.7		43.5		45.7		42		34.1		31.9		31.2		17.4		13		14.5		7.2		1.4		0.7		0				0		0		0		0		0

								22		大都市圏		682		73.6		69.5		51.3		42.5		45.9		41.5		38.3		38.7		29.6		27.4		20.1		19.4		12.3		8.9		6.3		0.9		0.4		0.3				0		0		0		0		0

								23		大都市圏以外		614		73.6		67.9		50.5		42.5		35.8		40.4		38.4		35.8		30.3		29.6		25.6		22		11.7		11.9		6.8		1.5		0.5		0.3				0		0		0		0		0

		★				男女別 ダンジョベツ		25		男子		570		68.9		68.2		44.2		37.7		37.9		32.1		31.1		34.6		31.9		25.3		14.7		20		8.4		6.5		5.6		0.7		0.7		0.2				0		0		0		0		0

		★						26		女子		727		77.3		69.2		56.1		46.2		43.7		47.9		44.2		39.6		28.3		30.9		28.9		21		14.9		13.3		7.3		1.5		0.3		0.4				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイタンシンガクリツベツ		28		95％以上		414		77.1		65.9		52.7		40.8		43.7		43.5		29.7		35		25.4		26.6		16.7		20.3		10.9		10.6		6.3		0.5		1		0.2				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		567		74.8		69.1		51.3		42.2		43		43		41.8		37.2		32.8		32.6		25		21.3		13.6		10.2		6.3		1.2		0.2		0.5				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		230		67.4		72.2		45.2		46.5		33.9		33		43		39.6		29.1		23		24.8		19.6		10.4		9.6		7		1.7		0		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		73		64.4		72.6		54.8		41.1		31.5		38.4		43.8		45.2		38.4		21.9		31.5		19.2		11		13.7		9.6		2.7		1.4		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		100		100		100		0		100		0		50		50		0		100		50		50		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		981		75.7		67.8		51.9		41.6		43.3		43.2		36.7		36.3		29.7		30.1		21.5		20.9		12.4		10.4		6.3		0.9		0.5		0.4				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		305		66.9		72.5		47.9		44.9		33.8		34.1		43.3		41		31.1		23.3		26.6		19.7		10.5		10.5		7.5		2		0.3		0				0		0		0		0		0

						文理別 ブンリベツ		47		文系		701		75		68.2		54.1		42.1		42.9		41.7		39.1		37.1		32		22.7		23.1		22.3		15.1		11.3		7.1		1.1		0.4		0.4				0		0		0		0		0

								48		理系		527		73.6		68.9		47.2		43.8		39.5		41		36.4		36.8		27.7		37.2		20.1		18.2		8.2		9.1		6.1		0.8		0.4		0.2				0		0		0		0		0

								49		どちらでもない		60		58.3		71.7		45		33.3		33.3		31.7		45		41.7		26.7		18.3		38.3		21.7		10		8.3		5		5		1.7		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシホウホウベツ		36		一般、センター・計		558		76.7		66.3		47.3		42.8		41.8		40.9		30.6		31.2		25.4		28.3		17.9		15.4		10		6.5		4.5		0.7		0.7		0.4				0		0		0		0		0

						入試
方法別 ニュウシホウホウベツ		37		一般入試		506		77.3		65.8		47.8		41.7		40.9		41.7		29.6		31.2		24.9		28.9		16.6		15.4		10.5		6.9		4.2		0.8		0.8		0.4				0		0		0		0		0

								38		センター入試		52		71.2		71.2		42.3		53.8		50		32.7		40.4		30.8		30.8		23.1		30.8		15.4		5.8		1.9		7.7		0		0		0				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		688		72.4		71.9		54.7		43.2		41.6		42		45.3		42.3		33.9		29.1		26.6		24.4		13.5		13.5		8.1		1.2		0.3		0.3				0		0		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		380		70.3		73.2		53.9		50.8		40.5		40.8		50.3		41.3		33.4		32.9		28.9		26.1		13.4		16.6		7.1		2.1		0		0.3				0		0		0		0		0

								41		ＡＯ		162		65.4		69.1		54.3		51.9		37		38.9		56.8		45.7		37.7		32.7		29		29.6		14.2		17.3		8		3.1		0		0				0		0		0		0		0

								42		公募推薦		196		73		75.5		53.6		49.5		43.9		41.8		45.9		38.3		30.1		33.2		30.6		23		12.8		16.3		6.1		1.5		0		0.5				0		0		0		0		0

								43		自己推薦		22		81.8		81.8		54.5		54.5		36.4		45.5		40.9		36.4		31.8		31.8		13.6		27.3		13.6		13.6		9.1		0		0		0				0		0		0		0		0

								44		指定校推薦		308		75		70.5		55.5		33.8		42.9		43.5		39.3		43.5		34.4		24.4		23.7		22.4		13.6		9.7		9.4		0		0.6		0.3				0		0		0		0		0

								45		その他		39		46.2		53.8		35.9		23.1		23.1		23.1		30.8		48.7		25.6		20.5		25.6		23.1		10.3		7.7		10.3		5.1		0		0				0		0		0		0		0

						志望
順位別 シボウジュンイベツ		58		第1希望		864		74.2		68.4		52.7		44.2		40.2		43.6		39.7		37.6		31.8		28.6		24.4		23.6		12.2		12.8		7.3		1		0.3		0.2				0		0		0		0		0

								64		第1希望志望以外・計		425		73.4		69.4		47.8		38.8		43.5		36.7		35.5		37.4		26.6		28.5		18.8		14.8		12		5.4		4.5		1.4		0.7		0.5				0		0		0		0		0

						■進学先校主催イベントで知りたかったこと（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

												（％）

												調査数		キャンパスの雰囲気		学校で勉強できる内容		実際の授業の様子や雰囲気		入試の方法や難易度		立地やアクセスの仕方		在校生の様子や雰囲気		取れる資格の内容や合格率		就職状況		どんな部活・サークルがあるか		実習室や教室などの雰囲気		学費や奨学金等の詳しい情報		どんな先生がいるか		留学に関する情報		学校のアドミッション・ポリシー		卒業生の学校に対する評価		その他		特に知りたいことはなかった		無回答				0		0		0		0		0

						2019年　大学進学者全体						1302		73.6		68.7		50.9		42.4		41.2		41.0		38.4		37.4		29.9		28.4		22.6		20.7		12.0		10.3		6.5		1.2		0.5		0.3				―		―		―		―		―

						2016年　大学進学者全体						1794		68.8		59.6		*		42.6		*		51.6		31.3		30.4		17.1		38.7		15.1		15.6		*		*		*		0.9		0.7		0.4				―		―		―		―		―

						2013年　大学進学者全体						2031		70.8		67.5		*		42.3		*		57.4		35.3		33.1		20.9		39.1		16.4		18.3		*		*		*		2.0		1.2		0.0				―		―		―		―		―

						2011年　大学進学者全体						4680		72.1		65.3		*		44.0		*		56.4		38.7		38.6		24.5		43.0		17.2		20.4		*		*		*		1.9		0.9		0.3				―		―		―		―		―

						2009年　大学進学者全体						5119		74.2		64.7		*		43.9		*		57.1		36.9		35.1		23.6		41.8		16.1		19.1		*		*		*		1.8		0.9		0.3				―		―		―		―		―

						0						0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		―

														100.0		各年において最もポイントが高い カクネン														※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

														100.0		各年において２～５番目にポイントが高い カクネン

						【2019年属性別】 ネンゾクセイベツ

						大学進学者全体						1302		73.6		68.7		50.9		42.4		41.2		41.0		38.4		37.4		29.9		28.4		22.6		20.7		12.0		10.3		6.5		1.2		0.5		0.3				―		―		―		―		―

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				29		75.9		69.0		65.5		34.5		27.6		44.8		27.6		31.0		37.9		51.7		31.0		34.5		17.2		13.8		6.9		3.4		―		―				―		―		―		―		―

		非表示						東北				70		62.9		70.0		52.9		38.6		28.6		32.9		28.6		24.3		27.1		30.0		18.6		21.4		5.7		10.0		8.6		2.9		―		1.4				―		―		―		―		―

		非表示						北関東・甲信越				116		78.4		63.8		57.8		44.0		40.5		46.6		40.5		37.1		34.5		31.0		30.2		22.4		9.5		11.2		6.9		2.6		1.7		―				―		―		―		―		―

		非表示						南関東				417		75.5		71.2		53.7		43.2		49.6		45.3		38.6		39.1		28.1		29.7		20.9		21.1		13.2		10.3		8.2		1.2		0.7		0.2				―		―		―		―		―

		非表示						東海				166		71.7		65.7		52.4		39.8		41.6		34.3		40.4		32.5		31.9		26.5		18.1		15.7		13.3		9.6		6.6		―		―		0.6				―		―		―		―		―

		非表示						北陸				29		65.5		86.2		58.6		44.8		34.5		48.3		37.9		55.2		27.6		31.0		31.0		37.9		17.2		20.7		6.9		3.4		―		―				―		―		―		―		―

		非表示						関西				226		69.9		65.5		43.4		41.2		39.8		36.3		35.8		37.2		30.1		23.0		20.4		18.1		10.6		6.2		3.1		0.4		―		0.4				―		―		―		―		―

		非表示						中国・四国				105		76.2		71.4		42.9		45.7		39.0		37.1		37.1		38.1		23.8		22.9		21.0		24.8		11.4		10.5		4.8		―		―		―				―		―		―		―		―

		非表示						九州・沖縄				138		76.8		68.1		47.8		45.7		29.7		43.5		45.7		42.0		34.1		31.9		31.2		17.4		13.0		14.5		7.2		1.4		0.7		―				―		―		―		―		―

		0						大都市圏				682		73.6		69.5		51.3		42.5		45.9		41.5		38.3		38.7		29.6		27.4		20.1		19.4		12.3		8.9		6.3		0.9		0.4		0.3				―		―		―		―		―

		0						大都市圏以外				614		73.6		67.9		50.5		42.5		35.8		40.4		38.4		35.8		30.3		29.6		25.6		22.0		11.7		11.9		6.8		1.5		0.5		0.3				―		―		―		―		―

		★				男女別		男子				570		68.9		68.2		44.2		37.7		37.9		32.1		31.1		34.6		31.9		25.3		14.7		20.0		8.4		6.5		5.6		0.7		0.7		0.2				―		―		―		―		―

		★						女子				727		77.3		69.2		56.1		46.2		43.7		47.9		44.2		39.6		28.3		30.9		28.9		21.0		14.9		13.3		7.3		1.5		0.3		0.4				―		―		―		―		―

		非表示				大短
進学率別		95％以上				414		77.1		65.9		52.7		40.8		43.7		43.5		29.7		35.0		25.4		26.6		16.7		20.3		10.9		10.6		6.3		0.5		1.0		0.2				―		―		―		―		―

		非表示						70～95％未満				567		74.8		69.1		51.3		42.2		43.0		43.0		41.8		37.2		32.8		32.6		25.0		21.3		13.6		10.2		6.3		1.2		0.2		0.5				―		―		―		―		―

		非表示						40～70％未満				230		67.4		72.2		45.2		46.5		33.9		33.0		43.0		39.6		29.1		23.0		24.8		19.6		10.4		9.6		7.0		1.7		―		―				―		―		―		―		―

		非表示						10～40％未満				73		64.4		72.6		54.8		41.1		31.5		38.4		43.8		45.2		38.4		21.9		31.5		19.2		11.0		13.7		9.6		2.7		1.4		―				―		―		―		―		―

		非表示						10％未満				2		100.0		100.0		100.0		―		100.0		―		50.0		50.0		―		100.0		50.0		50.0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		―

		非表示						70％以上・計				981		75.7		67.8		51.9		41.6		43.3		43.2		36.7		36.3		29.7		30.1		21.5		20.9		12.4		10.4		6.3		0.9		0.5		0.4				―		―		―		―		―

		非表示						70％未満・計				305		66.9		72.5		47.9		44.9		33.8		34.1		43.3		41.0		31.1		23.3		26.6		19.7		10.5		10.5		7.5		2.0		0.3		―				―		―		―		―		―

		0				文理別		文系				701		75.0		68.2		54.1		42.1		42.9		41.7		39.1		37.1		32.0		22.7		23.1		22.3		15.1		11.3		7.1		1.1		0.4		0.4				―		―		―		―		―

		0						理系				527		73.6		68.9		47.2		43.8		39.5		41.0		36.4		36.8		27.7		37.2		20.1		18.2		8.2		9.1		6.1		0.8		0.4		0.2				―		―		―		―		―

		0						どちらでもない				60		58.3		71.7		45.0		33.3		33.3		31.7		45.0		41.7		26.7		18.3		38.3		21.7		10.0		8.3		5.0		5.0		1.7		―				―		―		―		―		―

		非表示				入試		一般、センター・計				558		76.7		66.3		47.3		42.8		41.8		40.9		30.6		31.2		25.4		28.3		17.9		15.4		10.0		6.5		4.5		0.7		0.7		0.4				―		―		―		―		―

		0				入試
方法別		一般入試				506		77.3		65.8		47.8		41.7		40.9		41.7		29.6		31.2		24.9		28.9		16.6		15.4		10.5		6.9		4.2		0.8		0.8		0.4				―		―		―		―		―

		0						センター入試				52		71.2		71.2		42.3		53.8		50.0		32.7		40.4		30.8		30.8		23.1		30.8		15.4		5.8		1.9		7.7		―		―		―				―		―		―		―		―

		非表示				方法別 ホウホウベツ		ＡＯ、推薦入試・計				688		72.4		71.9		54.7		43.2		41.6		42.0		45.3		42.3		33.9		29.1		26.6		24.4		13.5		13.5		8.1		1.2		0.3		0.3				―		―		―		―		―

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				380		70.3		73.2		53.9		50.8		40.5		40.8		50.3		41.3		33.4		32.9		28.9		26.1		13.4		16.6		7.1		2.1		―		0.3				―		―		―		―		―

		0						ＡＯ				162		65.4		69.1		54.3		51.9		37.0		38.9		56.8		45.7		37.7		32.7		29.0		29.6		14.2		17.3		8.0		3.1		―		―				―		―		―		―		―

		0						公募推薦				196		73.0		75.5		53.6		49.5		43.9		41.8		45.9		38.3		30.1		33.2		30.6		23.0		12.8		16.3		6.1		1.5		―		0.5				―		―		―		―		―

		0						自己推薦				22		81.8		81.8		54.5		54.5		36.4		45.5		40.9		36.4		31.8		31.8		13.6		27.3		13.6		13.6		9.1		―		―		―				―		―		―		―		―

		0						指定校推薦				308		75.0		70.5		55.5		33.8		42.9		43.5		39.3		43.5		34.4		24.4		23.7		22.4		13.6		9.7		9.4		―		0.6		0.3				―		―		―		―		―

		0						その他				39		46.2		53.8		35.9		23.1		23.1		23.1		30.8		48.7		25.6		20.5		25.6		23.1		10.3		7.7		10.3		5.1		―		―				―		―		―		―		―

		0				志望
順位別		第1希望				864		74.2		68.4		52.7		44.2		40.2		43.6		39.7		37.6		31.8		28.6		24.4		23.6		12.2		12.8		7.3		1.0		0.3		0.2				―		―		―		―		―

		0						第1希望志望以外・計				425		73.4		69.4		47.8		38.8		43.5		36.7		35.5		37.4		26.6		28.5		18.8		14.8		12.0		5.4		4.5		1.4		0.7		0.5				―		―		―		―		―

														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い														※「＊」は該当選択肢なし ガイトウセンタクシ

														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い														※『取れる資格の内容や合格率』について、2013年・2016年は「取れる資格」 ネンネン

																														※『学費や奨学金等の詳しい情報』について、2013年・2016年は「学費等の詳しい情報」 ネンネン

																														※『入試の方法や難易度』について、2013年・2016年は「入試の情報」 ネンネン
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グラフ

		



2013年　大学進学者全体

2016年　大学進学者全体

2019年　大学進学者全体

男子

女子



今回データ
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												調査数

		10149		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0200				Q10-3. 進学先校主催イベントで知りたかったこと

		10150		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q10=1》

		10151		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		学校で勉強できる内容		実際の授業の様子や雰囲気		どんな先生がいるか		実習室や教室などの雰囲気		キャンパスの雰囲気		在校生の様子や雰囲気		どんな部活・サークルがあるか		留学に関する情報		取れる資格の内容や合格率		学費や奨学金等の詳しい情報		就職状況		立地やアクセスの仕方		入試の方法や難易度		卒業生の学校に対する評価		学校のアドミッション・ポリシー		その他		特に知りたいことはなかった		無回答

		10152		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		1302		68.7		50.9		20.7		28.4		73.6		41		29.9		12		38.4		22.6		37.4		41.2		42.4		6.5		10.3		1.2		0.5		0.3

		10153		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		10154		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		29		69		65.5		34.5		51.7		75.9		44.8		37.9		17.2		27.6		31		31		27.6		34.5		6.9		13.8		3.4		0		0

		10155		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		70		70		52.9		21.4		30		62.9		32.9		27.1		5.7		28.6		18.6		24.3		28.6		38.6		8.6		10		2.9		0		1.4

		10156		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		116		63.8		57.8		22.4		31		78.4		46.6		34.5		9.5		40.5		30.2		37.1		40.5		44		6.9		11.2		2.6		1.7		0

		10157		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		417		71.2		53.7		21.1		29.7		75.5		45.3		28.1		13.2		38.6		20.9		39.1		49.6		43.2		8.2		10.3		1.2		0.7		0.2

		10158		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		166		65.7		52.4		15.7		26.5		71.7		34.3		31.9		13.3		40.4		18.1		32.5		41.6		39.8		6.6		9.6		0		0		0.6

		10159		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		29		86.2		58.6		37.9		31		65.5		48.3		27.6		17.2		37.9		31		55.2		34.5		44.8		6.9		20.7		3.4		0		0

		10160		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		226		65.5		43.4		18.1		23		69.9		36.3		30.1		10.6		35.8		20.4		37.2		39.8		41.2		3.1		6.2		0.4		0		0.4

		10161		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		105		71.4		42.9		24.8		22.9		76.2		37.1		23.8		11.4		37.1		21		38.1		39		45.7		4.8		10.5		0		0		0

		10162		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		138		68.1		47.8		17.4		31.9		76.8		43.5		34.1		13		45.7		31.2		42		29.7		45.7		7.2		14.5		1.4		0.7		0

		10163		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		682		69.5		51.3		19.4		27.4		73.6		41.5		29.6		12.3		38.3		20.1		38.7		45.9		42.5		6.3		8.9		0.9		0.4		0.3

		10164		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		614		67.9		50.5		22		29.6		73.6		40.4		30.3		11.7		38.4		25.6		35.8		35.8		42.5		6.8		11.9		1.5		0.5		0.3

		10165		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		10166		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		570		68.2		44.2		20		25.3		68.9		32.1		31.9		8.4		31.1		14.7		34.6		37.9		37.7		5.6		6.5		0.7		0.7		0.2

		10167		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		727		69.2		56.1		21		30.9		77.3		47.9		28.3		14.9		44.2		28.9		39.6		43.7		46.2		7.3		13.3		1.5		0.3		0.4

		10168		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10169		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		414		65.9		52.7		20.3		26.6		77.1		43.5		25.4		10.9		29.7		16.7		35		43.7		40.8		6.3		10.6		0.5		1		0.2

		10170		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		567		69.1		51.3		21.3		32.6		74.8		43		32.8		13.6		41.8		25		37.2		43		42.2		6.3		10.2		1.2		0.2		0.5

		10171		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		230		72.2		45.2		19.6		23		67.4		33		29.1		10.4		43		24.8		39.6		33.9		46.5		7		9.6		1.7		0		0

		10172		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		73		72.6		54.8		19.2		21.9		64.4		38.4		38.4		11		43.8		31.5		45.2		31.5		41.1		9.6		13.7		2.7		1.4		0

		10173		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		100		100		50		100		100		0		0		0		50		50		50		100		0		0		0		0		0		0

		10174		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		981		67.8		51.9		20.9		30.1		75.7		43.2		29.7		12.4		36.7		21.5		36.3		43.3		41.6		6.3		10.4		0.9		0.5		0.4

		10175		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		305		72.5		47.9		19.7		23.3		66.9		34.1		31.1		10.5		43.3		26.6		41		33.8		44.9		7.5		10.5		2		0.3		0

		10176		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		10177		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		558		66.3		47.3		15.4		28.3		76.7		40.9		25.4		10		30.6		17.9		31.2		41.8		42.8		4.5		6.5		0.7		0.7		0.4

		10178		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般入試		506		65.8		47.8		15.4		28.9		77.3		41.7		24.9		10.5		29.6		16.6		31.2		40.9		41.7		4.2		6.9		0.8		0.8		0.4

		10179		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						センター入試		52		71.2		42.3		15.4		23.1		71.2		32.7		30.8		5.8		40.4		30.8		30.8		50		53.8		7.7		1.9		0		0		0

		10180		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		688		71.9		54.7		24.4		29.1		72.4		42		33.9		13.5		45.3		26.6		42.3		41.6		43.2		8.1		13.5		1.2		0.3		0.3

		10181		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		380		73.2		53.9		26.1		32.9		70.3		40.8		33.4		13.4		50.3		28.9		41.3		40.5		50.8		7.1		16.6		2.1		0		0.3

		10182		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ		162		69.1		54.3		29.6		32.7		65.4		38.9		37.7		14.2		56.8		29		45.7		37		51.9		8		17.3		3.1		0		0

		10183		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						公募推薦		196		75.5		53.6		23		33.2		73		41.8		30.1		12.8		45.9		30.6		38.3		43.9		49.5		6.1		16.3		1.5		0		0.5

		10184		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						自己推薦		22		81.8		54.5		27.3		31.8		81.8		45.5		31.8		13.6		40.9		13.6		36.4		36.4		54.5		9.1		13.6		0		0		0

		10185		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						指定校推薦		308		70.5		55.5		22.4		24.4		75		43.5		34.4		13.6		39.3		23.7		43.5		42.9		33.8		9.4		9.7		0		0.6		0.3

		10186		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		39		53.8		35.9		23.1		20.5		46.2		23.1		25.6		10.3		30.8		25.6		48.7		23.1		23.1		10.3		7.7		5.1		0		0

		10187		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		10188		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		701		68.2		54.1		22.3		22.7		75		41.7		32		15.1		39.1		23.1		37.1		42.9		42.1		7.1		11.3		1.1		0.4		0.4

		10189		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		527		68.9		47.2		18.2		37.2		73.6		41		27.7		8.2		36.4		20.1		36.8		39.5		43.8		6.1		9.1		0.8		0.4		0.2

		10190		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		60		71.7		45		21.7		18.3		58.3		31.7		26.7		10		45		38.3		41.7		33.3		33.3		5		8.3		5		1.7		0

		10191		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		10192		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		262		64.5		47.7		21		19.8		70.2		29.4		33.6		11.5		34		15.6		32.4		41.2		40.1		6.5		6.9		0.4		1.1		0

		10193		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		439		70.4		57.9		23		24.4		77.9		49		31		17.3		42.1		27.6		39.9		44		43.3		7.5		13.9		1.6		0		0.7

		10194		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		274		70.4		41.2		19		29.9		69		35		29.9		5.8		25.9		11.7		34.3		34.7		36.5		4.4		6.2		0.7		0.4		0.4

		10195		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		253		67.2		53.8		17.4		45.1		78.7		47.4		25.3		10.7		47.8		29.2		39.5		44.7		51.8		7.9		12.3		0.8		0.4		0

		10196		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		30		76.7		43.3		23.3		30		56.7		30		33.3		6.7		46.7		33.3		50		36.7		30		10		6.7		3.3		0		0

		10197		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		30		66.7		46.7		20		6.7		60		33.3		20		13.3		43.3		43.3		33.3		30		36.7		0		10		6.7		3.3		0

		10198		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		10199		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		864		68.4		52.7		23.6		28.6		74.2		43.6		31.8		12.2		39.7		24.4		37.6		40.2		44.2		7.3		12.8		1		0.3		0.2

		10200		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		273		69.2		52.7		13.6		27.8		74.7		37		26		12.8		35.9		19		37		45.4		38.1		4.4		4.4		1.5		0.4		0

		10201		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		93		63.4		36.6		18.3		30.1		68.8		39.8		26.9		12.9		34.4		21.5		41.9		33.3		43		5.4		11.8		1.1		2.2		2.2

		10202		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		38		81.6		42.1		13.2		31.6		68.4		31.6		26.3		7.9		31.6		15.8		23.7		50		31.6		5.3		0		0		0		0

		10203		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		16		68.8		43.8		25		25		87.5		31.3		37.5		6.3		43.8		6.3		43.8		62.5		43.8		0		0		6.3		0		0

		10204		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		5		100		40		0		20		80		20		20		0		40		20		60		20		40		0		0		0		0		0

		10205		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		425		69.4		47.8		14.8		28.5		73.4		36.7		26.6		12		35.5		18.8		37.4		43.5		38.8		4.5		5.4		1.4		0.7		0.5
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												調査数		学校で勉強できる内容		実際の授業の様子や雰囲気		どんな先生がいるか		実習室や教室などの雰囲気		キャンパスの雰囲気		在校生の様子や雰囲気		どんな部活・サークルがあるか		留学に関する情報		取れる資格の内容や合格率		学費や奨学金等の詳しい情報		就職状況		立地やアクセスの仕方		入試の方法や難易度		卒業生の学校に対する評価		学校のアドミッション・ポリシー		その他		特に知りたいことはなかった		無回答

		6585		1305センサス全国_大学1_%						#0158				Q7-3.進学先校主催イベントで知りたかったこと

		6586		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》																2009～2016：取れる資格		2009～2016：学費等の詳しい情報						2009～2016：入試の情報

		6587		1305センサス全国_大学1_%								調査数		学校で勉強できる内容		実際の授業の様子や雰囲気		どんな先生がいるか		実習室や教室などの雰囲気		キャンパスの雰囲気		在校生の様子や雰囲気		どんな部活・サークルがあるか		留学に関する情報		取れる資格の内容や合格率		学費や奨学金等の詳しい情報		就職状況		立地やアクセスの仕方		入試の方法や難易度		卒業生の学校に対する評価		学校のアドミッション・ポリシー		その他		特に知りたいことはなかった		無回答

		4146		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		5119		64.7		*		19.1		41.8		74.2		57.1		23.6		*		36.9		16.1		35.1		*		43.9		*		*		1.8		0.9		0.3

		5239		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		4680		65.3		*		20.4		43		72.1		56.4		24.5		*		38.7		17.2		38.6		*		44		*		*		1.9		0.9		0.3

		6588		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		2031		67.5		*		18.3		39.1		70.8		57.4		20.9		*		35.3		16.4		33.1		*		42.3		*		*		2		1.2		0.01

		10603		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体 ネン		1794		59.6		*		15.6		38.7		68.8		51.6		17.1		*		31.3		15.1		30.4		*		42.6		*		*		0.9		0.7		0.4

		4143		090529センサス全国_大学1_%						#0133				Q6SQ4.進学先校主催イベントで知りたかったこと

		4144		090529センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:Q6=1》

		4145		090529センサス全国_大学1_%								調査数		学校で勉強できる内容		どんな先生がいるか		実習室や教室などの雰囲気		就職状況		取れる資格		入試の情報		学費等の詳しい情報		キャンパスの雰囲気		在校生の様子や雰囲気		どんな部活・サークルがあるか		その他		特に知りたいことはなかった		無回答

		4146		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		5119		64.7		19.1		41.8		35.1		36.9		43.9		16.1		74.2		57.1		23.6		1.8		0.9		0.3

		4160		090529センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		4161		090529センサス全国_大学1_%						95％以上		918		64.4		16.2		41.7		27.8		25.8		38.5		9.2		76.1		64.9		20.4		1.5		1		0.4

		4162		090529センサス全国_大学1_%						70～95％未満		2288		63.1		18.2		42.3		36.3		36.4		46.3		15		75.3		57.8		22.5		2.1		1.1		0.3

		4163		090529センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1210		64.7		19.8		40.6		36.9		40.7		43.1		19		72.1		52.5		25		1.6		0.7		0.4

		4164		090529センサス全国_大学1_%						10～40％未満		559		69.9		22.2		42.4		37.4		47.6		44		25.4		70.5		49.2		29.9		1.8		0.5		0.2

		4165		090529センサス全国_大学1_%						10％未満		29		65.5		37.9		41.4		27.6		34.5		37.9		20.7		89.7		65.5		17.2		0		0		0

		5236		1105センサス全国_大学1_%						#0151				Q7-3.進学先校主催イベントで知りたかったこと

		5237		1105センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》

		5238		1105センサス全国_大学1_%								調査数		学校で勉強できる内容		どんな先生がいるか		実習室や教室などの雰囲気		就職状況		取れる資格		入試の情報		学費等の詳しい情報		キャンパスの雰囲気		在校生の様子や雰囲気		どんな部活・サークルがあるか		その他		特に知りたいことはなかった		無回答

		5239		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体 ネン		4680		65.3		20.4		43		38.6		38.7		44		17.2		72.1		56.4		24.5		1.9		0.9		0.3

		5253		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		5254		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		1238		64.5		17.9		42.7		33.3		30		41.1		10.1		74.6		58.3		21.6		1.5		0.8		0.2

		5255		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		2072		64.5		20.1		43.6		40.7		39.2		45.8		17		73.6		56.7		24.8		1.9		1		0.3

		5256		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		949		66.1		21.4		40.6		40.6		43.9		45		21.1		67.8		54.6		24.8		2.2		0.9		0.4

		5257		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		358		71.8		27.1		46.9		39.9		49.7		42.5		30.7		68.2		53.9		31		2.5		0.3		0.3

		5258		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		18		61.1		16.7		38.9		33.3		50		33.3		27.8		72.2		55.6		22.2		0		0		0

		6585		1305センサス全国_大学1_%						#0158				Q7-3.進学先校主催イベントで知りたかったこと

		6586		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》

		6587		1305センサス全国_大学1_%								調査数		学校で勉強できる内容		どんな先生がいるか		実習室や教室などの雰囲気		就職状況		取れる資格		入試の情報		学費等の詳しい情報		キャンパスの雰囲気		在校生の様子や雰囲気		どんな部活・サークルがあるか		その他		特に知りたいことはなかった		無回答

		6588		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体 ネン		2031		67.5		18.3		39.1		33.1		35.3		42.3		16.4		70.8		57.4		20.9		2		1.2		0.01

		6604		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6605		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		542		65.9		16.4		35.2		27.5		24.5		38		11.8		70.3		61.3		20.3		1.5		2		0.2

		6606		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		905		68.1		20.1		39.3		34.9		35.2		45.2		15.8		74.1		57.9		19		2.1		1.3		0

		6607		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		407		67.1		17		44.2		32.2		43.5		43.2		19.9		65.1		53.8		23.8		2		0.5		0

		6608		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		153		69.9		18.3		41.2		43.1		51.6		39.2		25.5		68		52.3		26.8		3.3		0		0

		6609		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		60		20		40		20		0		0		20		80		80		20		0		0		0

		10600		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0172				Q9-3. 進学先校主催イベントで知りたかったこと

		10602		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		学校で勉強できる内容		どんな先生がいるか		実習室や教室などの雰囲気		就職状況		取れる資格		入試の情報		学費等の詳しい情報		キャンパスの雰囲気		在校生の様子や雰囲気		どんな部活・サークルがあるか		その他		特に知りたいことはなかった		無回答

		10603		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体 ネン		1794		59.6		15.6		38.7		30.4		31.3		42.6		15.1		68.8		51.6		17.1		0.9		0.7		0.4

		10619		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10620		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		464		59.3		11.9		40.9		28.7		22.8		38.4		8.4		71.3		58.8		15.5		1.3		0.9		0.6

		10621		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		888		58.8		14.5		38.5		32.3		32		44		15.8		68.9		51.8		16.9		1.2		0.5		0.2

		10622		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		296		59.8		22.3		35.8		27.4		36.8		43.6		19.6		65.2		44.9		17.9		―		1		0.7

		10623		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		120		65		22.5		39.2		33.3		48.3		48.3		26.7		65.8		41.7		24.2		―		0.8		0.8

		10624		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		4		75		―		75		25		50		―		―		75		25		―		―		―		―

		10625		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1352		58.9		13.6		39.3		31.1		28.8		42.1		13.2		69.7		54.2		16.4		1.3		0.6		0.4

		10626		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		420		61.4		22.1		37.1		29		40.2		44.5		21.4		65.5		43.8		19.5		―		1		0.7







■進学先校　主催イベントのよかったところ（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）
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2019年　大学進学者全体 1302 87 .4 58.9 41.2 40.2 37.9 35.9 34.6 33.6 27.4 26.0 24.2 20.2 15.5 13.9 10.5 7.8 7.1 6.8 5.9 1.8 1.0 0.4

2016年　大学進学者全体 1794 84 .3 53.0 34.6 40.5 33.6 33.5 29.9 31.2 25.3 24.7 21.5 17.0 14.2 12.2 10.6 11.3 6.0 5.7 5.6 1.3 0.6 0.2

2013年　大学進学者全体 2031 84 .8 51.0 35.8 40.9 31.0 35.0 31.3 30.6 28.6 23.8 19.4 18.1 16.2 13.5 9.1 10.8 6.6 6.3 4.6 1.9 0.8 0.4

100 .0 各年において最もポイントが高い 2回連続増加している項目

100.0 各年において２～５番目にポイントが高い

【2019年属性別】

男女別 男子 570 88.2 57.2 33.2 31.9 31.8 31.1 28.8 32.1 23.0 20.0 15.6 17.4 10.5 9.3 8.8 4.0 6.5 4.2 3.2 1.6 0.9 0.2

女子 727 86.8 60.5 47 .7 46 .5 42.8 39.8 39.2 34.7 30.8 30.7 31 .1 22.4 19.4 17.5 11.8 10.6 7.6 8.7 8.1 2.1 1.1 0.6

入試 一般、センター・計 558 88.4 58.4 35.8 37.5 31.0 28.9 24.9 30.8 22.4 22.4 16.8 16.7 9.9 8.1 7.9 5.2 3.9 5.2 3.9 2.0 1.1 0.4

方法別 ＡＯ、推薦入試・計 688 86.8 60.0 45.1 43.0 43.5 41.6 41.7 37.1 31.8 28.8 29.9 23.1 20.2 19.0 12.8 9.9 9.7 7.7 7.4 1.7 1.0 0.4

100 .0 「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い ※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

100.0 「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い
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【オープンキャンパスのよかったところ】

■『キャンパス見学』と『入試』『資格・費用』への評価が高まる
・前々回調査（2013年）より2回連続増加している項目は
①キャンパス見学に関する項目
「施設・設備を見られたこと」「実習室や教室を見られたこと」「キャンパスツアー」

②入試に関する項目
「入試の説明」

③資格・費用に関する項目
「取れる資格・支援体制の説明」「奨学金の説明」

９


グラフ

		

														1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		3

		-4								-1		0		1		3		12		4		11		8		6		2		17		10		14		13		16		9		7		19		20		5		15		18		21		22

						0		7		0				キャンパスを見られたこと		施設・設備を見られたこと		学部学科・カリキュラムの説明		在校生の話・対応		入試の説明		模擬授業		先生の話・対応		実習室や教室を見られたこと		学食体験		キャンパスツアー		取れる資格・支援体制の説明		就職状況・支援体制の説明		個別相談		体験実習		職員の話・対応		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その学校の卒業生の話・対応		奨学金の説明		保護者コーナー		その他		無回答

						#0203		8		Q10-6. 進学先校主催イベントのよかったところ

								9		0		調査数		キャンパスを見られたこと		施設・設備を見られたこと		学部学科・カリキュラムの説明		在校生の話・対応		入試の説明		模擬授業		先生の話・対応		実習室や教室を見られたこと		学食体験		キャンパスツアー		取れる資格・支援体制の説明		就職状況・支援体制の説明		個別相談		体験実習		職員の話・対応		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その学校の卒業生の話・対応		奨学金の説明		保護者コーナー		その他		無回答

								9		0		0		《ｾﾚｸﾄ条件	:Q10=1》		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1905センサス全国_大学1_%				2019年　大学進学者全体		11		2019年　大学進学者全体		1302		87.4		58.9		41.2		40.2		37.9		35.9		34.6		33.6		27.4		26		24.2		20.2		15.5		13.9		10.5		7.8		7.1		6.8		5.9		1.8		1		0.4

		1605センサス全国_大学1_%				2016年　大学進学者全体		13		2016年　大学進学者全体		1794		84.3		53		34.6		40.5		33.6		33.5		29.9		31.2		25.3		24.7		21.5		17		14.2		12.2		10.6		11.3		6		5.7		5.6		1.3		0.6		0.2

		1305センサス全国_大学1_%				2013年　大学進学者全体		12		2013年　大学進学者全体		2031		84.8		51		35.8		40.9		31		35		31.3		30.6		28.6		23.8		19.4		18.1		16.2		13.5		9.1		10.8		6.6		6.3		4.6		1.9		0.8		0.4

		1105センサス全国_大学1_%				2011年　大学進学者全体		11		2011年　大学進学者全体		4680		86		53.4		38.8		37.4		35.6		28.8		35.3		33.8		31.3		26.6		22.3		20.6		20.4		17.6		10.5		14.3		8.7		*		6.2		1.5		1		0.2

		090529センサス全国_大学1_%				2009年　大学進学者全体		10		2009年　大学進学者全体		5119		85.8		53		34.8		33.2		36.2		27.2		33.8		35.3		32.8		26.4		19.9		18		19.9		16.3		10.5		15		8.8		*		4.5		1.3		0.9		0.8

		1905センサス全国_大学1_%						11		大学進学者全体		1302		87.4		58.9		41.2		40.2		37.9		35.9		34.6		33.6		27.4		26		24.2		20.2		15.5		13.9		10.5		7.8		7.1		6.8		5.9		1.8		1		0.4				1905センサス全国_大学1_%

		非表示 ヒヒョウジ				高校所在
エリア別 コウコウショザイベツ		13		北海道		29		79.3		58.6		34.5		51.7		37.9		48.3		41.4		37.9		34.5		27.6		27.6		27.6		17.2		24.1		24.1		17.2		10.3		13.8		6.9		0		3.4		0

		非表示 ヒヒョウジ						14		東北		70		78.6		50		28.6		40		25.7		38.6		25.7		30		18.6		14.3		15.7		17.1		10		12.9		7.1		2.9		7.1		2.9		1.4		4.3		0		1.4

		非表示 ヒヒョウジ						15		北関東・甲信越		116		87.1		57.8		44		37.1		44		47.4		31		31		26.7		26.7		23.3		17.2		16.4		18.1		11.2		6		6		3.4		9.5		1.7		0.9		0

		非表示 ヒヒョウジ						16		南関東		417		90.2		63.1		46		43.9		42.2		38.1		36		34.5		31.2		30		28.3		22.1		18.9		10.1		11		9.8		5.3		7.2		5.3		0.2		0.7		0.2

		非表示 ヒヒョウジ						17		東海		166		84.9		59.6		40.4		31.3		31.9		30.7		32.5		35.5		34.9		23.5		19.9		21.7		13.9		18.1		9		7.8		10.2		6.6		4.8		4.2		1.2		1.2

		非表示 ヒヒョウジ						18		北陸		29		89.7		72.4		44.8		41.4		27.6		48.3		37.9		55.2		20.7		24.1		13.8		24.1		13.8		13.8		17.2		6.9		10.3		13.8		3.4		3.4		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						19		関西		226		87.2		56.6		37.6		35		40.7		26.5		31.4		32.7		23.9		26.5		24.3		20.4		13.3		12.4		7.5		5.3		7.5		5.8		6.6		1.3		0.4		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						20		中国・四国		105		88.6		58.1		44.8		41		36.2		31.4		39		26.7		26.7		21.9		22.9		14.3		17.1		18.1		7.6		5.7		4.8		8.6		7.6		3.8		3.8		0

		非表示 ヒヒョウジ						21		九州・沖縄		138		87.7		53.6		37		47.1		32.6		38.4		40.6		33.3		18.1		24.6		24.6		18.8		10.9		14.5		13.8		8.7		9.4		7.2		6.5		2.2		0.7		0

								22		大都市圏		682		89.1		60.4		43.8		39.9		40.2		32.6		34.2		34.2		29.5		29		26.5		21.4		16.7		10.9		9.1		9.1		6.2		6.5		5.9		1.2		0.7		0.3

								23		大都市圏以外		614		85.5		57.5		38.6		40.4		35.5		39.7		35.2		32.9		25.1		22.6		21.7		18.9		14		17.3		11.9		6.2		8.1		7		6		2.6		1.3		0.5

		★				男女別 ダンジョベツ		25		男子		570		88.2		57.2		33.2		31.9		31.8		31.1		28.8		32.1		23		20		15.6		17.4		10.5		9.3		8.8		4		6.5		4.2		3.2		1.6		0.9		0.2

		★						26		女子		727		86.8		60.5		47.7		46.5		42.8		39.8		39.2		34.7		30.8		30.7		31.1		22.4		19.4		17.5		11.8		10.6		7.6		8.7		8.1		2.1		1.1		0.6

		非表示 ヒヒョウジ				大短
進学率別 ダイタンシンガクリツベツ		28		95％以上		414		88.9		58.7		38.9		39.1		31.2		33.1		30.2		34.1		21.3		27.8		17.6		18.4		13.3		11.4		7.2		7.5		6		6.5		3.1		2.2		1.7		0.2

		非表示 ヒヒョウジ						29		70～95％未満		567		88.2		62.3		41.1		39.7		41.1		35.6		37		34.6		30.5		25.7		26.6		22.6		15.5		13.8		12		8.5		7.8		7.6		8.1		1.2		0.5		0.5

		非表示 ヒヒョウジ						30		40～70％未満		230		87		54.3		47.4		42.6		42.2		38.3		34.8		31.3		27.4		24.8		28.7		17.8		15.2		17.4		10.4		6.5		4.8		4.8		5.7		2.6		1.3		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						31		10～40％未満		73		72.6		49.3		38.4		39.7		34.2		43.8		42.5		27.4		35.6		24.7		26		17.8		21.9		19.2		13.7		6.8		16.4		6.8		4.1		2.7		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						32		10％未満		2		100		100		50		50		0		100		50		100		50		0		0		0		0		0		50		0		0		0		50		0		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						33		70％以上・計		981		88.5		60.8		40.2		39.4		36.9		34.6		34.1		34.4		26.6		26.6		22.8		20.8		14.6		12.7		10		8.1		7		7.1		6		1.6		1		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						34		70％未満・計		305		83.6		53.4		45.2		42		40		40		36.7		30.8		29.5		24.6		27.9		17.7		16.7		17.7		11.5		6.6		7.5		5.2		5.6		2.6		1		0.3

						文理別 ブンリベツ		47		文系		701		88.3		59.3		42.9		39.7		38.5		40.9		35.7		27.7		30.1		27.5		25.5		20.4		18		11.4		10.7		8.7		7.7		7.6		6.3		1.7		1.3		0.6

								48		理系		527		87.3		60.2		40		39.1		36.2		29.2		32.8		42.1		23		23.3		21.6		19.7		12.1		16.5		9.5		6.1		5.7		5.1		4.6		2.1		0.8		0.2

								49		どちらでもない		60		78.3		46.7		35		53.3		43.3		41.7		36.7		26.7		31.7		30		33.3		21.7		13.3		16.7		15		6.7		11.7		10		13.3		1.7		0		0

		非表示 ヒヒョウジ				入試
方法別 ニュウシホウホウベツ		36		一般、センター・計		558		88.4		58.4		35.8		37.5		31		28.9		24.9		30.8		22.4		22.4		16.8		16.7		9.9		8.1		7.9		5.2		3.9		5.2		3.9		2		1.1		0.4

						入試
方法別 ニュウシホウホウベツ		37		一般入試		506		88.9		58.1		36		37.5		28.3		29.1		24.7		31		22.3		22.1		17		16.6		9.1		7.7		8.3		5.1		3.8		5.3		3.8		1.6		1.2		0.4

								38		センター入試		52		82.7		61.5		34.6		36.5		57.7		26.9		26.9		28.8		23.1		25		15.4		17.3		17.3		11.5		3.8		5.8		5.8		3.8		5.8		5.8		0		0

		非表示 ヒヒョウジ						39		ＡＯ、推薦入試・計		688		86.8		60		45.1		43		43.5		41.6		41.7		37.1		31.8		28.8		29.9		23.1		20.2		19		12.8		9.9		9.7		7.7		7.4		1.7		1		0.4

		非表示 ヒヒョウジ						40		※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		380		85.8		62.1		48.4		40.3		50.3		41.8		44.2		38.7		31.6		25.8		33.7		20.8		21.3		22.1		14.2		8.2		8.9		7.4		7.1		1.8		1.1		0.5

								41		ＡＯ		162		84.6		62.3		48.1		39.5		53.1		46.9		48.1		42		35.2		27.8		38.3		25.3		23.5		23.5		17.3		8		8.6		8		5.6		1.2		1.2		0.6

								42		公募推薦		196		85.7		60.7		49		39.8		48		39.3		40.3		35.7		28.6		25		30.1		17.3		20.4		21.9		11.2		8.2		9.2		6.6		8.7		2		1		0.5

								43		自己推薦		22		95.5		72.7		45.5		50		50		27.3		50		40.9		31.8		18.2		31.8		18.2		13.6		13.6		18.2		9.1		9.1		9.1		4.5		4.5		0		0

								44		指定校推薦		308		88		57.5		40.9		46.4		35.1		41.2		38.6		35.1		32.1		32.5		25.3		26		18.8		15.3		11		12		10.7		8.1		7.8		1.6		1		0.3

								45		その他		39		79.5		48.7		41		25.6		28.2		38.5		33.3		15.4		20.5		15.4		23.1		20.5		10.3		10.3		10.3		7.7		5.1		10.3		5.1		2.6		0		0

						志望
順位別 シボウジュンイベツ		58		第1希望		864		87.6		59.1		42.4		42.8		39.1		38.7		38.7		35.3		28.4		27.7		24.8		20.5		16.2		16		11.3		7.8		8.3		8		5.8		1.4		1		0.2

								64		第1希望志望以外・計		425		86.8		58.6		38.8		35.5		35.8		30.8		27.1		29.9		25.6		22.6		23.3		20.2		14.4		9.9		8.9		8		4.5		4.5		6.4		2.8		0.9		0.7

						■進学先校　主催イベントのよかったところ（大学進学者のうち進学先イベント参加者／複数回答）

												（％）

														0												0				0										0														0

												調査数		キャンパスを見られたこと		施設・設備を見られたこと		学部学科・カリキュラムの説明		在校生の話・対応		入試の説明		模擬授業		先生の話・対応		実習室や教室を見られたこと		学食体験		キャンパスツアー		取れる資格・支援体制の説明		就職状況・支援体制の説明		個別相談		体験実習		職員の話・対応		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その学校の卒業生の話・対応		奨学金の説明		保護者コーナー		その他		無回答

						2019年　大学進学者全体						1302		87.4		58.9		41.2		40.2		37.9		35.9		34.6		33.6		27.4		26.0		24.2		20.2		15.5		13.9		10.5		7.8		7.1		6.8		5.9		1.8		1.0		0.4

						2016年　大学進学者全体						1794		84.3		53.0		34.6		40.5		33.6		33.5		29.9		31.2		25.3		24.7		21.5		17.0		14.2		12.2		10.6		11.3		6.0		5.7		5.6		1.3		0.6		0.2

						2013年　大学進学者全体						2031		84.8		51.0		35.8		40.9		31.0		35.0		31.3		30.6		28.6		23.8		19.4		18.1		16.2		13.5		9.1		10.8		6.6		6.3		4.6		1.9		0.8		0.4

						2011年　大学進学者全体						4680		86.0		53.4		38.8		37.4		35.6		28.8		35.3		33.8		31.3		26.6		22.3		20.6		20.4		17.6		10.5		14.3		8.7		*		6.2		1.5		1.0		0.2

						2009年　大学進学者全体						5119		85.8		53.0		34.8		33.2		36.2		27.2		33.8		35.3		32.8		26.4		19.9		18.0		19.9		16.3		10.5		15.0		8.8		*		4.5		1.3		0.9		0.8

						0						0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―

														100.0		各年において最もポイントが高い カクネン																		2回連続増加している項目 カイレンゾクゾウカコウモク

														100.0		各年において２～５番目にポイントが高い カクネン

						【2019年属性別】 ネンゾクセイベツ

						大学進学者全体						1302		87.4		58.9		41.2		40.2		37.9		35.9		34.6		33.6		27.4		26.0		24.2		20.2		15.5		13.9		10.5		7.8		7.1		6.8		5.9		1.8		1.0		0.4

		非表示				高校所在
エリア別		北海道				29		79.3		58.6		34.5		51.7		37.9		48.3		41.4		37.9		34.5		27.6		27.6		27.6		17.2		24.1		24.1		17.2		10.3		13.8		6.9		―		3.4		―

		非表示						東北				70		78.6		50.0		28.6		40.0		25.7		38.6		25.7		30.0		18.6		14.3		15.7		17.1		10.0		12.9		7.1		2.9		7.1		2.9		1.4		4.3		―		1.4

		非表示						北関東・甲信越				116		87.1		57.8		44.0		37.1		44.0		47.4		31.0		31.0		26.7		26.7		23.3		17.2		16.4		18.1		11.2		6.0		6.0		3.4		9.5		1.7		0.9		―

		非表示						南関東				417		90.2		63.1		46.0		43.9		42.2		38.1		36.0		34.5		31.2		30.0		28.3		22.1		18.9		10.1		11.0		9.8		5.3		7.2		5.3		0.2		0.7		0.2

		非表示						東海				166		84.9		59.6		40.4		31.3		31.9		30.7		32.5		35.5		34.9		23.5		19.9		21.7		13.9		18.1		9.0		7.8		10.2		6.6		4.8		4.2		1.2		1.2

		非表示						北陸				29		89.7		72.4		44.8		41.4		27.6		48.3		37.9		55.2		20.7		24.1		13.8		24.1		13.8		13.8		17.2		6.9		10.3		13.8		3.4		3.4		―		―

		非表示						関西				226		87.2		56.6		37.6		35.0		40.7		26.5		31.4		32.7		23.9		26.5		24.3		20.4		13.3		12.4		7.5		5.3		7.5		5.8		6.6		1.3		0.4		0.4

		非表示						中国・四国				105		88.6		58.1		44.8		41.0		36.2		31.4		39.0		26.7		26.7		21.9		22.9		14.3		17.1		18.1		7.6		5.7		4.8		8.6		7.6		3.8		3.8		―

		非表示						九州・沖縄				138		87.7		53.6		37.0		47.1		32.6		38.4		40.6		33.3		18.1		24.6		24.6		18.8		10.9		14.5		13.8		8.7		9.4		7.2		6.5		2.2		0.7		―

		0						大都市圏				682		89.1		60.4		43.8		39.9		40.2		32.6		34.2		34.2		29.5		29.0		26.5		21.4		16.7		10.9		9.1		9.1		6.2		6.5		5.9		1.2		0.7		0.3

		0						大都市圏以外				614		85.5		57.5		38.6		40.4		35.5		39.7		35.2		32.9		25.1		22.6		21.7		18.9		14.0		17.3		11.9		6.2		8.1		7.0		6.0		2.6		1.3		0.5

		★				男女別		男子				570		88.2		57.2		33.2		31.9		31.8		31.1		28.8		32.1		23.0		20.0		15.6		17.4		10.5		9.3		8.8		4.0		6.5		4.2		3.2		1.6		0.9		0.2

		★						女子				727		86.8		60.5		47.7		46.5		42.8		39.8		39.2		34.7		30.8		30.7		31.1		22.4		19.4		17.5		11.8		10.6		7.6		8.7		8.1		2.1		1.1		0.6

		非表示				大短
進学率別		95％以上				414		88.9		58.7		38.9		39.1		31.2		33.1		30.2		34.1		21.3		27.8		17.6		18.4		13.3		11.4		7.2		7.5		6.0		6.5		3.1		2.2		1.7		0.2

		非表示						70～95％未満				567		88.2		62.3		41.1		39.7		41.1		35.6		37.0		34.6		30.5		25.7		26.6		22.6		15.5		13.8		12.0		8.5		7.8		7.6		8.1		1.2		0.5		0.5

		非表示						40～70％未満				230		87.0		54.3		47.4		42.6		42.2		38.3		34.8		31.3		27.4		24.8		28.7		17.8		15.2		17.4		10.4		6.5		4.8		4.8		5.7		2.6		1.3		0.4

		非表示						10～40％未満				73		72.6		49.3		38.4		39.7		34.2		43.8		42.5		27.4		35.6		24.7		26.0		17.8		21.9		19.2		13.7		6.8		16.4		6.8		4.1		2.7		―		―

		非表示						10％未満				2		100.0		100.0		50.0		50.0		―		100.0		50.0		100.0		50.0		―		―		―		―		―		50.0		―		―		―		50.0		―		―		―

		非表示						70％以上・計				981		88.5		60.8		40.2		39.4		36.9		34.6		34.1		34.4		26.6		26.6		22.8		20.8		14.6		12.7		10.0		8.1		7.0		7.1		6.0		1.6		1.0		0.4

		非表示						70％未満・計				305		83.6		53.4		45.2		42.0		40.0		40.0		36.7		30.8		29.5		24.6		27.9		17.7		16.7		17.7		11.5		6.6		7.5		5.2		5.6		2.6		1.0		0.3

		0				文理別		文系				701		88.3		59.3		42.9		39.7		38.5		40.9		35.7		27.7		30.1		27.5		25.5		20.4		18.0		11.4		10.7		8.7		7.7		7.6		6.3		1.7		1.3		0.6

		0						理系				527		87.3		60.2		40.0		39.1		36.2		29.2		32.8		42.1		23.0		23.3		21.6		19.7		12.1		16.5		9.5		6.1		5.7		5.1		4.6		2.1		0.8		0.2

		0						どちらでもない				60		78.3		46.7		35.0		53.3		43.3		41.7		36.7		26.7		31.7		30.0		33.3		21.7		13.3		16.7		15.0		6.7		11.7		10.0		13.3		1.7		―		―

		非表示				入試		一般、センター・計				558		88.4		58.4		35.8		37.5		31.0		28.9		24.9		30.8		22.4		22.4		16.8		16.7		9.9		8.1		7.9		5.2		3.9		5.2		3.9		2.0		1.1		0.4

		0				入試
方法別		一般入試				506		88.9		58.1		36.0		37.5		28.3		29.1		24.7		31.0		22.3		22.1		17.0		16.6		9.1		7.7		8.3		5.1		3.8		5.3		3.8		1.6		1.2		0.4

		0						センター入試				52		82.7		61.5		34.6		36.5		57.7		26.9		26.9		28.8		23.1		25.0		15.4		17.3		17.3		11.5		3.8		5.8		5.8		3.8		5.8		5.8		―		―

		非表示				方法別 ホウホウベツ		ＡＯ、推薦入試・計				688		86.8		60.0		45.1		43.0		43.5		41.6		41.7		37.1		31.8		28.8		29.9		23.1		20.2		19.0		12.8		9.9		9.7		7.7		7.4		1.7		1.0		0.4

		非表示						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)				380		85.8		62.1		48.4		40.3		50.3		41.8		44.2		38.7		31.6		25.8		33.7		20.8		21.3		22.1		14.2		8.2		8.9		7.4		7.1		1.8		1.1		0.5

		0						ＡＯ				162		84.6		62.3		48.1		39.5		53.1		46.9		48.1		42.0		35.2		27.8		38.3		25.3		23.5		23.5		17.3		8.0		8.6		8.0		5.6		1.2		1.2		0.6

		0						公募推薦				196		85.7		60.7		49.0		39.8		48.0		39.3		40.3		35.7		28.6		25.0		30.1		17.3		20.4		21.9		11.2		8.2		9.2		6.6		8.7		2.0		1.0		0.5

		0						自己推薦				22		95.5		72.7		45.5		50.0		50.0		27.3		50.0		40.9		31.8		18.2		31.8		18.2		13.6		13.6		18.2		9.1		9.1		9.1		4.5		4.5		―		―

		0						指定校推薦				308		88.0		57.5		40.9		46.4		35.1		41.2		38.6		35.1		32.1		32.5		25.3		26.0		18.8		15.3		11.0		12.0		10.7		8.1		7.8		1.6		1.0		0.3

		0						その他				39		79.5		48.7		41.0		25.6		28.2		38.5		33.3		15.4		20.5		15.4		23.1		20.5		10.3		10.3		10.3		7.7		5.1		10.3		5.1		2.6		―		―

		0						第1希望				864		87.6		59.1		42.4		42.8		39.1		38.7		38.7		35.3		28.4		27.7		24.8		20.5		16.2		16.0		11.3		7.8		8.3		8.0		5.8		1.4		1.0		0.2

		0						第1希望志望以外・計				425		86.8		58.6		38.8		35.5		35.8		30.8		27.1		29.9		25.6		22.6		23.3		20.2		14.4		9.9		8.9		8.0		4.5		4.5		6.4		2.8		0.9		0.7

														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上高い																※「2019年　大学進学者全体」の降順ソート

														100.0		「2019年　大学進学者全体」より5ポイント以上低い



セル数ーセル幅対応表
(無回答を除く)
３以下：１４．０
４　　：１２．０
５　　：　９．５
６　　：　８．５
７　　：　８．５
８　　：　８．０
９　　：　８．０
１０　：　７．５
１１　：　７．５
１２　：　７．０
１３　：　６．５
１４　：　６．０
１５　：　５．５
１６　：　５．３３
１７　：　５．０
１８　：　４．８３
１９以上：４．５０



グラフ

		



2013年　大学進学者全体

2016年　大学進学者全体

2019年　大学進学者全体

男子

女子



今回データ
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		10323		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						#0203				Q10-6. 進学先校主催イベントのよかったところ

		10324		1905センサス全国_大学1_% ダイガク										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q10=1》

		10325		1905センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		キャンパスを見られたこと		実習室や教室を見られたこと		施設・設備を見られたこと		在校生の話・対応		その学校の卒業生の話・対応		先生の話・対応		職員の話・対応		模擬授業		体験実習		キャンパスツアー		入試の説明		学部学科・カリキュラムの説明		就職状況・支援体制の説明		取れる資格・支援体制の説明		奨学金の説明		個別相談		学食体験		保護者コーナー		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その他		無回答

		10326		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		1302		87.4		33.6		58.9		40.2		6.8		34.6		10.5		35.9		13.9		26		37.9		41.2		20.2		24.2		5.9		15.5		27.4		1.8		7.8		7.1		1		0.4

		10327		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《高校所在エリア別》

		10328		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北海道		29		79.3		37.9		58.6		51.7		13.8		41.4		24.1		48.3		24.1		27.6		37.9		34.5		27.6		27.6		6.9		17.2		34.5		0		17.2		10.3		3.4		0

		10329		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東北		70		78.6		30		50		40		2.9		25.7		7.1		38.6		12.9		14.3		25.7		28.6		17.1		15.7		1.4		10		18.6		4.3		2.9		7.1		0		1.4

		10330		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北関東・甲信越		116		87.1		31		57.8		37.1		3.4		31		11.2		47.4		18.1		26.7		44		44		17.2		23.3		9.5		16.4		26.7		1.7		6		6		0.9		0

		10331		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						南関東		417		90.2		34.5		63.1		43.9		7.2		36		11		38.1		10.1		30		42.2		46		22.1		28.3		5.3		18.9		31.2		0.2		9.8		5.3		0.7		0.2

		10332		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						東海		166		84.9		35.5		59.6		31.3		6.6		32.5		9		30.7		18.1		23.5		31.9		40.4		21.7		19.9		4.8		13.9		34.9		4.2		7.8		10.2		1.2		1.2

		10333		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						北陸		29		89.7		55.2		72.4		41.4		13.8		37.9		17.2		48.3		13.8		24.1		27.6		44.8		24.1		13.8		3.4		13.8		20.7		3.4		6.9		10.3		0		0

		10334		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						関西		226		87.2		32.7		56.6		35		5.8		31.4		7.5		26.5		12.4		26.5		40.7		37.6		20.4		24.3		6.6		13.3		23.9		1.3		5.3		7.5		0.4		0.4

		10335		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						中国・四国		105		88.6		26.7		58.1		41		8.6		39		7.6		31.4		18.1		21.9		36.2		44.8		14.3		22.9		7.6		17.1		26.7		3.8		5.7		4.8		3.8		0

		10336		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						九州・沖縄		138		87.7		33.3		53.6		47.1		7.2		40.6		13.8		38.4		14.5		24.6		32.6		37		18.8		24.6		6.5		10.9		18.1		2.2		8.7		9.4		0.7		0

		10337		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏		682		89.1		34.2		60.4		39.9		6.5		34.2		9.1		32.6		10.9		29		40.2		43.8		21.4		26.5		5.9		16.7		29.5		1.2		9.1		6.2		0.7		0.3

		10338		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						大都市圏以外		614		85.5		32.9		57.5		40.4		7		35.2		11.9		39.7		17.3		22.6		35.5		38.6		18.9		21.7		6		14		25.1		2.6		6.2		8.1		1.3		0.5

		10339		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《性別》

		10340		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						男子		570		88.2		32.1		57.2		31.9		4.2		28.8		8.8		31.1		9.3		20		31.8		33.2		17.4		15.6		3.2		10.5		23		1.6		4		6.5		0.9		0.2

		10341		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						女子		727		86.8		34.7		60.5		46.5		8.7		39.2		11.8		39.8		17.5		30.7		42.8		47.7		22.4		31.1		8.1		19.4		30.8		2.1		10.6		7.6		1.1		0.6

		10342		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10343		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		414		88.9		34.1		58.7		39.1		6.5		30.2		7.2		33.1		11.4		27.8		31.2		38.9		18.4		17.6		3.1		13.3		21.3		2.2		7.5		6		1.7		0.2

		10344		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		567		88.2		34.6		62.3		39.7		7.6		37		12		35.6		13.8		25.7		41.1		41.1		22.6		26.6		8.1		15.5		30.5		1.2		8.5		7.8		0.5		0.5

		10345		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		230		87		31.3		54.3		42.6		4.8		34.8		10.4		38.3		17.4		24.8		42.2		47.4		17.8		28.7		5.7		15.2		27.4		2.6		6.5		4.8		1.3		0.4

		10346		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		73		72.6		27.4		49.3		39.7		6.8		42.5		13.7		43.8		19.2		24.7		34.2		38.4		17.8		26		4.1		21.9		35.6		2.7		6.8		16.4		0		0

		10347		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		2		100		100		100		50		0		50		50		100		0		0		0		50		0		0		50		0		50		0		0		0		0		0

		10348		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		981		88.5		34.4		60.8		39.4		7.1		34.1		10		34.6		12.7		26.6		36.9		40.2		20.8		22.8		6		14.6		26.6		1.6		8.1		7		1		0.4

		10349		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		305		83.6		30.8		53.4		42		5.2		36.7		11.5		40		17.7		24.6		40		45.2		17.7		27.9		5.6		16.7		29.5		2.6		6.6		7.5		1		0.3

		10350		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《入試方法別》

		10351		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般、センター・計		558		88.4		30.8		58.4		37.5		5.2		24.9		7.9		28.9		8.1		22.4		31		35.8		16.7		16.8		3.9		9.9		22.4		2		5.2		3.9		1.1		0.4

		10352		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						一般入試		506		88.9		31		58.1		37.5		5.3		24.7		8.3		29.1		7.7		22.1		28.3		36		16.6		17		3.8		9.1		22.3		1.6		5.1		3.8		1.2		0.4

		10353		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						センター入試		52		82.7		28.8		61.5		36.5		3.8		26.9		3.8		26.9		11.5		25		57.7		34.6		17.3		15.4		5.8		17.3		23.1		5.8		5.8		5.8		0		0

		10354		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ、推薦入試・計		688		86.8		37.1		60		43		7.7		41.7		12.8		41.6		19		28.8		43.5		45.1		23.1		29.9		7.4		20.2		31.8		1.7		9.9		9.7		1		0.4

		10355		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						※ＡＯ、推薦入試・計(指定校除)		380		85.8		38.7		62.1		40.3		7.4		44.2		14.2		41.8		22.1		25.8		50.3		48.4		20.8		33.7		7.1		21.3		31.6		1.8		8.2		8.9		1.1		0.5

		10356		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						ＡＯ		162		84.6		42		62.3		39.5		8		48.1		17.3		46.9		23.5		27.8		53.1		48.1		25.3		38.3		5.6		23.5		35.2		1.2		8		8.6		1.2		0.6

		10357		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						公募推薦		196		85.7		35.7		60.7		39.8		6.6		40.3		11.2		39.3		21.9		25		48		49		17.3		30.1		8.7		20.4		28.6		2		8.2		9.2		1		0.5

		10358		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						自己推薦		22		95.5		40.9		72.7		50		9.1		50		18.2		27.3		13.6		18.2		50		45.5		18.2		31.8		4.5		13.6		31.8		4.5		9.1		9.1		0		0

		10359		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						指定校推薦		308		88		35.1		57.5		46.4		8.1		38.6		11		41.2		15.3		32.5		35.1		40.9		26		25.3		7.8		18.8		32.1		1.6		12		10.7		1		0.3

		10360		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						その他		39		79.5		15.4		48.7		25.6		10.3		33.3		10.3		38.5		10.3		15.4		28.2		41		20.5		23.1		5.1		10.3		20.5		2.6		7.7		5.1		0		0

		10361		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理別》

		10362		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系		701		88.3		27.7		59.3		39.7		7.6		35.7		10.7		40.9		11.4		27.5		38.5		42.9		20.4		25.5		6.3		18		30.1		1.7		8.7		7.7		1.3		0.6

		10363		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系		527		87.3		42.1		60.2		39.1		5.1		32.8		9.5		29.2		16.5		23.3		36.2		40		19.7		21.6		4.6		12.1		23		2.1		6.1		5.7		0.8		0.2

		10364		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない		60		78.3		26.7		46.7		53.3		10		36.7		15		41.7		16.7		30		43.3		35		21.7		33.3		13.3		13.3		31.7		1.7		6.7		11.7		0		0

		10365		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《文理×男女別》

		10366		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・男子		262		91.2		25.6		56.5		27.5		3.8		29.4		8		35.5		8		22.9		32.8		35.5		15.3		16		3.4		12.6		25.2		1.5		4.2		7.6		1.1		0

		10367		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						文系・女子		439		86.6		28.9		61		46.9		9.8		39.4		12.3		44.2		13.4		30.3		41.9		47.4		23.5		31.2		8		21.2		33		1.8		11.4		7.7		1.4		0.9

		10368		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・男子		274		86.5		38.7		58.8		33.2		3.3		26.6		8		26.3		9.5		15.3		30.3		31.8		19.7		14.2		1.5		8		19.7		1.5		4		4.7		0.7		0.4

		10369		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						理系・女子		253		88.1		45.8		61.7		45.5		7.1		39.5		11.1		32.4		24.1		32		42.7		49		19.8		29.6		7.9		16.6		26.5		2.8		8.3		6.7		0.8		0

		10370		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・男子		30		76.7		30		50		60		16.7		43.3		20		40		16.7		33.3		33.3		30		16.7		23.3		16.7		16.7		30		3.3		3.3		10		0		0

		10371		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						どちらでもない・女子		30		80		23.3		43.3		46.7		3.3		30		10		43.3		16.7		26.7		53.3		40		26.7		43.3		10		10		33.3		0		10		13.3		0		0

		10372		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						《志望順位別》

		10373		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望		864		87.6		35.3		59.1		42.8		8		38.7		11.3		38.7		16		27.7		39.1		42.4		20.5		24.8		5.8		16.2		28.4		1.4		7.8		8.3		1		0.2

		10374		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第2希望		273		86.8		30.4		60.1		36.6		6.2		27.1		8.1		31.5		11.4		24.5		36.6		41.8		19		24.9		6.6		15.8		27.1		2.6		8.1		4.4		0.7		0.4

		10375		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第3希望		93		86		28		53.8		29		2.2		26.9		12.9		30.1		5.4		20.4		32.3		30.1		21.5		15.1		5.4		9.7		19.4		3.2		8.6		3.2		2.2		2.2

		10376		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第4希望		38		84.2		28.9		57.9		34.2		0		23.7		7.9		23.7		13.2		18.4		34.2		34.2		26.3		21.1		7.9		15.8		34.2		5.3		5.3		7.9		0		0

		10377		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第5希望		16		100		43.8		62.5		56.3		0		37.5		6.3		37.5		6.3		12.5		50		43.8		25		50		0		12.5		25		0		12.5		6.3		0		0

		10378		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						それ以下		5		80		0		60		40		0		20		0		40		0		20		20		60		0		20		20		20		0		0		0		0		0		0

		10379		1905センサス全国_大学1_% ダイガク						第1希望志望以外・計		425		86.8		29.9		58.6		35.5		4.5		27.1		8.9		30.8		9.9		22.6		35.8		38.8		20.2		23.3		6.4		14.4		25.6		2.8		8		4.5		0.9		0.7





時系列データ
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												調査数		キャンパスを見られたこと		実習室や教室を見られたこと		施設・設備を見られたこと		在校生の話・対応		その学校の卒業生の話・対応		先生の話・対応		職員の話・対応		模擬授業		体験実習		キャンパスツアー		入試の説明		学部学科・カリキュラムの説明		就職状況・支援体制の説明		取れる資格・支援体制の説明		奨学金の説明		個別相談		学食体験		保護者コーナー		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その他		無回答

		6735		1305センサス全国_大学1_%						#0161				Q7-6.進学先校主催イベントのよかったところ

		6736		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》

		6737		1305センサス全国_大学1_%								調査数		キャンパスを見られたこと		実習室や教室を見られたこと		施設・設備を見られたこと		在校生の話・対応		その学校の卒業生の話・対応		先生の話・対応		職員の話・対応		模擬授業		体験実習		キャンパスツアー		入試の説明		学部学科・カリキュラムの説明		就職状況・支援体制の説明		取れる資格・支援体制の説明		奨学金の説明		個別相談		学食体験		保護者コーナー		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その他		無回答

		4302		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		5119		85.8		35.3		53		33.2		*		33.8		10.5		27.2		16.3		26.4		36.2		34.8		18		19.9		4.5		19.9		32.8		1.3		15		8.8		0.9		0.8

		5362		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体		4680		86		33.8		53.4		37.4		*		35.3		10.5		28.8		17.6		26.6		35.6		38.8		20.6		22.3		6.2		20.4		31.3		1.5		14.3		8.7		1		0.2

		6738		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体		2031		84.8		30.6		51		40.9		6.3		31.3		9.1		35		13.5		23.8		31		35.8		18.1		19.4		4.6		16.2		28.6		1.9		10.8		6.6		0.8		0.4

		10822		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						2016年　大学進学者全体		1794		84.3		31.2		53		40.5		5.7		29.9		10.6		33.5		12.2		24.7		33.6		34.6		17		21.5		5.6		14.2		25.3		1.3		11.3		6		0.6		0.2

		4299		090529センサス全国_大学1_%						#0137				Q6SQ8.進学先校主催イベントのよかったところ

		4300		090529センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件:Q6=1》

		4301		090529センサス全国_大学1_%								調査数		キャンパスを見られたこと		実習室や教室を見られたこと		施設・設備を見られたこと		在校生の話・対応				先生の話・対応		職員の話・対応		模擬授業		体験実習		キャンパスツアー		入試の説明		学部学科・カリキュラムの説明		就職状況・支援体制の説明		取れる資格・支援体制の説明		奨学金の説明		個別相談		学食体験		保護者コーナー		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その他		無回答

		4302		090529センサス全国_大学1_%						2009年　大学進学者全体 ネン		5119		85.8		35.3		53		33.2		*		33.8		10.5		27.2		16.3		26.4		36.2		34.8		18		19.9		4.5		19.9		32.8		1.3		15		8.8		0.9		0.8

		4316		090529センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		4317		090529センサス全国_大学1_%						95％以上		918		89.7		34.6		50		35.3		*		29.1		8.6		24.3		10.8		27.5		30.7		33		13.5		13.3		2.2		15.5		24.7		0.8		12.7		6.1		0.5		0.7

		4318		090529センサス全国_大学1_%						70～95％未満		2288		85.8		33.7		53.2		32.3		*		32.6		10.5		26.6		15.7		26.4		38.1		33.5		18		18.9		3.8		20.6		32.5		0.8		14.9		7.8		1.2		1

		4319		090529センサス全国_大学1_%						40～70％未満		1210		84.6		36.6		54.2		33.2		*		38.6		10.8		27.1		17.9		26.9		36.4		36.6		20.1		23.1		6.2		23		36.1		1.8		17		10.9		0.8		0.8

		4320		090529センサス全国_大学1_%						10～40％未満		559		81.8		39.4		52.6		32.9		*		34.9		11.6		34.9		23.6		24.3		36.3		38.5		21.3		27.9		6.6		17.9		39.5		2.9		15.9		12.7		0.2		0.7

		4321		090529センサス全国_大学1_%						10％未満		29		89.7		37.9		65.5		27.6		*		31		10.3		6.9		20.7		6.9		27.6		41.4		10.3		13.8		6.9		10.3		48.3		3.4		13.8		10.3		6.9		0

		5359		1105センサス全国_大学1_%						#0154				Q7-6.進学先校主催イベントのよかったところ

		5360		1105センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》

		5361		1105センサス全国_大学1_%								調査数		キャンパスを見られたこと		実習室や教室を見られたこと		施設・設備を見られたこと		在校生の話・対応				先生の話・対応		職員の話・対応		模擬授業		体験実習		キャンパスツアー		入試の説明		学部学科・カリキュラムの説明		就職状況・支援体制の説明		取れる資格・支援体制の説明		奨学金の説明		個別相談		学食体験		保護者コーナー		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その他		無回答

		5362		1105センサス全国_大学1_%						2011年　大学進学者全体		4680		86		33.8		53.4		37.4		*		35.3		10.5		28.8		17.6		26.6		35.6		38.8		20.6		22.3		6.2		20.4		31.3		1.5		14.3		8.7		1		0.2

		5376		1105センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		5377		1105センサス全国_大学1_%						95％以上		1238		88.9		34.2		53.8		36.5		*		30.1		7.7		25		12.3		25.8		31.2		34.7		17.7		16.8		3.5		17.7		24.8		0.6		12.5		6.5		1.1		0.2

		5378		1105センサス全国_大学1_%						70～95％未満		2072		85.6		32.5		53.3		38		*		36.1		11.9		30		18		26.9		37.9		39.6		21.4		22.3		5.4		21.2		32.6		1.6		13.7		8.3		0.9		0.2

		5379		1105センサス全国_大学1_%						40～70％未満		949		84.8		33.5		54.3		36.2		*		37.1		10.3		29.1		20.5		26.8		34.9		40.3		21.4		25		8.5		20.4		36		1.8		17.1		11.1		0.6		0.2

		5380		1105センサス全国_大学1_%						10～40％未満		358		83		39.4		50.8		40.5		*		42.7		12.6		35.2		25.4		28.2		38.3		44.1		24		32.7		13.4		24.9		33.2		2.5		17.3		12.8		1.4		0

		5381		1105センサス全国_大学1_%						10％未満		18		66.7		38.9		55.6		27.8		*		44.4		11.1		16.7		16.7		27.8		27.8		27.8		16.7		22.2		5.6		16.7		22.2		0		22.2		0		5.6		0

		6735		1305センサス全国_大学1_%						#0161				Q7-6.進学先校主催イベントのよかったところ

		6736		1305センサス全国_大学1_%										《ｾﾚｸﾄ条件	:Q7=1》

		6737		1305センサス全国_大学1_%								調査数		キャンパスを見られたこと		実習室や教室を見られたこと		施設・設備を見られたこと		在校生の話・対応		その学校の卒業生の話・対応		先生の話・対応		職員の話・対応		模擬授業		体験実習		キャンパスツアー		入試の説明		学部学科・カリキュラムの説明		就職状況・支援体制の説明		取れる資格・支援体制の説明		奨学金の説明		個別相談		学食体験		保護者コーナー		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その他		無回答

		6738		1305センサス全国_大学1_%						2013年　大学進学者全体		2031		84.8		30.6		51		40.9		6.3		31.3		9.1		35		13.5		23.8		31		35.8		18.1		19.4		4.6		16.2		28.6		1.9		10.8		6.6		0.8		0.4

		6754		1305センサス全国_大学1_%						《大短進学率別》

		6755		1305センサス全国_大学1_%						95％以上		542		84.7		28.4		46.7		35.8		5		27.3		7		30.4		10		20.7		26.8		34.7		13.7		13.3		2		14.9		21.2		0.7		8.9		5.2		0.9		0.6

		6756		1305センサス全国_大学1_%						70～95％未満		905		87.2		31.2		52.9		43.6		7.2		32		10.1		34.9		13.3		25.9		32.7		38.7		19.4		19		4.2		17.3		31.5		2.3		12.3		6.9		0.7		0.3

		6757		1305センサス全国_大学1_%						40～70％未満		407		83		31.2		51.4		39.3		6.6		32.9		9.6		38.3		16.7		23.1		33.7		31.9		19.4		24.3		6.6		16.5		29.7		2		10.6		6.9		0.7		0.5

		6758		1305センサス全国_大学1_%						10～40％未満		153		75.8		35.3		55.6		46.4		4.6		37.3		7.8		41.8		18.3		24.8		26.8		32		22.9		30.7		11.1		13.1		34.6		3.3		10.5		11.1		2		0

		6759		1305センサス全国_大学1_%						10％未満		5		100		40		60		60		0		20		20		40		40		20		40		40		0		0		0		0		40		0		20		0		0		0

		10819		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						#0175				Q9-6. 進学先校主催イベントのよかったところ

		10821		1605センサス全国_大学1_% ダイガク								調査数		キャンパスを見られたこと		実習室や教室を見られたこと		施設・設備を見られたこと		在校生の話・対応		その学校の卒業生の話・対応		先生の話・対応		職員の話・対応		模擬授業		体験実習		キャンパスツアー		入試の説明		学部学科・カリキュラムの説明		就職状況・支援体制の説明		取れる資格・支援体制の説明		奨学金の説明		個別相談		学食体験		保護者コーナー		学校オリジナルグッズ・プレゼント		部活・サークルの紹介		その他		無回答

		10822		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						大学進学者全体		1794		84.3		31.2		53		40.5		5.7		29.9		10.6		33.5		12.2		24.7		33.6		34.6		17		21.5		5.6		14.2		25.3		1.3		11.3		6		0.6		0.2

		10838		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						《大短進学率別》

		10839		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						95％以上		464		83.6		32.3		50.4		45.7		4.5		27.4		9.1		32.1		10.3		24.6		28.4		32.3		15.3		15.5		3		13.8		19		0.6		9.7		4.5		0.4		―

		10840		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70～95％未満		888		86.4		31.4		55.2		37.6		6.1		29.3		10.4		32.5		13.2		24.4		35		34.8		17.7		22		5		14.3		26.8		1.6		11.4		5.4		0.7		0.3

		10841		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						40～70％未満		296		82.4		30.4		49		41.9		5.4		34.1		14.5		37.5		11.5		24.7		36.8		36.1		18.2		26.4		8.4		15.5		28.7		1.4		14.2		7.4		0.3		0.3

		10842		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						10～40％未満		120		76.7		29.2		55.8		41.7		6.7		35		10.8		37.5		14.2		28.3		35		38.3		16.7		31.7		14.2		15		32.5		1.7		11.7		13.3		1.7		―

		10843		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						10％未満		4		75		50		25		―		―		25		―		50		50		25		25		―		―		―		―		―		25		―		―		―		―		―

		10844		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70％以上・計		1352		85.4		31.7		53.6		40.4		5.5		28.6		9.9		32.4		12.2		24.5		32.8		33.9		16.9		19.7		4.3		14.1		24.1		1.3		10.8		5.1		0.6		0.2

		10845		1605センサス全国_大学1_% ダイガク						70％未満・計		420		80.7		30.2		50.7		41.4		5.7		34.3		13.3		37.6		12.6		25.7		36.2		36.4		17.6		27.6		10		15.2		29.8		1.4		13.3		9		0.7		0.2
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