大学非常勤講師実態調査アンケート 2005
回答は [
] の中にアルファベットで記入してください．答えたくないものは空欄にしてください．このアンケートでは「大学」には
短大，大学校を含みます．回答は 2005 年度について記入してください．アンケート調査はインターネットでも実施していますが，ネ
ット上または当アンケート票のいずれか一方の回答をお送りください．

集計作業と回収コスト軽減のため，インターネットにアクセス可能な場合は，ネット上で回
答していただければ幸いです．英語版もあります．http://www.hijokin.org/en2005.html
首都圏大学非常勤講師組合 ・ 関西圏大学非常勤講師組合
University Teachers Union ・ NUGW 東京南部 ・ ゼネラルユニオン ・ 福岡ゼネラルユニオン

[1.7] 年令･･････････････････････････････････････ [

1. 分類
[1.1] 性別 ･････････････････････････････････････ [
(A) 男性

[1.2]

(B) 女性

国籍 ････････････････････････････････････ [

(A) 日本

(A) 30 歳以下
(B) 31～35 歳
(C) 36～40 歳
(D) 41～45 歳

]

(E) 46～50 歳
(F) 51～55 歳
(G) 56～60 歳
(H) 61～65 歳

]

(I) 66～70 歳
(J) 71～75 歳
(K) 76 歳以上

]
[1.8] 地域

(B) 日本以外

この設問は番号で答えてください
外国籍の方に聞きます

[1.2.1] 国籍のある地域 ･････････････････････････ [
(A) アジア
(B) 北米
(C) 中南米

(D) ヨーロッパ
(E) オセアニア
(F) アフリカ

(G) その他
(

[1.8.1] 住んでいる地域 ･･････････････････････････ [

]

[1.8.2] 非常勤先の大学のある地域 (複数回答可)
･････････････････････････ [
][
][
][
][

]

]
)

(A) ある
(B) 必要だが，ない
(C) 必要ない (永住権，配偶者ビザなどをもっている，常勤職
の職場でビザをとっているなど)

(1) 北海道
(2) 青森
(3) 岩手
(4) 宮城
(5) 秋田
(6) 山形
(7) 福島
(8) 茨城
(9) 栃木
(10) 群馬
(11) 埼玉
(12) 千葉

[1.5] 母語 ･････････････････････････････････････ [

[1.9] 世帯の構成員 (同居人) ･･････････････････ [

[1.3] 職場で，外国籍であるということで，自分自身が差
別を受けていると思いますか ････････････････････ [
]
(A) 思う

(B) 思わない

(C) わからない

[1.4] ビザの取得に関して，非常勤先の大学の協力はあ
りますか ･･･････････････････････････････････････ [
]

]

母語が日本語でない方に聞きます

(A) 英語
(B) フランス語
(C) ドイツ語

(D) スペイン語
(E) イタリア語
(F) ロシア語

][

東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
三重

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

]

(A) ひとり世帯
(D) 子
(G) 配偶者と子と親
(B) 親
(E) 配偶者と子
(H) その他
(
)
(C) 配偶者
(F) 配偶者と親
結婚していない同居パートナーも「配偶者」に含め，「配偶者」
の親も自分の親も「親」に含めてください．

(A) 日本語
(B) 日本語以外
(C) 日本語と日本語以外のバイリンガル

[1.5.1] 母語は具体的には？(複数回答可) ･･･[

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

]

[1.10] あなたの扶養家族の人数･････････････････ [

(G) 中国語
(H) 韓国・朝鮮語
(I) その他
(
)

(A) 0 人
(B) 1 人

[1.6] 契約書や，連絡事項などは，あなたの理解できる言
語で書かれていますか ･･････････････････････････ [
]
(A) 日本語の文書が充分理解できる
(B) 必要な文書はすべて理解できる言語で書かれている
(C) 理解できる言語で書かれているものが多い
(D) 理解できる言語で書かれているものは少ない
(E) 理解できる言語で書かれているものは全くない
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(C) 2 人
(D) 3 人

(E) 4 人以上

]

2. 収入，支出

3. 働き方

[2.1] 今年のあなたの年収 (額面) ･･････････････ [
(A) 25 万円未満
(B) 50 万円未満
(C) 75 万円未満
(D) 100 万円未満
(E) 125 万円未満
(F) 150 万円未満
(G) 175 万円未満
(H) 200 万円未満
(I) 225 万円未満

[2.2]

(S) 700 万円未満
(T) 800 万円未満
(U) 1000 万円未満
(V) 1200 万円未満
(W)1400 万円未満
(X) 1500 万円未満
(Y) 1500 万円以上
(Z) わからない

そのうち大学非常勤講師給 (年額・額面) ･ [

(A) 25 万円未満
(B) 50 万円未満
(C) 75 万円未満
(D) 100 万円未満
(E) 125 万円未満
(F) 150 万円未満
(G) 175 万円未満
(H) 200 万円未満

[2.3]

(J) 250 万円未満
(K) 275 万円未満
(L) 300 万円未満
(M) 325 万円未満
(N) 350 万円未満
(O) 400 万円未満
(P) 450 万円未満
(Q) 500 万円未満
(R) 600 万円未満

(I) 225 万円未満
(J) 250 万円未満
(K) 275 万円未満
(L) 300 万円未満
(M) 325 万円未満
(N) 350 万円未満
(O) 400 万円未満
(P) 450 万円未満

[3.1] 専門分野 (複数回答可) ･･ [

]

][

][

(A) 人文科学系
(D) 芸術系
(B) 社会科学系
(E) 保健体育
(C) 自然科学系 (含工学) (F) その他 (

[3.2] 担当教科 (複数回答可) ･･ [

]

]

)

][

]

[3.3] 大学非常勤講師経験年数 ·····························[

]

(A) 語学
(B) 演習・セミナー

][

][

(C) 実験・実技
(D) 講義

常勤教員の方も大学非常勤講師としての通算経験年数でお
答えください．
(A) 1～3 年
(E) 13～15 年
(I) 25～27 年
(B) 4～6 年
(F) 16～18 年
(J) 28～30 年
(C) 7～9 年
(G) 19～21 年
(K) 31 年以上
(D) 10～12 年
(H) 22～24 年
(L) わからない

(Q) 500 万円未満
(R) 600 万円未満
(S) 700 万円未満
(T) 800 万円未満
(U) 800 万円以上
(V) わからない

あなたの年収の 50%以上を占めるもの････ [

][

[3.4] 現在の勤務校数 (大学のみ)･･･････････････ [
(A) 1 校
(C) 3 校
(B) 2 校
(D) 4 校
常勤校があればそれも含めて

]

(A) 大学非常勤講師給
(B) 大学以外の非常勤職での収入
(C) 大学での常勤職での収入 (大学常勤教員)
(D) 大学以外の常勤職での収入 (弁護士，医者，会社員，自
営業，公務員，大学以外の常勤教員，マスコミ等)
(E) 公的年金
(F) 不労所得 (家賃収入，配当金等)
(G) その他 (
)
(H) 50%以上を占める項目はない

]

(E) 5 校
(F) 6 校以上

[3.5] 担当コマ数
今年度の担当コマ数を回答してください．
週 1 回 90 分の授業を通年担当する場合を 1 コマ，半期・集中
講義は 0.5 コマとして計算し，小数点以下は四捨五入してくだ
さい．45 分や 60 分の授業は，90 分に換算してください．

[2.4] 授業・研究関連の支出

[3.5.1] 大学での「非常勤の」担当コマ数 ･･････････ [

]

[3.5.2] 常勤校(大学)での担当コマ数 ･････････････ [

]

大学常勤教員でない方は(A) 0 コマ

[2.4.1] 授業・研究関連の出費(年額)は ･･･････････ [

]

[2.4.2] そのうち公費はいくら出ましたか･･･････････ [

]

[3.5.3] 大学以外のコマ数 ･･････････････････････ [

]

大学以外で教えていない場合は(A) 0 コマ
(A) 0 円
(B) 1 万円未満
(C) 5 万円未満
(D) 10 万円未満
(E) 20 万円未満
(F) 30 万円未満

(G) 40 万円未満
(H) 50 万円未満
(I) 60 万円未満
(J) 70 万円未満
(K) 80 万円未満
(L) 90 万円未満

(A) 0 コマ
(E) 10～12 コマ
(I) 22 コマ以上
(B) 1～3 コマ
(F) 13～15 コマ
(J) わからない
(C) 4～6 コマ
(G) 16～18 コマ
(D) 7～9 コマ
(H) 19～21 コマ
コマ数は数ではなく必ず記号 (アルファベット) で

(M) 100 万円未満
(N) 150 万円未満
(O) 200 万円未満
(P) 200 万円以上
(Q) わからない

[3.6] 教育職以外の週当たり勤務時間 ･･･････････ [

例：授業や研究に直接的，間接的に関係した書籍・CD・ビデ
オソフト等の購入費，学生とのコンパ，同僚との打ち合わせ，学
会の会費，学会研究会の交通・宿泊費，印刷費，調査費等．
パソコン等の購入費，インターネットの接続料，服や鞄，留学
や旅行の費用等は，目的が 100%授業や研究のためである場
合は全額，80%程度が授業や研究のためである場合は 80%
分の金額を計上してください．

]

教育職以外での勤務時間がある場合，週あたりの時間で回答
してください．ない場合は (A) 0 時間となります．
(A) 0 時間
(E) 11～15 時間 (I) 31 時間以上
(B) 1 時間未満
(F) 16～20 時間 (J) わからない
(C) 1～5 時間
(G) 21～25 時間
(D) 6～10 時間
(H) 26～30 時間
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[3.7] 授業・試験の前後に使う時間

国民健康保険に入っている方に聞きます

総担当を平均し 1 コマ当たりに換算してお答え下さい．家など
での準備時間の他，コピーの時間，小テストの添削時間なども
含めて答えてください．

[4.5] 今年度の国民健康保険料 (税) の年額 (世帯全体)
はいくらですか？ ･･･････････････････････････････ [
]

[3.7.1] 1 回の授業の準備や授業後の対応に使う時間
･･･････････････････････････････････････････････ [

]

(A) 5 万円未満
(B) 10 万円未満
(C) 20 万円未満

[3.7.2] 1 回の定期試験作成に使う時間 ･･････････ [

]

5. 雇用問題

[3.7.3] 1 回の定期試験またはレポートの採点に使う時間
･･･････････････････････････････････････････････ [
]
(A) 0 分
(B) 30 分未満
(C) 1 時間未満
(D) 2 時間未満
(E) 3 時間未満
(F) 4 時間未満
(G) 5 時間未満

(H) 6 時間未満
(I) 7 時間未満
(J) 8 時間未満
(K) 9 時間未満
(L) 10 時間未満
(M) 15 時間未満
(N) 20 時間未満

(O) 30 時間未満
(P) 30 時間以上
(Q) 試験やレポート
はしていない
(R) わからない

(A) ある
(B) ない
「雇い止め」とは，1 年や半年といった契約が，更新されず，そ
の職場での職を失うこと．自分自身の意思で辞めた場合を除
いて回答してください．
雇い止めの経験のある方に聞きます

[5.2] 雇い止めの理由は何でしたか (複数回答可)
････････････････････[
][
][
][
][
][

[4.1] あなたは自分の職場の社会保険 (厚生年金・健康保
険や，私学共済・公立学校共済・公務員共済など) に入っ
ていますか ･････････････････････････････････････ [
]
(B) いいえ

(C) わからない

[4.2] 健康保険は何に入っていますか？ ･････････ [

]

(A) 国民健康保険
(B) 扶養家族として，親や配偶者の職場の社会保険に入って
いる
(C) 民間の保険
(D) いずれにも加入していない
(E) わからない

[4.3] あなた自身の国民年金保険料を払っていますか
･･･････････････････････････････････････････････ [

大学専任教員以外の方に聞きます

[5.3] 大学専任教員になることを希望しますか？ ･ [
(A) はい

(B) いいえ

]

(C) どちらともいえない

6. 全般

]

[6.1] 勤務中や通勤途中の怪我などは，非常勤講師であっ
ても，労災が適用される (治療費が全額補償され，休業中
の手当もある) ということを知っていますか ････････ [
]

(A) 払っている
(B) 免除されている
(C) 「第三号被保険者」 (いわゆる「サラリーマンの妻」) なので
払う必要がない
(D) 払い込み期間が終了している
(E) 払っていない (B~D 以外)
(F) わからない

(A) 知っている

(B) 知らない

[6.2] 出講回数で賃金が支払われる場合に，年次有給休
暇 (一定の回数までは休講しても賃金が支払われる) の
制度がある大学もあるということを知っていますか ･ [
]

[4.4] もし非常勤先で社会保険に入れるようになれば入り
たいですか ･････････････････････････････････････ [
]
(B) いいえ

]

(A) 科目がなくなった
(B) 科目は残ったがコマ数が減った
(C) 他の人が担当することになった (譲らされた)．
(D) 最初から期限が決まっていた
(E) いやがらせとして
(F) 学校や学部がなくなった
(G) 定年
(H) 不明，説明なし
(I) 自分に雇い止めされてもしかたない落ち度があった
(J) その他 (
)

自分の職場の社会保険に入っていない方に聞きます

(A) はい

(G) 50 万円以上
(H) わからない

[5.1] 今までに非常勤講師職の雇い止めを経験したことは
ありますか ･････････････････････････････････････ [
]

4. 年金・健康保険

(A) はい

(D) 30 万円未満
(E) 40 万円未満
(F) 50 万円未満

(A) 知っている

(C) わからない

(B) 知らない

[6.3] 大学非常勤講師の労働・教学条件について不満は
ありますか ･････････････････････････････････････ [
]
(A) ある
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(B) ない

不満のある方に聞きます

[6.4] 不満な点をすべて選んでください．(複数回答可) ････ [
･･ [
][
][
][
][
][
][
][
][
][

][
][

(A) 賃金が低い
(B) 雇用が不安定 (減ゴマ・雇い止めなどの不安)
(C) 健康保険・年金がついていない
(D) 研究者として扱われていない (研究費がない，研究施設が使えない，
論文の発表の機会が少ないなど)
(E) 施設が不十分 (ロッカー，研究室，コンピュータの利用など)
(F) 教学上の権限がない (カリキュラムや共通教科書の決定の際に，意見
が取り入れられないなど)
(G) クラスの人数が多い
(H) 産休・育児休暇・病気休暇等の保障が充分でない
(I) 非常勤講師にも資格があるはずなのに，科研費申請の案内がない
(J) 担当の専任教員の非常勤講師に対する態度が悪い (連絡が不十分，
差別的等)
(K) 労働条件 (賃金・義務など) が明示されていない
(L) 休日に授業をしなければいけない
(M) その他 (
)

]
]

[6.5] 前項のうち最も不満なもの上位 3 位はど
れですか？
[6.5.1] 1 番不満なもの ･･････････････ [

]

[6.5.2] 2 番目に不満なもの ･････････ [

]

[6.5.3] 3 番目に不満なもの ･････････ [

]

7. 自由意見欄 (日本語，英語，中国語，イタリア語可)
非常勤講師の労働について，労働組合について，このアンケートについて，日ごろ思うことについて，何でもご自由にお書きくださ
い．自由意見欄に書いていただいたことは，編集して報告書に掲載することがあります．個人を特定できる情報と一緒に掲載するこ
とはありませんが，掲載しないでほしい場合はその旨記してください．スペースが足りないときは，別紙に書くか，email で
enq@hijokin.org に送ってください．

ありがとうございました．2006 年 1 月 31 日までに***
非常勤講師組合 までお送りください．http://www.hijokin.org/en2005.html からも回答できます．
このアンケートで得られた個人情報は，報告書作成以外の目的には使用いたしません．
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