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■経済・商学

大学短大進学者調査２０１１

１９）出願校決定基準　大学短大分野別集計

0 10 20 30 40 50 60(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

学びたい教授・先生が
いるから

教育理念に魅力を感じた

奨学金や特待生制度が
利用できそう

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

進学を希望する地域にある
学校だから

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

通学に便利だから

学費が妥当

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で
判断した

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学べる内容やカリキュラム
が良い

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

経済・商学
大学短大全体

48.77%　　　

51.25% 　

26.52%　 　　　　　　　　　　　　　　　　 

20.43%　 　　　　　　　　　　　　　　　　             

33.39%　　　　　　　　　　　　   

13.73%　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　  

14.83%　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　

14.57%　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　 

8.10% 　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　  　　　　 

6.89%　 　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　      　　　  

5.22%　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　  　　　　　　 

6.51%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

5.09%　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　                     

4.29% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　  　　　　  

1.97%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

59.18% 

44.42% 　　　　　  

25.67%　 　　　　  　　　　　  　　　　　     

24.65%　 　　　　  　　　　　  　　　　　       

22.46% 　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　

15.92%   　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　

15.28% 　　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　

15.15%　 　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　　

9.63%　  　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　　　　　　

7.45%　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　　　　　　　　

5.26% 　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　

4.88%　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　　　　　　  　　　

4.24%　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　

2.18%  　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　　　　　　  　　　　

1.16%　　　　　  　　　　　  　　　　　     　　　　　　　　　　　  　　　　　 

※複数回答のため合計が 100％を上回ります。

■法学・社会・福祉

0 10 20 30 40 50 60(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

学びたい教授・先生が
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

奨学金や特待生制度が
利用できそう

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

教育理念に魅力を感じた

進学を希望する地域にある
学校だから

学費が妥当

通学に便利だから

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

入試日程や入試方法で
判断した

目指す資格を取得できそう

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

法学・社会・福祉
大学短大全体

51.25%    

48.77%　 　  

26.52%　　  　　  　　  　　  　　  　　      

33.39%　　  　　  　　  　　  　　 

20.43% 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　

14.57% 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　　　　　

14.83% 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　　　　　

13.73% 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　　　　　  

8.10%　 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　　　　　　　　　

6.51% 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　　　　　　　　　　　

6.89% 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　　　　　　　　　　  

5.22%   　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　    　　　　　　　　　

4.29% 　 　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　    　　　　　　　　　　

5.09% 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　    　　　　　　　　　  

1.97% 　　  　　  　　  　　  　　  　　      　　  　    　　　　　　　　　　　   

51.76%   

49.05%　 　  

31.35%　　  　　  　　　  　　  　　  

27.30%　　  　　  　　　  　　  　　  　　  

19.73%             　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　  

17.30%  　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　  

15.95% 　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　     

12.84%  　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　  　　　

8.51%    　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　  　　　　　　

7.84% 　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　  　　　　　　　

5.95%  　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　  　　　　　　　　

4.86%  　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　  　　　　　　　　  

4.59%    　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　                　　　　

3.11% 　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　  　　　　　　　　　　

2.57% 　　 　　　　 　　  　　  　　　  　　  　　  　　  　　  　　　  　　　　

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す職業や企業への就職に有利そう

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で判断した

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

通学に便利だから

学費が妥当

進学を希望する地域にある学校だから

教育理念に魅力を感じた

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

奨学金や特待生制度が利用できそう

教職員や在校生の印象が良い

学びたい教授・先生がいるから

寮や下宿が整備されているから

その他

51.25 

48.77 

26.52 

33.39 

20.43 

14.57 

14.83 

13.73 

8.10 

6.51 

6.89 

5.22 

4.29 

5.09 

1.97 

4.29 

51.76 

49.05 

31.35 

27.30 

19.73 

17.30 

15.95 

12.84 

8.51 

7.84 

5.95 

4.86 

4.59 

3.11 

2.57 

3.38 

法学
社会・福祉

大学短大
全体

（％） （％）

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

学べる内容やカリキュラムが良い

目指す職業や企業への就職に有利そう

入試日程や入試方法で判断した

目指す資格を取得できそう

学費が妥当

通学に便利だから

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

進学を希望する地域にある学校だから

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

奨学金や特待生制度が利用できそう

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生がいるから

教職員や在校生の印象が良い

寮や下宿が整備されているから

その他

48.77 

51.25 

26.52 

20.43 

33.39 

13.73 

14.83 

14.57 

8.10 

6.89 

5.22 

6.51 

5.09 

4.29 

1.97 

4.29 

59.18 

44.42 

25.67 

24.65 

22.46 

15.92 

15.28 

15.15 

9.63 

7.45 

5.26 

4.88 

4.24 

2.18 

1.16 

5.26 

経済・商学
大学短大
全体

（％） （％）
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出
願

■文化・文学

１９）出願校決定基準
大学短大分野別集計

0 10 20 30 40 50 60(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

奨学金や特待生制度が
利用できそう

教職員や在校生の
印象が良い

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生が
いるから

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

進学を希望する地域にある
学校だから

学費が妥当

通学に便利だから

目指す職業や企業への
就職に有利そう

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

入試日程や入試方法で
判断した

目指す資格を取得できそう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

文化・文学
大学短大全体

51.25%　 

48.77%　  　 

33.39%　  　 　 　 　 　 　 　 　　

20.43%　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

14.57% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

26.52% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

14.83%　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

13.73%     　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

8.10%　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6.89%   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

5.09%    　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ,

6.51% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　

4.29%   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　

5.22%　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　

1.97% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

59.62% 

50.16%　　

25.55%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

21.77%   　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　

20.19%   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17.67%　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12.93%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

12.62% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           

8.83%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8.83%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7.89%　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.31%　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.10%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.79%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0.95%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■芸術・創作

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

進学を希望する地域にある
学校だから

奨学金や特待生制度が
利用できそう

教職員や在校生の
印象が良い

学費が妥当

通学に便利だから

教育理念に魅力を感じた

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

学びたい教授・先生が
いるから

入試日程や入試方法で
判断した

目指す資格を取得できそう

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

芸術・創作
大学短大全体

51.25%　　　　　　　　　  

48.77%　 　　　　　　　　  　

26.52%  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　

33.39%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　

20.43%  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　

5.09% 　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　

14.57%　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  

6.51%   　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　

14.83%     　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  

13.73%   　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　

4.29%   　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　

5.22% 　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　

8.10%    　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　

6.89%  　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　

1.97%　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　

63.69%　　　  

30.36%　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  

28.57%　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　

24.40%　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　

20.83%    　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　

20.83%    　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　

16.67%　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　

11.31%   　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　

10.71%　  　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  

10.12%　  　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　   

8.33%　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　        

5.36% 　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　            

4.17%　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　              

2.38%　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　                 

1.19%  　　　  　　　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で判断した

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

目指す職業や企業への就職に有利そう

通学に便利だから

学費が妥当

進学を希望する地域にある学校だから

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

学びたい教授・先生がいるから

教育理念に魅力を感じた

教職員や在校生の印象が良い

奨学金や特待生制度が利用できそう

寮や下宿が整備されているから

その他

51.25 

48.77 

33.39 

20.43 

14.57 

26.52 

14.83 

13.73 

8.10 

6.89 

5.09 

6.51 

4.29 

5.22 

1.97 

4.29 

59.62 

50.16 

25.55 

21.77 

20.19 

17.67 

12.93 

12.62 

8.83 

8.83 

7.89 

6.31 

4.10 

3.79 

0.95 

5.99 

文化・文学
大学短大
全体

（％） （％）

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す職業や企業への就職に有利そう

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で判断した

学びたい教授・先生がいるから

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

教育理念に魅力を感じた

通学に便利だから

学費が妥当

教職員や在校生の印象が良い

奨学金や特待生制度が利用できそう

進学を希望する地域にある学校だから

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

寮や下宿が整備されているから

その他

51.25 

48.77 

26.52 

33.39 

20.43 

5.09 

14.57 

6.51 

14.83 

13.73 

4.29 

5.22 

8.10 

6.89 

1.97 

4.29 

63.69 

30.36 

28.57 

24.40 

20.83 

20.83 

16.67 

11.31 

10.71 

10.12 

8.33 

5.36 

4.17 

2.38 

1.19 

4.76 

芸術・創作
大学短大
全体

（％） （％）
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■生活・家政

１９）出願校決定基準　大学短大分野別集計

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

学びたい教授・先生が
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

教育理念に魅力を感じた

寮や下宿が整備されて
いるから

奨学金や特待生制度が
利用できそう

進学を希望する地域にある
学校だから

学費が妥当

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

入試日程や入試方法で
判断した

通学に便利だから

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

目指す資格を取得できそう

生活・家政
大学短大全体

33.39%　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

51.25%　　　　　　　　　  

48.77%　　　　　　　　　      

26.52%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　          

14.83%　  　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　

20.43%  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　

14.57%　  　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　

13.73%　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　

8.10%　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　          

5.22%　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　

1.97%　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　     　　　　  

6.51%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　     　　 

4.29%　   　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　     　　　

5.09%　　　 　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　     　　　

6.89% 　　  　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　     　　

63.93%　 　　 

52.05%　　　 　　　 　　  

38.52%　 　　 　　　 　　  　　　 　　　 

29.51% 　　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       

18.44%　  　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　

17.21%　　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　

14.75%　 　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　

8.61%　　     　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　　　　

6.56%　      　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　　　　　

6.56%　      　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　　　　　

5.33%　  　 　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　　　　　　

4.92%　     　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　　　　　　

4.92%　     　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　　　　　　

2.05% 　　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　　　　　　　　

1.64% 　　　 　　　 　　  　　　 　　　 　　       　　　 　　　　　　　　　　　 

■国際・語学

0 10 20 30 40 50 60(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

学びたい教授・先生が
いるから

奨学金や特待生制度が
利用できそう

進学を希望する地域にある
学校だから

教育理念に魅力を感じた

学費が妥当

通学に便利だから

入試日程や入試方法で
判断した

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

目指す資格を取得できそう

目指す職業や企業への
就職に有利そう

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

国際・語学
大学短大全体

51.25% 　

48.77%　　　

6.89% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26.52%  　　　　　　　　　　　　　　　　　

33.39%　　　　　　　　　　　　　

14.57%   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20.43%    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14.83%　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13.73%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.51%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8.10%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.22% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.09%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.29%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.97% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

59.74% 

46.33% 　　　　 

30.99%  　　　　 　　　　 　　　　     

22.68%  　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 

16.93%  　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　

16.93%  　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　

16.61%    　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　

15.34%   　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　　

14.38%　 　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　　　

7.99%     　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　　　　　　　

7.67%　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　　　　　　　　

4.79%　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　　　　　　　　　　

4.15%  　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　　　　　　　　　　

3.83%   　　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　　　　　　　　　　

1.60%　 　　　 　　　　 　　　　        　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

目指す職業や企業への就職に有利そう

目指す資格を取得できそう

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

入試日程や入試方法で判断した

通学に便利だから

学費が妥当

教育理念に魅力を感じた

進学を希望する地域にある学校だから

奨学金や特待生制度が利用できそう

学びたい教授・先生がいるから

教職員や在校生の印象が良い

寮や下宿が整備されているから

その他

51.25 

48.77 

6.89 

26.52 

33.39 

14.57 

20.43 

14.83 

13.73 

6.51 

8.10 

5.22 

5.09 

4.29 

1.97 

4.29 

59.74 

46.33 

30.99 

22.68 

16.93 

16.93 

16.61 

15.34 

14.38 

7.99 

7.67 

4.79 

4.15 

3.83 

1.60 

2.88 

国際・語学
大学短大
全体

（％） （％）

目指す資格を取得できそう

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す職業や企業への就職に有利そう

通学に便利だから

入試日程や入試方法で判断した

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

学費が妥当

進学を希望する地域にある学校だから

奨学金や特待生制度が利用できそう

寮や下宿が整備されているから

教育理念に魅力を感じた

教職員や在校生の印象が良い

学びたい教授・先生がいるから

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

その他

33.39 

51.25 

48.77 

26.52 

14.83 

20.43 

14.57 

13.73 

8.10 

5.22 

1.97 

6.51 

4.29 

5.09 

6.89 

4.29 

63.93 

52.05 

38.52 

29.51 

18.44 

17.21 

14.75 

8.61 

6.56 

6.56 

5.33 

4.92 

4.92 

2.05 

1.64 

2.05 

生活・家政
大学短大
全体

（％） （％）
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出
願

１９）出願校決定基準
大学短大分野別集計

■人間・総合科学

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

奨学金や特待生制度が
利用できそう

学びたい教授・先生が
いるから

教育理念に魅力を感じた

進学を希望する地域にある
学校だから

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

学費が妥当

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

入試日程や入試方法で
判断した

通学に便利だから

目指す職業や企業への
就職に有利そう

目指す資格を取得できそう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

人間・総合科学
大学短大全体

51.25%　　　　　　　　　  

48.77%　　　　　　　　　      

33.39%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　

26.52%　  　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　

14.83%  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　

20.43%　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　      　　　　

14.57% 　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  　　　　 

13.73%　  　　　　　　　　     　　　　　　　　　   　　　　　　　

6.89%　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　           

8.10%　  　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　

6.51%  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　

5.09% 　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　

5.22% 　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　

4.29%　  　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　

1.97%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　   

65.69% 　　 

47.70%　　 　　 　　 　　 　　

31.38%　 　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　

18.41%　 　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　       　

17.15%　　    　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　

16.74%　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　

16.32%　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 

10.04%　  　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 

9.62%　　  　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　

6.28%　  　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 

5.86%　　    　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 

5.86%　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　

5.02% 　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　

5.02%　 　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　

0.84%　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　    

■体育・医療

0 10 20 30 40 50 60(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

教職員や在校生の
印象が良い

学びたい教授・先生が
いるから

教育理念に魅力を感じた

進学を希望する地域にある
学校だから

奨学金や特待生制度が
利用できそう

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

通学に便利だから

学費が妥当

入試日程や入試方法で
判断した

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

目指す資格を取得できそう

体育・医療
大学短大全体

33.39%　　　　　　　　　　　　　

51.25% 　

48.77% 　　  

26.52%　 　　　　　　　　　　　　      　　 

20.43%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13.73%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14.83%　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14.57%　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.22%　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

8.10% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.51%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.09% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.29% 　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.89%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.97%　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

59.16% 

41.03% 　　　　　　　　

40.29% 　　　　　　　    

22.34%    　　　　　　　　 　　　　　　　　    　　

19.23%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

14.84%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

13.37% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

9.34% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　

8.97%   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　

7.14%    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　

6.78%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　

5.31%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　

4.21%    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　

3.66%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　

2.93%   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　

目指す資格を取得できそう

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す職業や企業への就職に有利そう

入試日程や入試方法で判断した

学費が妥当

通学に便利だから

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

奨学金や特待生制度が利用できそう

進学を希望する地域にある学校だから

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生がいるから

教職員や在校生の印象が良い

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

寮や下宿が整備されているから

その他

33.39 

51.25 

48.77 

26.52 

20.43 

13.73 

14.83 

14.57 

5.22 

8.10 

6.51 

5.09 

4.29 

6.89 

1.97 

4.29 

59.16 

41.03 

40.29 

22.34 

19.23 

14.84 

13.37 

9.34 

8.97 

7.14 

6.78 

5.31 

4.21 

3.66 

2.93 

5.13 

体育・医療
大学短大
全体

（％） （％）

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す資格を取得できそう

目指す職業や企業への就職に有利そう

通学に便利だから

入試日程や入試方法で判断した

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

学費が妥当

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

進学を希望する地域にある学校だから

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生がいるから

奨学金や特待生制度が利用できそう

教職員や在校生の印象が良い

寮や下宿が整備されているから

その他

51.25 

48.77 

33.39 

26.52 

14.83 

20.43 

14.57 

13.73 

6.89 

8.10 

6.51 

5.09 

5.22 

4.29 

1.97 

4.29 

65.69 

47.70 

31.38 

18.41 

17.15 

16.74 

16.32 

10.04 

9.62 

6.28 

5.86 

5.86 

5.02 

5.02 

0.84 

6.28 

人間
総合科学

大学短大
全体

（％） （％）
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１９）出願校決定基準　大学短大分野別集計

■地球・環境

0 10 20 30 40 50 60(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

奨学金や特待生制度が
利用できそう

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

学びたい教授・先生が
いるから

教育理念に魅力を感じた

進学を希望する地域にある
学校だから

通学に便利だから

学費が妥当

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で
判断した

目指す職業や企業への
就職に有利そう

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

地球・環境
大学短大全体

51.25%　 

48.77%　 　  

14.57%　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　     

26.52%　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　 

20.43%　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  

33.39% 　 　  　 　  　 　  　 　  　

13.73% 　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　      

14.83% 　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　    

8.10%　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　     　　　　  

6.51% 　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　                      

5.09% 　　　　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　     　　　  

6.89%　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　                      

5.22%　 　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　                         

4.29%　  　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　     　 　  　 　  　

1.97%     　  　 　  　 　  　 　  　 　  　 　    　 　  　 　     　　　　　　　　   

57.14%　　 

53.97%　　　　

23.81%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

20.63% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

19.05%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　    

15.87%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 

15.87%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　          

14.29%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　             

12.70%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　                 

7.94%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 

7.94%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 

4.76%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　                                  

4.76%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 

4.76%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 

3.17%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

■教育・教員養成

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

寮や下宿が整備されて
いるから

学びたい教授・先生が
いるから

奨学金や特待生制度が
利用できそう

教育理念に魅力を感じた

進学を希望する地域にある
学校だから

教職員や在校生の
印象が良い

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

学費が妥当

入試日程や入試方法で
判断した

通学に便利だから

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

目指す資格を取得できそう

教育・教員養成
大学短大全体

33.39%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 

51.25%　　　　　　　　　  

48.77%　　　　　　　　　　　

26.52%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　           

14.83%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 

20.43%   　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

13.73% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　   

14.57%　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　  

4.29%　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　                  

8.10%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　

6.51% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　  

5.22%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　                 

5.09%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　                 

1.97% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　   

6.89%               　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　              

66.00% 　　 

42.93%　　 　　 　　 　　 　　 　　 

36.23% 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　

29.28%   　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　

15.38%　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

14.39%　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 

13.65%   　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 

12.66%   　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 

9.18%　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　

8.44%　   　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　

6.45%　   　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　

3.23% 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　

3.23%　   　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

2.23%　    　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　

1.74%　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

目指す職業や企業への就職に有利そう

入試日程や入試方法で判断した

目指す資格を取得できそう

学費が妥当

通学に便利だから

進学を希望する地域にある学校だから

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生がいるから

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

奨学金や特待生制度が利用できそう

教職員や在校生の印象が良い

寮や下宿が整備されているから

その他

51.25 

48.77 

14.57 

26.52 

20.43 

33.39 

13.73 

14.83 

8.10 

6.51 

5.09 

6.89 

5.22 

4.29 

1.97 

4.29 

57.14 

53.97 

23.81 

20.63 

19.05 

15.87 

15.87 

14.29 

12.70 

7.94 

7.94 

4.76 

4.76 

4.76 

3.17 

4.76 

地球・環境
大学短大
全体

（％） （％）

目指す資格を取得できそう

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す職業や企業への就職に有利そう

通学に便利だから

入試日程や入試方法で判断した

学費が妥当

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

教職員や在校生の印象が良い

進学を希望する地域にある学校だから

教育理念に魅力を感じた

奨学金や特待生制度が利用できそう

学びたい教授・先生がいるから

寮や下宿が整備されているから

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

その他

33.39 

51.25 

48.77 

26.52 

14.83 

20.43 

13.73 

14.57 

4.29 

8.10 

6.51 

5.22 

5.09 

1.97 

6.89 

4.29 

66.00 

42.93 

36.23 

29.28 

15.38 

14.39 

13.65 

12.66 

9.18 

8.44 

6.45 

3.23 

3.23 

2.23 

1.74 

4.96 

教育
教員養成

大学短大
全体

（％） （％）
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出
願

１９）出願校決定基準
大学短大分野別集計

■理学・数学

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

寮や下宿が整備されて
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

奨学金や特待生制度が
利用できそう

学びたい教授・先生が
いるから

教育理念に魅力を感じた

進学を希望する地域にある
学校だから

通学に便利だから

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

学費が妥当

目指す資格を取得できそう

目指す職業や企業への
就職に有利そう

入試日程や入試方法で
判断した

学べる内容やカリキュラム
が良い

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

理学・数学
大学短大全体

48.77%　　　　　　　　　　　

51.25%　 　　　　　　　　 

20.43%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26.52%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

33.39%　  　　 　　　　　　　　　　　　　　　

13.73%　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14.57%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14.83%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8.10%    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.51%　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.09%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.22%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.29%　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.97%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.89%    　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

63.95% 　　　 

44.90%　　　 　　　 　　　 　　　

29.93%　  　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 

28.57%　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　    

18.37%　 　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　                   

16.33%　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   

15.65%　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　

13.61%　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　

10.20% 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 

8.84%　  　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　

3.40%　    　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 

2.04%　  　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　

2.04%　  　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　

2.04%　  　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　

1.36%　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　

■生物・農学

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

奨学金や特待生制度が
利用できそう

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

進学を希望する地域にある
学校だから

教職員や在校生の
印象が良い

学びたい教授・先生が
いるから

教育理念に魅力を感じた

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

通学に便利だから

学費が妥当

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で
判断した

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

生物・農学
大学短大全体

51.25%　　　　　　　　　  

48.77%　　　　　　　　　      

26.52%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  

20.43%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　

33.39%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　

13.73% 　　 　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　　

14.83%   　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　   

14.57%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　                    

6.51%　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　    

5.09%　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　　　

4.29%　    　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　　　

8.10%    　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　

6.89%　  　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　　

5.22%　　 　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　　　

1.97%　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　　　　   

61.27% 　　　　  

53.18% 　　　　  　　　　

24.86% 　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　

24.86% 　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　

21.39% 　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　     

16.18%　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　

13.29%　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    

10.40%   　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    　

8.09%　 　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    　　　

8.09% 　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    　　　

6.36%　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    　　　　

5.78%　 　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    　　　　

4.62%     　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    　　　　

2.89%   　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    　　　　　

0.00%　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　　　　    　　　　  　    

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す職業や企業への就職に有利そう

入試日程や入試方法で判断した

目指す資格を取得できそう

学費が妥当

通学に便利だから

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生がいるから

教職員や在校生の印象が良い

進学を希望する地域にある学校だから

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

奨学金や特待生制度が利用できそう

寮や下宿が整備されているから

その他

51.25 

48.77 

26.52 

20.43 

33.39 

13.73 

14.83 

14.57 

6.51 

5.09 

4.29 

8.10 

6.89 

5.22 

1.97 

4.29 

61.27 

53.18 

24.86 

24.86 

21.39 

16.18 

13.29 

10.40 

8.09 

8.09 

6.36 

5.78 

4.62 

2.89 

0.00 

4.05 

生物・農学
大学短大
全体

（％） （％）

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

学べる内容やカリキュラムが良い

入試日程や入試方法で判断した

目指す職業や企業への就職に有利そう

目指す資格を取得できそう

学費が妥当

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

通学に便利だから

進学を希望する地域にある学校だから

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生がいるから

奨学金や特待生制度が利用できそう

教職員や在校生の印象が良い

寮や下宿が整備されているから

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

その他

48.77 

51.25 

20.43 

26.52 

33.39 

13.73 

14.57 

14.83 

8.10 

6.51 

5.09 

5.22 

4.29 

1.97 

6.89 

4.29 

63.95 

44.90 

29.93 

28.57 

18.37 

16.33 

15.65 

13.61 

10.20 

8.84 

3.40 

2.04 

2.04 

2.04 

1.36 

1.36 

理学・数学
大学短大
全体

（％） （％）
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１９）出願校決定基準　大学短大分野別集計

■建築・土木

0 10 20 30 40 50 60(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

教育理念に魅力を感じた

奨学金や特待生制度が
利用できそう

学びたい教授・先生が
いるから

進学を希望する地域にある
学校だから

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

学費が妥当

通学に便利だから

入試日程や入試方法で
判断した

目指す資格を取得できそう

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

学べる内容やカリキュラム
が良い

建築・土木
大学短大全体

51.25%　 

48.77%　　   

26.52%　　　　　　　　　　　　　　　　　  

33.39% 　　　　　　　　　　　　   

20.43%　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　

14.83%　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  

13.73%　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 

14.57%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　

6.89% 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 

8.10%    　     　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　

5.09%　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　     

5.22%  　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　    

6.51% 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　  

4.29%        　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　      

1.97% 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　           

58.97%　

56.41%　　  

28.21%     　　　　　　　　　　　　　　　  

23.08%         　　　　　　　　　　　　　　　       　　

17.95%      　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　

16.67%     　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　

15.38%          　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　

12.82%        　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　

6.41%      　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　

5.13%     　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　

5.13%     　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　

2.56%      　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　     

1.28%      　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　        

1.28%      　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　       　

0.00%     　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　          

■機械・工学

0 10 20 30 40 50 60(％)

教職員や在校生の
印象が良い

寮や下宿が整備されて
いるから

学びたい教授・先生が
いるから

教育理念に魅力を感じた

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

奨学金や特待生制度が
利用できそう

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

進学を希望する地域にある
学校だから

通学に便利だから

学費が妥当

入試日程や入試方法で
判断した

目指す資格を取得できそう

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学べる内容やカリキュラム
が良い

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

機械・工学
大学短大全体

48.77%　　   

51.25% 　

26.52%　　   　　   　　   　　   　　   　　  

33.39%　 　   　　   　　   　　   　

20.43%　　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　

13.73% 　　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　 

14.83%     　　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　

8.10%　  　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　   　　   

14.57%　　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　

5.22%    　　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　   　　   　　

6.89%　   　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　   　　   　

6.51%　    　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　   　　   　

5.09%    　　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　   　　   　　

1.97%  　　   　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　   　　   　　　　

4.29%    　　    　　   　　   　　   　　   　　  　　   　　   　　   　　   　  

59.21% 

57.24%     

30.26%　　　　　　　　　　 　　　　　

28.29%　　　　　　　　　　　　　　　    

22.37%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

16.45% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11.18%　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8.55%　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7.89%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.58%　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.61%　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.29%　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.97%　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.97%　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0.66%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学べる内容やカリキュラムが良い

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す職業や企業への就職に有利そう

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で判断した

通学に便利だから

学費が妥当

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

進学を希望する地域にある学校だから

学びたい教授・先生がいるから

奨学金や特待生制度が利用できそう

教育理念に魅力を感じた

教職員や在校生の印象が良い

寮や下宿が整備されているから

その他

51.25 

48.77 

26.52 

33.39 

20.43 

14.83 

13.73 

14.57 

6.89 

8.10 

5.09 

5.22 

6.51 

4.29 

1.97 

4.29 

58.97 

56.41 

28.21 

23.08 

17.95 

16.67 

15.38 

12.82 

6.41 

5.13 

5.13 

2.56 

1.28 

1.28 

0.00 

6.41 

建築・土木
大学短大
全体

（％） （％）

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

学べる内容やカリキュラムが良い

目指す職業や企業への就職に有利そう

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で判断した

学費が妥当

通学に便利だから

進学を希望する地域にある学校だから

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

奨学金や特待生制度が利用できそう

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生がいるから

寮や下宿が整備されているから

教職員や在校生の印象が良い

その他

48.77 

51.25 

26.52 

33.39 

20.43 

13.73 

14.83 

8.10 

14.57 

5.22 

6.89 

6.51 

5.09 

1.97 

4.29 

4.29 

59.21 

57.24 

30.26 

28.29 

22.37 

16.45 

11.18 

8.55 

7.89 

6.58 

4.61 

3.29 

1.97 

1.97 

0.66 

1.32 

機械・工学
大学短大
全体

（％） （％）
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出
願

■情報・通信

１９）出願校決定基準
大学短大分野別集計

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

教育理念に魅力を感じた

学びたい教授・先生が
いるから

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

奨学金や特待生制度が
利用できそう

進学を希望する地域にある
学校だから

目指す資格を取得できそう

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

学費が妥当

通学に便利だから

入試日程や入試方法で
判断した

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学べる内容やカリキュラム
が良い

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

情報・通信
大学短大全体

48.77%　　　　　　　　　　   

51.25% 　　　　　　　　　  

26.52%　　　　　　　　　　                                    

20.43%　　　　　　　　　　                                             

14.83%　　　　　　　　　　                                                      

13.73% 　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                   

14.57%　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                  

33.39%　  　　　　　　　　　      　　　　　　

8.10% 　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                             

5.22% 　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                                 

6.89%  　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                              

5.09%　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                                  

6.51% 　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                               

4.29%　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                                   

1.97%　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　                                       

65.91% 　　 

61.36%　 　 　　 

32.95% 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 

21.59% 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　                  

13.64%   　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　　　

13.64%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9.09%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7.95%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

7.95%　    　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

4.55%        　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

3.41%   　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

3.41%　   　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

2.27%　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

1.14%　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　     

1.14%　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　     

■電気・電子

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)

寮や下宿が整備されて
いるから

教職員や在校生の
印象が良い

学びたい教授・先生が
いるから

企業研修・海外研修・留学
などの各種制度が充実

奨学金や特待生制度が
利用できそう

教育理念に魅力を感じた

進学を希望する地域にある
学校だから

キャンパスや周辺環境の
雰囲気が良い

通学に便利だから

学費が妥当

目指す資格を取得できそう

入試日程や入試方法で
判断した

学べる内容やカリキュラム
が良い

目指す職業や企業への
就職に有利そう

学校のレベル・偏差値が
自分に合っている

電気・電子
大学短大全体

48.77%　　　　　　　　　　   

26.52%　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   

51.25% 　　　　　　　　　  

20.43%　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　

33.39%  　　　　　　　　　　   　　　　　　　

13.73%　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　 

14.83%　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　

14.57%　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　

8.10%  　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　

6.51% 　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　 

5.22%　 　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   

6.89%　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　 

5.09%　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   

4.29%　  　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   

1.97%　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　         

60.24% 　　　　   

44.58% 　　　　   　　　　   　　　

33.73%　 　　　   　　　　   　　　　   　　　

30.12%    　　　   　　　　   　　　　   　　　       

19.28%　　　　   　　　　   　　　　   　　　                       

15.66%  　　　   　　　　   　　　　   　　　                             

13.25%　　　　   　　　　   　　　　   　　　                                

12.05%　  　　　   　　　　   　　　　   　　　                       　　　

9.64%　 　　　   　　　　   　　　　   　　　                       　　　　　

9.64%　 　　　   　　　　   　　　　   　　　                       　　　　　

4.82% 　  　　　   　　　　   　　　　   　　　                       　　　　　　　

2.41%　　　　   　　　　   　　　　   　　　                       　　　　　　　　　

2.41%　　　　   　　　　   　　　　   　　　                       　　　　　　　　　

1.20%  　　　   　　　　   　　　　   　　　                       　　　　　　　　　　

1.20%  　　　　   　　　　   　　　　   　　　                       　　　　　　　　　

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

学べる内容やカリキュラムが良い

目指す職業や企業への就職に有利そう

入試日程や入試方法で判断した

通学に便利だから

学費が妥当

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

目指す資格を取得できそう

進学を希望する地域にある学校だから

奨学金や特待生制度が利用できそう

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

学びたい教授・先生がいるから

教育理念に魅力を感じた

教職員や在校生の印象が良い

寮や下宿が整備されているから

その他

48.77 

51.25 

26.52 

20.43 

14.83 

13.73 

14.57 

33.39 

8.10 

5.22 

6.89 

5.09 

6.51 

4.29 

1.97 

4.29 

65.91 

61.36 

32.95 

21.59 

13.64 

13.64 

9.09 

7.95 

7.95 

4.55 

3.41 

3.41 

2.27 

1.14 

1.14 

3.41 

情報・通信
大学短大
全体

（％） （％）

学校のレベル・偏差値が自分に合っている

目指す職業や企業への就職に有利そう

学べる内容やカリキュラムが良い

入試日程や入試方法で判断した

目指す資格を取得できそう

学費が妥当

通学に便利だから

キャンパスや周辺環境の雰囲気が良い

進学を希望する地域にある学校だから

教育理念に魅力を感じた

奨学金や特待生制度が利用できそう

企業研修・海外研修・留学などの各種制度が充実

学びたい教授・先生がいるから

教職員や在校生の印象が良い

寮や下宿が整備されているから

その他

48.77 

26.52 

51.25 

20.43 

33.39 

13.73 

14.83 

14.57 

8.10 

6.51 

5.22 

6.89 

5.09 

4.29 

1.97 

4.29 

60.24 

44.58 

33.73 

30.12 

19.28 

15.66 

13.25 

12.05 

9.64 

9.64 

4.82 

2.41 

2.41 

1.20 

1.20 

2.41 

電気・電子
大学短大
全体

（％） （％）
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