
大阪大学 SF 研究会 45 周年記念懇親会 参加者アンケート 

 

入学年度  SF 研役職  

本名  出身  

真名  現住所  

Twitter ID  大学 1  

サイトURL  大学 2  

誕生日  大学 3  

電話  在学期間  

メール  現職  

趣味  

専門  

  ※次回懇親会用の連絡で使用します。必ず御記入願います。 

 

※平成26年度新入生アンケートです。ご記入下さい。 

Q1. 何を見てSF研に来ましたか？  

座標 生協の紹介冊子 SF研のwiki SF研のTwitter 阪大の公式web 友人から聞いた 偶然目についた  

ネットの噂 その他（          ）  

Q2. 次の中で好きなものに○をつけ、具体的な作品・作家・雑誌名があれば（ ）に書いてください。  

小説 [ 国内SF 海外SF ライトノベル ミステリー 一般文芸 その他 ]  

（           ）  

漫画 [ 少年誌 青年誌 4コマ 萌え系 少女漫画 百合 その他 ]  

（           ）  

アニメ [ SF ロボット 日常系 百合 魔法少女 子供向け 女性向け ]  

（           ）  

ゲーム [ RPG アクション STG パズル シミュレーション ノベル オンライン ソーシャル ]  

[ カードゲーム ボードゲーム TRPG その他非電源ゲーム]  

（           ）  

映像系 [ 映画 海外ドラマ 国内ドラマ バラエティ その他 ]  

（           ）  

Q3. 以下の内で見たもの、読んだものに○を、好きなもの（人）に◎を付けてください。  

・伊藤計劃 ・上田早夕里 ・冲方丁 ・小林泰三 ・小松左京 ・筒井康隆 ・長谷敏司 ・星新一 ・虚淵玄  

・西尾維新 ・田中ロミオ ・細田守 ・新海誠 ・アシモフ ・クラーク ・ヴォネガット ・イーガン ・ミエヴィル  

・銀英伝 ・機龍警察 ・禁書目録 ・スワロウテイル ・一九八四年 ・まどマギ ・エヴァ ・フルメタ ・咲  

・ウィザーズブレイン ・日常 ・まんがタイムきらら ・ゆゆ式 ・紫色のクオリア ・涼宮ハルヒ ・ARIA  

・スト魔女 ・ラブライブ ・プラネテス ・げんしけん ・ニセコイ ・桜Trick ・イカ娘 ・ひぐらし ・リトバス  

・タビと道づれ ・京アニ ・シャフト ・コードギアス ・ヴァルブレイヴ ・C3部 ・えびてん ・シュタゲ  

・GJ部 ・メタルギア ・神無月の巫女 ・セーラームーン ・ゼログラビティ ・Rewrite ・MTG ・艦これ  

・ドミニオン ・パラノイア ・アイマス ・きんモザ ・かぐや姫の物語 ・世界の中心で愛を叫んだけもの  

 

Q4. 一番最近読んだ本を教えてください。 （        ）  

Q5. SFに興味がありますか？ [ とてもある ある あまりない まったくない ]  

Q6. SF研でやってみたいことに○を付けてください。  

・読書 ・読書会 ・創作 ・評論 ・ボードゲーム ・TRPG ・カードゲーム ・鑑賞会  

・空きコマをだらだら過ごす ・即売会への参加 ・サークルクラッシュ ・その他 

Q7.大阪大学 SF 研究会 45 周年記念懇親会の何かいい呼び名を考えて下さい。 

（           ） 



ループに関する意識調査 

（ 氏名   ） 

 

※次回制作会誌「本当はこのループものがすごい！」用のアンケートです。御協力下さい。 

 

Q1．あなたが最初に出会ったループ作品は？ 

A1．（           ） 

 

Q2．あなたが好きなループ作品ベスト3を教えて下さい 

A2．（ 1位    2位   3位   ） 

 

Q3．今までに読んだことがあるループ作品を全て記入して下さい。（別紙ループ作品リスト参照） 

A3． 

 

 

 

 

 

Q4．もしループできるとしたらどんなことをしてみたいですか？ 

A4． 

 

 

 

 

   例． 夢のニート生活。 強くてニューゲームで俺 Tueeee！等 

 

Q5．今までの人生でループ体験があれば教えて下さい。 

A5． 

 

 

 

 

  例．気付いたら大学に 7 年間いた。フランス語を 10 回履修した。等 

 

Q6．SF研のループ作品人気ベスト3を予想して下さい。 

（Q2のアンケート結果を「1位3pt 2位2pt 3位1pt」で集計。正解した方には景品を贈呈） 

A6．（ 1位    2位   3位   ） 

 

Q7．SF研で最も読まれているループ作品を予想して下さい。 

（Q3のアンケート結果を集計。正解した方には景品を贈呈） 

A7．（ 1位    2位   3位   ） 

 

Q8．会誌の企画で気になる企画に○を、参加しても良い企画に◎をつけて下さい。 

A8．  □ループ作品リスト □ループ作品ブックガイド（紹介用レビュー） □ループ作品論 □ループ作品のコラム 

     □座談会 □聖地巡礼 □ループ人物史伝 □イラスト □デザイン □校正 □その他（              ）   

 

御協力ありがとうございました。 



ウィザーズ・ブレイン 10 の質問 

（ 氏名   ） 

 

※なんとなく気になったのでアンケートを作ってみました。御協力下さい。 

 

Q1．ウィザーズ・ブレインどこまで読んでいますか？ 

A1．（Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ（上・下） Ⅴ（上・下） Ⅵ（上・中・下） Ⅶ（上・中・下） Ⅷ（上・中・下）   ） 

 

Q2．ウィザーズ・ブレインの好きなエピソード または 好きな巻は？ 

A2．（            ） 

 

Q3．ウィザーズ・ブレインで好きなキャラクターは？ 

A3．（            ） 

 

Q4．格ゲーで使いたいキャラは？ 

A4．（            ） 

 

Q5．あなたの中で最強のキャラは？ 

A5．（            ） 

 

Q6．好きな魔法士（能力）は？ 

A6．（            ） 

 

Q7．どのシティに住んでみたい？ 

A7．（神戸 マサチューセッツ ベルリン ロンドン モスクワ ニューデリー シンガポール その他[  ]） 

 

Q8．Ⅸ（上）はいつ出ると思いますか？ 

A8．（            ） 

 

Q9．いつ完結すると思いますか？ 

A9．（            ） 

 

 

Q10．三枝零一先生に一言どうぞ！ 

A10． 

 

 

 

 

Q11．各質問で最も多い回答を当てて下さい 

（Q1～9のアンケート結果を集計。正解した方には景品を贈呈） 

A11．（ Q1   Q2  Q3   ） 

A11．（ Q4   Q5    Q6   ） 

A11．（ Q7   Q8    Q9   ） 

 

御協力ありがとうございました。 

 


