(English follows Japanese)

2022 年 7 月 13 日

学生各位
東京外国語大学研究協力課

THE 世界大学ランキング日本版（名称変更予定） 「学生調査 2022」 ご協力のお願い
本学は、
「THE 世界大学ランキング日本版」
（2023 年 3 月末発表予定）への参加を目指しています。このラン
キングの調査項目として「学生調査」があり、皆さんに本学での日々の学業や研究、諸活動について感じている
ことを回答していただくことになりました。
「THE 世界大学ランキング日本版」への参加によって、本学の魅力をあらためて対外的に伝えることができ
ると思われます。ぜひ、アンケート回答へのご協力をお願いします。
なお、アンケートのとりまとめにあたっては、個人の回答結果はいっさい開示されず、集計データとしてのみ
ランキングに使用されますので、ご安心ください。
※本調査は Times Higher Education と㈱ベネッセコーポレーションで共同企画し、㈱ベネッセコーポレーションが運営しています。

THE 世界大学ランキング日本版「学生調査 2022」 回答方法
■回答の前提
このアンケートでは、本学が学生に発行しているメールアドレス（＠‥.ac.jp など）を記入します。予め、ご自身のメールア
ドレスを確認し、受信メールを確認できる状態にしてください。
■回答の方法
以下の URL から「学生調査 2022」専用のアンケートサイトに入り、回答してください。PC、スマートフォン、タブレットでの
回答が可能です（ただし、大学発行のメールアドレスで受信できるものに限る）。回答所要時間は約 7 分です。
アンケート回答後に、あなたが記入した本学発行のメールアドレス宛に確認メールが送られます。この確認メールに記
載された手順に従って回答の登録を完了させてください。アンケートに回答するだけでは、回答の登録が完了しません
ので、必ず確認メールを開封し、メールに記載されている URL をクリックして登録を完了してください。
※確認メールが受け取れるよう、大学発行のメールアドレスで事前に受信設定（「@mail.benesse.co.jp」の
ドメイン受信許可設定・受信拒否設定解除）を確認してください。
https://ull.secure.force.com/studentsurvey/survey?id=a067F000018hR86QAE&lang=jp

■注意事項


回答途中での保存はできません。最後まで回答してください。万が一、途中でアンケートサイトを離れた場合は、最
初から回答し直してください。



アンケート回答後の変更は、システム上できません。



登録完了が行われない場合、有効回答とはなりません。昨年はこの操作が行われなかったために、残念ながら無
効となった回答が多数発生しました。



回答は「１人につき１回」です。１度回答したメールアドレスを使って、重複回答はできません。

■調査期間 ： 2022 年 7 月 1 日（金曜日）10 時 00 分～10 月 31 日（月曜日）23 時 59 分

◆お問い合わせ先
THE 世界大学ランキング日本版事務局
https://japanuniversityrankings.jp/

※ウェブサイト上部の「お問い合わせ」からお願いします。

13/07/2022

Requesting Participation in Student Survey 2022
for THE Japan University Rankings
Research Promotion Division, Tokyo University of Foreign Studies
Dear Students:
In order for us to effectively participate in the THE Japan University Rankings 2023, your response to the
*Student Survey is important. The purpose of this survey is to collect various opinions on learning and
activities from students so as to improve the quality of university experience. Please note that all your
responses remain confidential and are used for analytical purpose alone.
Your response and time is greatly appreciated.
※Student Survey 2022 is organized by Times Higher Education and Benesse Corporation, and operated by Benesse
Corporation

What personal information is being asked in the survey?
In this survey, you will be asked for your university issued email address (e.g., @***.ac.jp). Please make sure
the email address is correct as you will receive a verification email to confirm you are eligible to take part in
the survey.
How do I participate in the survey?
Provide us with your honest feedback now by clicking / reading the link below. You can answer the survey
through your PC, smartphone, and tablet (limited to devices which can receive emails to your university
issued email address). It takes about 7 minutes to complete the survey questions.
Once you submit your data, you will receive a verification email via your university-issued email account.
Please make sure to complete the survey by following the instructions given in the email. Note that the
survey will NOT be completed just because you answered it.
If you do not complete this process, your data will NOT be accepted as valid. We observed many data were
discarded as invalid.
※ Please make sure to configure your spam filter policies with your university-issued email in order to

receive the verification email from the domain “@mail.benesse.co.jp”

https://ull.secure.force.com/studentsurvey/survey?id=a067F000018hR86QAE&lang=en

Important notes:


You have to enter all data at one time. Should you leave halfway through the survey, you need to enter
the data again from the outset.



Once you submit your data, you will NOT be able to make any revisions.



You are allowed to respond once to the survey. Using the same email address to make multiple responses
is not an option.
Effective Date: From July 1, 2022 (Friday) 10:00 to October 31, 2022 (Monday) 23:59

◆ Inquiries:
THE Japan University Rankings Support Team
( https://japanuniversityrankings.jp ※ Click “お問い合わせ” on the upper right of the page )

