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 寄与率 累積寄与率
軸 1 0.55 0.55
軸 2 0.18 0.73

軸 1 軸 2

同志社大学

甲南大学

関西学院大学

龍谷大学

関西大学

近畿大学
京都産業大学

立命館大学

京都産業大学   1.414 
甲南大学   0.391 
近畿大学   0.235 
関西大学   0.220 
龍谷大学   0.131 
関西学院大学   0.053 
立命館大学   -0.368 
同志社大学   -0.691 
自由な   0.836 
のんびり   0.715 
明るい   0.646 
親しみやすい   0.604 
個性的な   0.400 
多様な   0.086 
力強い   0.051 
おしゃれな   -0.079 
先進的な   -0.320 
厳格な   -0.325 
落ち着いた   -0.362 
まじめ   -0.450 
自慢できそう   -0.472 
知的な   -0.520 
上品な   -0.567 

甲南大学   0.916 
関西学院大学   0.199 
龍谷大学   0.034 
同志社大学   -0.022 
立命館大学   -0.134 
関西大学   -0.280 
京都産業大学   -0.426 
近畿大学   -0.467 
上品な   0.867 
のんびり   0.624 
おしゃれな   0.507 
親しみやすい   0.153 
落ち着いた   0.069 
自由な   -0.007 
知的な   -0.023 
明るい   -0.047 
自慢できそう   -0.109 
先進的な   -0.116 
個性的な   -0.172 
まじめ   -0.200 
力強い   -0.210 
厳格な   -0.266 
多様な   -0.859 

【関西】難関私大（関関同立産近甲龍）2008年
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 寄与率 累積寄与率
軸 1 0.53 0.53
軸 2 0.21 0.74

軸 1 軸 2

同志社大学

甲南大学

関西学院大学

龍谷大学

関西大学

近畿大学

京都産業大学
立命館大学

近畿大学   0.658 
京都産業大学   0.631 
龍谷大学   0.536 
甲南大学   0.479 
関西大学   0.324 
関西学院大学   -0.303 
同志社大学   -0.461 
立命館大学   -0.467 
自由な   0.820 
のんびり   0.753 
親しみやすい   0.504 
明るい   0.484 
個性的な   0.370 
多様な   0.257 
力強い   0.174 
厳格な   -0.075 
落ち着いた   -0.109 
先進的な   -0.148 
おしゃれな   -0.288 
まじめ   -0.390 
知的な   -0.446 
自慢できそう   -0.474 
上品な   -0.653 

甲南大学   1.178 
龍谷大学   0.420 
同志社大学   0.204 
関西学院大学   -0.127 
立命館大学   -0.128 
関西大学   -0.162 
京都産業大学   -0.175 
近畿大学   -0.448 
落ち着いた   0.923 
のんびり   0.876 
上品な   0.486 
個性的な   0.334 
自由な   0.235 
厳格な   0.105 
まじめ   0.051 
おしゃれな   0.003 
自慢できそう   -0.085 
知的な   -0.141 
親しみやすい   -0.220 
明るい   -0.261 
先進的な   -0.316 
力強い   -0.430 
多様な   -0.648 

【関西】難関私大（関関同立産近甲龍）2012年
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