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調査の概要

▼調査のテーマ▼

・2019年度（令和元年度）卒業予定者から見た、大学の教育、支援等、大学生活全般に

対する評価をあきらかにすること。

・本学独自の教育が、学生生活全般の満足度に繋がっているのかをあきらかにすること。

・今後の授業内容や支援に活かすため、進路先をあきらかにすること。

▼調査方法▼

学修支援システムmanabaを使用し、各自のスマートフォンより無記名で回答した。

▼調査日▼

令和2年2月9日（日）卒業制作発表会終了後～2月15日（土）17:00

▼調査対象▼

短期大学部 卒業予定者40 名 うち 5名未提出 回収率 87.5 %

▼調査項目▼

１．基本特性

２．６項目についての満足度と自由記述（具体的な意見や感想）

①授業について

②学生生活

③施設・設備について

④教員について

⑤職員について

⑥学生生活支援について

３．短大生活全体の満足度と自由記述（具体的な意見や感想）

４．卒業後の進路と自由記述（具体的な進路先名）

５．自由記述：短大での一番の思い出

６．自由記述：後輩に対しての贈るメッセージ

＊自由記述に関しては原文のまま掲載しています
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人数 ％ 人数 ％
ＡＯ 22 56.4 25 56.8
指定校推薦 15 38.5 17 38.6
公募推薦 2 5.1 2 4.5
一般 0 0.0 0 0.0

39 100.00 44 100.0

人数 ％
ＡＯ 0 0.0
指定校推薦 0 0.0
公募推薦 0 0.0
一般 1 100.0

1 100.0

2018年度生
卒業時 入学時

過年度生
卒業時

調査の結果

１.基本特性

入試方法と卒業生数一覧

2名 卒業延期

3名 退学

2017年度生 1名 退学
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・先生がわかるまで教えてくれるので、基礎的な所から身につきました。

・各自のスピードに合わせた指導があってよかったと思いました。

・沢山身についた事があります

・大好きな友達と一緒に毎日過ごせて楽しかったです！

・就活とかボランティアに毎度被って作品の提出期限があったのはどっちも中途半端になっちゃうから嫌でした。

・服飾について詳しく様々な視点から学ぶことが出来たから。

・2年間の短い間だったけど、アパレルコースを選択したこともあり、たくさん製図してたくさん縫製して、自分なりに成長

できた！

・とても大変で心が折れかけた時もあったけど、最後には、いい思い出ができました！

・自分の学びたいことを思う存分学べて、楽しめたと思うから。

・おんなじような内容の授業があったり、私たち生徒が理解していなくても授業を進めてしまう先生が居たり、不満も少

しはありますが、1番学びたかった洋裁についてはとても満足しています。

・製図とか全然分からなかったけど、2年生になる頃には理解が深まって作るのが楽しかったです。

・頑張った

・先生ともたくさんコミュニケーションを取れたし、楽しかった。

・身に付いたりする事が出来たから

・ものすごく楽しかった

・ボランティアも充実した内容で楽しくできた

・愉快な友達と楽しく過ごせました

・ボランティアのタイミングが就活に被って満足いく活動が出来なかったです。

・イベントをみんなで楽しく実施できたから。

・学校行事などで色々なところに行けたのがよかったです！

・中国からネクタイの賞状が貰えた！

・人間関係で大きな悩みもなく、また先生とも仲良くなれて杉野に入って良かったなと心から思えました。

・大学祭楽しかったです。

・積極的に大学祭などに取り組めた

・楽しかった

・授業であっあ

２．各項目の満足度と自由記述

18名 12名 4名

1名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①授業について

とても満足している 18

満足している 12

どちらかといえば満足している 4

どちらかといえば満足していない 1

満足していない 0

未回答 5

①授業について

6名

1名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

②学生生活について

とても満足している 1

満足している 15

どちらかといえば満足している 6

どちらかといえば満足していない 1

満足していない 0

未回答 5

②学生生活について

(45.0%) (30.0%) (10.0%)

(2.5%)

(12.5%)

名(45.0%)
名(30.0%)

名(10.0%)
名(2.5%)

名(0.0%)

名(12.5%)

13名(32.5%)

3名(32.5%)

15名 

名(37.5%)

(15.0%)

名(15.0%)

(2.5%)

名(2.5%)

名(0.0%)
名(12.5%)

(12.5%)(37.5% )
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・自由制作室のミシンが使えないのが多かった

・図書館は沢山の種類の雑誌があって楽しかったです。自由制作室のエアコンが時間ぴったりになると消えるのが悲し

かったです。

・図書館など、ほとんど利用することがなかったので、もったいなかったなといまさら後悔しています。

・各教室が離れているので移動が大変だった。

・第4校舎にエレベーターが欲しい。作品を運ぶのが大変だった

・8時まで学校が空いているのにも関わらず、冷房や暖房が6時で切られてしまう点がとても不満でした。こっちは頑張っ

て作業しているのに、、と思っていました。後期で先生が言ってくださったおかげで改善されたので良かったです。

・図書館とかもっと利用しておけばよかったなと思ってます。

・暖房、冷房の切れる時間が早かったため学習環境があまり良くなかった後半少しだけ伸びたのがよかった

・デジタルデザイン室は授業はもちろん、各自でやりたいこともすすめることができた。

・壊れそうで怖い

・たくさんある

・どの先生も優しくて大好きです！

・オンリーワンで高野先生に！！！！！他の先生方にもお世話になりましたが、高野先生はいーーっつも生徒と身近

で相談乗ってくれたり的確なアドバイスくれたり、ひとりひとりと向き合ってちゃんと話してくれて楽しかったし心強かっ

たし最高に最高に大好きでした！卒制でも高野先生いなかったら挫けてたなあ〜と思う事が沢山あって本当に感謝

しかないです！卒制もこっち申し訳なるくらい生徒が把握していない分を的確に指示出してくれたり、高野先生が怒る

時はほんとに私たちがダメな時だから教えてくれて嬉しかったです。

・いつも優しく、生徒の目線に立って教えてくれるアットホームな雰囲気が大好きでした。

・厳しい時は厳しく、でも楽しく一緒に話をしたりできて楽しかったです！

・分からないところをわかるまで教えてくれて励ましてくれて先生のおかげで卒制も完成できました

・優しくて親身になってくれて安心して学校生活を送れました。先生たちで良かったです！

・先生達と授業のことや、生活のこととか、好きな事とかお話できるのがとても楽しかったです。分からないことがあった

らすぐにかけつけてくれて感謝してます。

・みんな公平に接してくれた

・とてもアットホームな感じで話しやすかったし、とても楽しかった。優しくていつも助けてくれた。

・すんごい感謝してます

・優しい

・親身になって制作をサポートして下さったのでとても感謝しています！

10名 11名 11名

3名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
③施設･設備について

とても満足している 10

満足している 11

どちらかといえば満足している 11

どちらかといえば満足していない 3

満足していない 0

未回答 5

③施設･設備について

22名 11名

2名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④教員について

とても満足している 22

満足している 11

どちらかといえば満足している 2

どちらかといえば満足していない 0

満足していない 0

未回答 5

④教員について

名(12.5%)

名(12.5%)

名(0.0%)

名(0.0%)

名(0.0%)

(12.5%)

(12.5%)

名(5.0%)

(5.0%)

(27.5%)

名(27.5%)

(27.5%)

名(27.5%)

(27.5%)

名(27.5%)

(25.0%)

名(25.0%)

(55.0%)

名(55.0%)

(7.5%)

名(7.5%)
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・就活のときなど、たくさんお世話になりました。親切で優しく、とても頼りになります。

・どの人にも同じように接してくれた。

・優しかった

・説明が分かりにくい時とかありました。

・学生部よくお世話になりました。とても優しい職員さんでした

・教務課で履修の単位に関して嘘をつかれた。後期の履修選択時に気づかなかったら、卒業できなかったので、そこは

しっかりとしてほしい。それ以外の職員はよかった。

・みんな優しかった

・しっかり対応してくれた

・就職や進路などについてきちんと話を聞いてくれたから

・就職部の方々がいつでも親身になってくれたので心強かったです！！なかなか予約取れなくて履歴書の最終確認を

して貰えなかったりしたのは悲しかったです。

・手伝ってくれました。

・面接練習など付き合ってくれた

・社会について、そして企画実行する難しさを学べた

・奨学金のおかげで学校に通えました

・空きコマが少ない短大生は予約取りにくくて大変でした。唯一の休みはハロワの人が対応で、就職部の人とは話せな

いとかで、結局1回も面接練習もせずに内定とりました。四大と予約分けてほしいです。

・就活しやすかった

11名 8名

2名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑤職員について

とても満足している 14

満足している 11

どちらかといえば満足している 8

どちらかといえば満足していない 2

満足していない 0

未回答 5

⑤職員について

13名 15名 6名

1名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑥学生生活支援について

とても満足している 13

満足している 15

どちらかといえば満足している 6

どちらかといえば満足していない 1

満足していない 0

未回答 5

⑥学生生活支援について

名(12.5%)

名(12.5%)

名(0.0%)

名(0.0%)

(12.5%)

(12.5%)(32.5%)

名(32.5%)

(37.5%)

名(37.5%)

(2.5%)

名(2.5%)

(15.0%)

名(15.0%)

(5.0%)

名(5.0%)

(27.5%)

名(27.5%)

14名(35.0%)

名(35.0%)

(20.0%)

名(20.0%)
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３．短大での学生生活について

・楽しかった！あっという間で未だに卒業って信じられません

・2年間あっという間すぎてとっても楽しかったです。

・お洋服が大好きな人たちとお洋服のことを勉強出来て、一緒に洋服作るの難しいねって居残りも沢山して自分で作

品を作り上げて最高に忙しくて楽しい2年間でした！！あっとゆう間！

・楽しかった!!!本当に短大ならではのアットホームな雰囲気が最高でした~！
・すごく充実した2年間でした

・とっても楽しかったです！

・楽しかった

・今までの学生生活で、一番楽しかった。学業面をプライベート面もとても充実していたし本当に楽しいし2年間でした。

この学校に入学してよかったです。

・辛い事もあったけど楽しかった

・本当に楽しかった

・本当にたのしかった！

具体的な会社名や学校名、職種

・株式会社チュチュアンナ店舗管理職

・ビックママ（縫製）フィッティングアドバイザー ３

・岩手繊維株式会社/事務・営業

・株式会社ツヅキ

・株式会社三峰

・東京衣装でスタイリストやります！

・株式会社会社バロックジャパンリミテッド

・アパレル

・株式会社ジャパンイマジネーションのa.g.plusというブランドで販売職をします

・お直し

・三松グループKIIRO渋谷パルコ店その後ワーキングホリデー

23名 7名 5名 5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

短大での生活

とても満足している 23

満足している 7

どちらかといえば満足している 5

どちらかといえば満足していない 0

満足していない 0

未回答 5

24名 3名 5名

2名 1名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

卒業後の進路

就職 24

進学 3

アルバイト 5

その他 2

何も決まっていない 1

未回答 5

４．卒業後の進路について

・株式会社 インター・ベル

・roomsshop
・株式会社ハヤシゴ販売職(婦人靴)
・ダイアナ

・株式会社レイカズン

・貴和製作所

・エスモード・ジャポン ・デジタルアーツ東京 ・杉野服飾大学 

名(12.5%)

名(12.5%)

名(12.5%)

名(12.5%)

名(0.0%)

名(0.0%)

(12.5%)(12.5%)

(12.5%)(12.5%)(60.0%)

名(60.0%)

(2.5%)(5.0%)

(7.5%)

名(2.5%)

名(5.0%)

名(7.5%)

(57.5%)

名(57.5%)

(17.5%)

名(17.5%)
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５．短大での一番の思い出

○卒業制作 14 （卒業制作という関連単語のみの記載数）

・卒業制作発表会です

・やっぱり一人一人追い詰められながらも完成させてみんなでひとつの舞台を作れたことがとて

も達成感を感じた

・大好きな仲間たちと楽しく制作して、協力しながら卒業制作ファッションショーをできたこと

・卒制！天竺！

・卒業制作の作品作り

・卒業制作！人生で1番くらいキツかったけど、終わったときの感動が、すっごく大きかった。

・卒制発表！！！当日までみんなで協力して支えあえた！一致団結って感じがした

・卒業制作を作っている時からファッションショーまでの期間が一番の思い出。

・しんどかったので卒制

・卒業制作期間の2月8日
・卒業制作でドレスを作り上げたこと。

・今までで1番苦労しながら作り上げたのでとても感動しました！

・卒制終わったばっかなので卒制しか浮かびません

・卒業制作！！！がんばった！！！

○研修旅行 2（単語表記のみ）

・同じ趣味の友達か沢山できたのが思い出です。研修旅行で宝塚見れたのはとても嬉しかった

です！また見に行きたいです。

・研修旅行で様々な場所に訪れたこと 2年になってから特に毎日楽しかった！

○最高にノリがいい友達が沢山できてみんなで飲みに行って楽しいね楽しいねって色んな話で

きたこと！！杉野に入ったからできたこと！バンザイ！

○2年の天竺ファッションショー毎日の日々

○みんなと楽しく企画を立てたこと。
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６．後輩に対して贈る言葉やメッセージ

・早め早めに出来ることはやっておいた方が楽です！頑張ってください！

・あっという間の学生生活後悔しないように一日一日を大切に過ごしてください！卒制は本当に粘り

強くやれば絶対いい物ができるので早め早めに諦めないで下さい！

・大学は高校と違って全て自己責任です。単位の取り間違え、遅刻、欠席、基本的なところで苦しま

ないよう、頑張ってください。それと、短大は仲が良くてめちゃくちゃ楽しいです！2年間の思い出たく

さんつくってください！

・貴重な学生生活を楽しんでください！

・短い期間ですので、おもいっきり楽しんでください。

・課題はスケジュールをしっかり立てて取り組むことを進めます。

・挫けそうになっても諦めないで卒制に励んでください

・最後まで諦めず頑張ってください！

・卒制は本当に時間がかかるので、デザイン画は早めに考えた方が絶対いいです！スーツは自分

の好きなデザインで自由に作ることができるのでオススメです(*^^*) 頑張ってください卒制頑張っ

てね！とっても思い入れのあるものにしてね！

・本当にあっという間なので、学校も私生活も思う存分楽しんでください！

・同じ服飾の分野を学びたい人が集まってるのでたくさん洋服のお話してほしいなって思います！学

生生活短大はほんとにほんとにあっとゆう間だから全力で楽しんでください！！

・残りの学生生活悔いのないように楽しんでください！

・短大、ほんとに短くてさみしいけど、最後は絶対、みんなで笑って卒業できると思います。自分の2
年間の努力を忘れないでね

・課題や授業で大変なこともあると思いますが、必ず技術は身につくので諦めずに頑張って！

・最後焦ってしまうと逆に間違えたりしてしまうので焦らず取り組んで欲しいです！

・がんばれ！

・悔いのない素敵な作品を作って下さい！！

・あきらめない！

・自分のやりたい事を突き詰めて楽しんでください！

・残り少ない学校生活を沢山楽しんでください。

・がんばってね

・ファイト！計画的に進めれば大丈夫。なんでも終わる

・卒制は本当に大変だし諦めそうになったり嫌になったり挫けそうになることもあると思いますが、最

後は絶対作ってよかったって思えるので頑張って下さい。例え難しいデザインでも自分が作りたい

ものを作って悔いのない卒業制作にしてください。

・卒制がんばれ

・大変な事もあるけどそこを乗り越えれば達成感があるので頑張ってください

・3体作るなら計画的に！！！

・頑張れば頑張るほど楽しかった

・卒制は早めにやったほうがいいです。コスチュームで変形ジャケットっぽい衣装作りたいならちゃん

とジャケットの授業取ったほうがいいです。ビスチェパニエはドレス以外のコースでも役立ちます。

・頑張ってください！

・がんばって！

・課題などの提出物はなるべく早めに終わらすことが出来るよう自分で計画をしっかり立てることが

大切だと思います。自分なりに色々模索しながら短大での生活を楽しんでください！

・2年生へ卒業制作頑張れ！できるだけ早めに計画立てるといいよ！

・たくさん悩んで、たくさん相談して、自分のベストを尽くしてください！
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レポートタイトル：卒業時の学生生活アンケート

期間：2020 年 2 月 9 日 14 時 00 分～2 月 15 日 17 時 00 分 
分類：その他

本人と教員のみ閲覧（２A のコースにレポート設定する） 

問題： 卒業制作発表会も無事に終わりましたね。皆さん、お疲れさまでした。

短大での学生生活ももうすぐ終わってしまいます。どのように過ごすことができたか振り返ってもらいたいと思い

ます。

皆さんの素直な気持ちをアンケート形式でお聞きしたいと思います。問１～問５まで、自由記述もあります。ご

協力お願いします。

問１．次の項目について、どの程度満足していますか。(選択必須) 

①授業について

1. 満足していない

2. どちらかと言えば満足していない

3. どちらかと言えば満足している

4. 満足している

5. とても満足している

②学生生活(学業、行事、クラブ活動、ボランティア、コンテスト参加)について(選択必須)

1. 満足していない

2. どちらかと言えば満足していない

3. どちらかと言えば満足している

4. 満足している

5. とても満足している

③施設・設備（図書館、博物館、自由制作室、デジタルデザイン室、談話室、学生寮等）について(選択必須)

1. 満足していない

2. どちらかと言えば満足していない

3. どちらかと言えば満足している

4. 満足している

5. とても満足している

 

④教員について(選択必須)

1. 満足していない

2. どちらかと言えば満足していない

3. どちらかと言えば満足している

4. 満足している

5. とても満足している

自由記述：具体的な意見や感想等があれば記入してください。

自由記述：具体的な意見や感想等があれば記入してください。

自由記述：具体的な意見や感想等があれば記入してください。

自由記述：具体的な意見や感想等があれば記入してください。



⑤職員について(選択必須)

1. 満足していない

2. どちらかと言えば満足していない

3. どちらかと言えば満足している

4. 満足している

5. とても満足している

⑥学生生活支援（就職活動、奨学金制度等）について(選択必須)

1. 満足していない

2. どちらかと言えば満足していない

3. どちらかと言えば満足している

4. 満足している

5. とても満足している

問２．全体として短大での学生生活はどうでしたか(選択必須) 

1. 満足していない

2. どちらかと言えば満足していない

3. どちらかと言えば満足している

4. 満足している

5. とても満足している

問３．あなたの卒業後の進路を教えてください。(選択必須) 

1. 就職

2. 進学

3. アルバイト

4. その他

5. 何も決まっていない

問４．短大での一番の思い出を教えてください。(入力必須） 

問４．短大での一番の思い出を教えてください。(入力必須） 

問５．後輩に対して贈る言葉やメッセージをお願いします！(入力必須） 

ご協力ありがとうございました 

自由記述：具体的な意見や感想等があれば記入してください。

自由記述：具体的な意見や感想等があれば記入してください。

自由記述：具体的な意見や感想等があれば記入してください。

自由記述：具体的な会社名や学校名、職種を記入してください。 
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