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調査の概要

▼調査のテーマ▼

・2020年度（令和2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。

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校生活への思いをあきらかにすること。

▼調査方法▼

学習支援システムmanabaを使用し、各自のスマートフォンより回答した。

▼調査日▼

令和3年2月13日（土）卒業制作発表会終了後～17：00

▼調査対象▼

短期大学部 卒業予定者39名のうち 34名提出 回収率 約87.2％

▼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（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）

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.自由記述：コロナ禍での学生生活について

4.短大生活全体の満足度と自由記述（具体的な意見や感想）

5.卒業後の進路と自由記述（具体的な進路先名）

6.自由記述：短大での一番の思い出

7.自由記述：後輩に対して贈るメッセージ

＊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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2019年度生
人数 ％ 人数 ％

AO 22 61.1 26 65.0 1名　卒業延期
指定校推薦 13 36.1 13 32.5 3名　退学
公募推薦 1 2.8 1 2.5
一般 0 0.0 0 0.0

36 100.0 40 100.0

過年度生
人数 ％

AO 2 100.0
指定校推薦 0 0.0
公募推薦 0 0.0
一般 0 0.0

2 100.0

卒業時 入学時

卒業時

調査の結果

入試方法と卒業生数一覧

1.基本特性
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・自分の学びたかったことは自分で進んで学んだこともあり、満足しています。

・先生方に助けてもらいながら自分の作りたいものを作れました。充実しており、とても満足してい

ます。

・縫製の技術や知識を学べたから

・実習の時間が少ないなと思った

・型紙や縫製技術を多く学ぶことが出来た。ただ、進行速度はあまり適切ではないと思う。

・今までできなかったことや難しかったことにも挑戦できた

・コロナで対面でできない授業もあったけど、楽しかったです。

・色々なことが学べて楽しかったです。

・コロナの影響もあり2年次の授業の質が悪かった。

・資料が沢山あったりしてわかりやすかった

・服の勉強が出来て楽しかったです。

・どの授業も丁寧で楽しかった。大変なこともあったが、授業後にも質問に答えてくれた先生達のお

かげでやりとげることができました。

・服作りの詳しい知識を得ることができて満足です。

・学びたいことが学べたし、将来の仕事のためになる授業だった

・ジャケット作りたいものを作れたから。授業速度が早かった。説明が分かりづらい部分があった。

先生と意思疎通が出来ない部分が多くあった。

・どの先生方もあたたかくてとても授業がやりやすく分かりやすかったです。

・制作の授業が多く、ものづくりが好きな私にとって楽しい授業でした。

・楽しかった

・丁寧に教えてくれました

・先生と一緒に考えながら作品を作ることが出来てよかった

２．各項目の満足度と自由記述

16名 16名

2名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
とても満足している 16

満足している 16

あまり満足していない 2

満足していない 0

未回答 5

①授業について

名（41.0%）

名（41.0%）

名（ 5.1%）

名（12.8%）

名（ 0.0%）

（41.0%）（41.0%）
（12.8%）

（5.1%）
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・学生自治会員として2年間学祭に濃く関わることができ、楽しかったです。

・就活サポートがしっかりしていたため、スムーズに進めることができました。

・友達と楽しく過ごせたから・あまり参加した記憶ないなと感じた

・就活の合同企業説明会をもっと増やして欲しい・今年文化祭ができなかったことが悔しかった

・わからないことがあったらすぐ教えてくれる先生が身近にいるから、楽しく授業に取り組めました。

自治会は大学の人とも関われて楽しかったです。

・友人に恵まれた。

・思い出に残る行事にする子ができた。社会貢献プログラムはコロナで大変だったが、実施するこ

とができてよかった。

・文化祭の天竺ファッションショーが楽しかったです。

・あまり参加出来なかったけど、楽しかった

・新型コロナウイルスの影響で行事が少なくなってしまったから。本場の宝塚見に行きたかったで

す。

・卒制が楽しかったです！

・どの行事も楽しかったです。

・一年生は行事にたくさん参加できて楽しかったです。二年生ではコロナの影響で残念でしたが、

サンリオなどは行けて良かったなと思います。

・頑張ったから

・コロナ禍で学祭、研修旅行が無くなったので楽しみにしていた分残念でした。

・リモートになったイベントも不満なく楽しめた

10名 19名 4名

1名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
とても満足している 10

満足している 19

あまり満足していない 4

満足していない 1

未回答 5

②学生生活について

（2.6%）

名（25.6%）

名（48.7%）

名（10.3%）

名（ 2.6%）

名（12.8%）

（25.6%）
（48.7%）

（10.3%） （12.8%）
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・どこも使いやすかったです

・全体的に冬は寒くて、夏は暑く過ごしにくかった。

・使用しやすい空間でした。

・授業や自習でたくさん利用させてもらったから

・使いたい時に使えたし大丈夫でした。コロナの期間も談話室使えたらよかったなあと

思いました

・購買、とても助かりました！無くなってしまったとこ、早く購買復活してほしいです。

・コンビニが潰れてしまったのが残念だった

・デジタルデザイン室を使う機会が多くあったけど、遅いパソコンが結構あって作業に

時間がかかってしまったことがありました。

・自由制作室が使用できるのは良いが、使う人の質が悪い。

・購買のおばちゃんの機嫌の上下が半端ない

・欲しいものを買えて、使いたい時に使えたからです。

・どこも素晴らしいとおもう。

・たまにWiFiの繋がりが悪いことがあったけど授業のために必要でできた。

・自由制作室をもう少し長く使いたかったです。購買の商品の値段を書いてくれると買

いやすいです。

・図書館が素敵だった。

・特にないです。

・お世話になる教室も多くありました。便利でありがたかったです。

・校舎が遠い

・パソコン室が便利でした

10名 18名 5名

1名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
とても満足している 10

満足している 18

あまり満足していない 5

満足していない 1

未回答 5

③施設・設備について

名（25.6%）

名（46.2%）

名（12.8%）

名（12.8%）

名（ 2.6%）

（25.6%） （46.2%） （12.8%） （12.8%）

（2.6%）
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・最後まで丁寧に教えてくれました。

・親身になってくださる杉野らしさをしっかり感じることができました。

・生徒に寄り添ってくれる、優しい先生しかいないので、とても好きです！

・いろんなことを教えてもらった

・聞きたいこと聞けたし言いたいこと言えたし満足でした。

・とても親切な人ばかりでした。うるさい生徒のことはもう少し注意してほしい。

・授業以外でもわからないところは教えてくれたり、普通の会話にも付き合ってくれて

楽しかったです。

・どの先生方も優しくて楽しい学校生活を送れました。

・分からないところをすぐに聞きに行けるところとか親しい感じで接してもらったりとか

過ごしやすかったです。ただうるさい人達に対しての対応があまり見られなかったの

は残念です。

・丁寧に教えて貰えたからです。

・急にタメ口で対応してきたりして、驚いた

・分からないことを沢山聞いたりした時にいてくれてよかったです。気軽に声をかけて

くれたり嬉しかったです。

・制作とかの時に先生によってやり方が違ったので統一してほしいなと思いました。

・質問をいっぱいしたけど答えてくれたから。たまにぶつかりあったが…
・みんな優しくて授業も分かりやすくとても良かったです。

・優しく指導していただき、アットホームな雰囲気が本当に居心地が良かったです。あ

りがとうございました！

・技術が身についた

・丁寧に教えてくれました

・優しく指導やアドバイスをしてくれて、距離が近く相談しやすいので楽しかったです。

ありがとうございました！

20名 13名

1名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
とても満足している 20

満足している 13

あまり満足していない 1

満足していない 0

未回答 5

④教員について

名（51.3%）

名（33.3%）

名（ 2.6%）

名（ 0.0%）

名（12.8%）

（51.3%）
（33.3%）

（2.6%）

（12.8%）
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・教務課の人は無愛想すぎて、大事な履修申告のことをすごく聞きにくい。

・いつでもサポートしてくれました。

・特にありません

・単位のとこもあったので、教務課は気をつけてほしいです。

・親切にしてくれたと思います。

・生方みんな温かい！！

・教務課の対応が悪い。

・1年の時の履修のやつとかいろいろ分かりにくかったし段取りがあまり良くなかった気がする。

・みんな素晴らしい、いい先生でした。

・成績発表の時のmanaba対応が遅く、登校しなくても良かったり、証明証書を出す日程をちゃ

んと教えて欲しかったです。

・単位の説明が不十分だった。

・良かったです。

・教務課の対応が悪くて悲し

・手続きなどいろいろな場面でお世話になりました。ありがとうございました。

・いまいち

13名 12名 5名 4名 5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
とても満足している 13

満足している 12

あまり満足していない 5

満足していない 4

未回答 5

⑤職員について

名（33.3%）

名（30.8%）

名（12.8%）

名（10.3%）

名（12.8%）

（33.3%） （30.8%） （12.8%）（12.8%） （10.3%）
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・自分のやりたい将来の仕事を否定されることが多々あって、就職活動は比較的1人でやって

いた。

・充実しており、本当に助けられました。

・就活面談もコロナ禍でもかつよつできたし良かったです。

・助かりました。

・履歴書を直してくれたり見てくれたりしてとても助かりました。

・あまり使用していない。

・もうすこし、就活支援をして欲しかった。

・結局はじぶんで全部やらなければならなかったので、もう少しサポートが欲しかったです。

・奨学金くもらえたから。

・良かったです。

・いまだに就職先が決まらない私にも寄り添って支えてくださっています。本当にありがとうご

ざいます！

・わからない

・奨学金は良かったです。就職ガイダンスはした意味があったのか分かりません

・就活、奨学金の相談もやさしくのってくれた。

10名 20名 3名

1名

5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
とても満足している 10

満足している 20

あまり満足していない 3

満足していない 1

未回答 5

⑥学生生活支援について

名（25.6%）

名（51.3%）

（7.7%）

名（ 7.7%）

名（ 2.6%）

名（12.8%）

（25.6%）
（51.3%）

（2.6%）

（12.8%）
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・折角服飾専科の学校に通っていたのに、２年次は必修科目以外学ばなくて、それはす

ごく残念だった。

・オンラインという、かつてない方法など、試行錯誤しながら授業を進めてくださったので、

しっかりと学生生活を送ることができ、感謝しています。

・2年になってから学校にいかずに自宅でリモートの授業などをしてきて、実習で学校に

来ることが増えてからは授業時間の短縮などで不便なことありました。

・特にありません

・コロナが早く無くなってほしいです。

・友達と授業が一緒に受けれないことが1番寂しかったけど、実習だけでも会えてよかっ

たです。

・できないことが増えて悲しいときもありましたが、コロナ対策をしっかりしていたので充

実した生活を送れました。

・全体的に授業を習得した感じがしない。オンラインや動画、コンピュータがメインな為、

wifi環境の良し悪しもあり授業がやりにくい。

・ジャケット研修旅行に行きたかった。しょうがない、

・変更が色々あり大変だったけど珍しい体験ができたと思います。

・いかなくてもいい授業は今後もリモートでいいとおもう。実習はしょうがないと割り切っ

ていた。だが、成績発表などはもともとの予定日の1日前にまなばに掲載した方がいい

とおもう。リモートワークの授業になってからゴタゴタしたけど外出しなくて済んだから

安心だった

・みんなと会うことが少なかったけどみんなと仲良くやれて良かったです。

・1年生の時より友達と会う時間が短く、授業時間も少なかったのに締切が早くあっとい

う間だったのでもっと長い時間を送りたかったなと思いました。

・オンライン授業が大変だった

・特にないです。

・オンライン授業は、私にとっては良いものでした。自分のペースで学習できました。

・5時までしか使えなかったから大変

・授業の後残れないのが大変でした。授業時間も少ないので空き時間で制作しましたが

ギリギリでした

・短縮授業がつらかったです。

３．自由記述：コロナ禍での学生生活について

9



・学生自治会として活動できたおかげで、大学と縦にも横にも人間としての関係が広がり、

その甲斐もあり充実した学生生活でした。

・大好きな友達や先生のおかげで楽しく生活できました。

・楽しかったです！

・制作を中心に学生生活が送れて楽しかったです

・辛いことの方が多かったけど、楽しかったです。

・ワイワイしてて楽しかった。みんな優しくて面白くて2年間すごく楽しかったです。先生方も

くだらない話に付き合ってくれて楽しかったです。

・楽しかった〜！！

・服について学べたからです。

・大変だったが、いまとなってはどれもいい思い出です。楽しみつつも、洋服についての知

識を沢山つけることができてよかったです。

・みんなと仲良くできた。

・充実した2年間だった

・たくさんの友達ができて、良かったです。

・少人数制でアットホームな雰囲気が私にはとても合っていて、楽しい二年間でした。今ま

で送ってきた学生生活の中で、一番楽しかったです。二年間ありがとうございました！

・友達とも仲良く楽しく生活出来ました。

４．短大生活全体の満足度と自由記述

18名 10名 6名 5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
とても満足している 18

満足している 10

どちらかと言えば満足している 6

どちらかと言えば満足していない 0

満足していない 0

未回答 5

名（46.2%）

名（25.6%）

名（15.4%）

名（ 0.0%）

名（ 0.0%）

名（12.8%）

（46.2%） （25.6%） （15.4%）（12.8%）
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SMB international.(スタイリスト/アシスタント)
株式会社サンエー・ビーディー販売職

洋服のお直し株式会社ツヅキ

合同会社PVHジャパン（総合職）

株式会社貴和製作所

縫製株式会社ビッグママ・お直し

BANKANわものや

株式会社ツヅキ

ダイアナ株式会社の販売職 AO株式会社

お直し業

杉野大学

就職活動中です。

スタイリストアシスタント

コロナ禍なのもあり就職難民

就職希望ですけどアルバイトは続けてます。

就職希望ですが、まだ決まっていません。

５．卒業後の進路と自由記述

21名

1名

3名 3名 6名 5名

0% 20% 40% 60% 80% 100%
就職 21

進学 1

アルバイト 3

その他 3

何も決まっていない 6

未回答 5

（12.8%）（7.7%） （15.4%）
（53.8%）

（2.6%）

名（53.6%）

名（ 2.6%）

名（ 7.7%）

名（ 7.7%）

名（15.4%）

名（12.8%）

（7.7%）
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・卒業制作です。9
・ 2年次の学祭で杉野ファッションショーに参加したこと。

・卒業制作で、自分の好きを詰め込んで作れたこと。

・サンリオピューロランドバックステージツーアが一番印象に残りました。

・1年の時に大学祭でモデルとしてファッショショーにでたことと卒業制作発表でドレス着て歩いたと

き。

・卒業制作、ピューロランド3
・卒業制作です。自分の制作が終わったあとも他の子のドレスを手伝ったり係の仕事をして充実して

いたと思います

・研修旅行です。様々な施設や工場などを見に行きました。とても楽しかったです。

・劇団四季の舞台を鑑賞できたのはいいけいけんでした。

・ファッションショー

・一年の大学祭

・友人たちとご飯食べてる時とか喋ってるとき。横浜行ったやつとか楽しかった。

・卒業制作、ピューロランド

・1000円課金しないように頑張った

・1年の時に横浜で見た劇

・ともだちができたことです。たくさん時間をかけて服を作ったことです。

・友達と一緒にたくさん過ごせたこと

・桜の下でみんなでお弁当をたべたこと！卒制のとき幼馴染と一緒にエンドロールにでれたこと！

・サンリオピューロランド

・みんなとサンリオ行けたこと

・サンリオピューロランド・バックステージツアー、卒業制作

・卒業制作とピューロランドです。

・みんなで食べたお昼ご飯がとても楽しかったです。作業が本当苦手だったけど手伝ってくれたり励ま

しあったり皆良い人で大好きです。

・2年生になってから少しずつ、自分らしく過ごせるようになったことが思い出です。

・天竺ファッションショーです。意見がぶつかることもありましたが、より仲が深まって楽しい思い出に

なっています。賞も取れて嬉しかったです。

・卒制ファッションショー

６．自由記述：短大での一番の思い出
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・挫けずに頑張ってください

・私の杉野生活の大部分は学生自治会で出来上がったので、是非学生自治会に入ってください！

・真面目に、楽しく授業に取り組み、有意義な学生生活を送ってください！

・地道にコツコツやっていかないと後々後悔するから。やらなきゃいけない事は後回しにしては行けな

い

・コロナの影響で作る時間がほんとに短いので、卒業作品作るときは家でできることはちゃんとした方

がファッションショーするとき少し楽だと思います!卒業作品頑張ってください。

・卒業制作は最初から余裕を持って進めたほうがいいよw
・短い学校生活楽しんでください！！

・大変なことも有りますが、やりきった時の達成感は凄いです。頑張ってください

・次年度もコロナ禍の中の卒業制作できっと大変かもしれませんが頑張ってください。

・とにかく頑張れ。

・課題等大変ですが、これからも頑張って下さい！

・頑張ってください

・コロナでどうなるかわからないけど、友達とはたくさんあそんで社会人までの1年間楽しいこといっぱ

いしてください！

・大変なことも多いけど終わったら楽しかったって思えるので、頑張ってください！！

・卒制頑張って欲しいです。

・計画的にやるべし。頑張るしかない。

・卒業制作は時間をかけて悔いの残らないものを作ってください！

・コロナ禍でもやれることはたくさんあるから頑張れ！

・コロナが落ち着くかわかりませんが、自分のペースで学業に取り組んでください。頑張ってください！

・毎日忙しいと思うけれど頑張ってください。

・大変なことも多いかと思いますが頑張ってください

・作業沢山しなくちゃいけなくて、くじけそうになることもあると思いますが、やり切った時、達成感を味

わえます！自分に服を一から作れるのか不安だと思いますが、不安なことがあったら沢山先生に相

談するといいです！頑張ってください！

・頑張ってください。

・計画的に物ごとを進めていくこと、バイト入れすぎないこと、就職は早め早めの行動を！！！

・あっという間の二年間悔いのない生活送ってください！

・自分の作りたいものを追求してください！

・卒業制作は時間をかけて悔いの残らないように頑張ってください。

・挫けることはあると思いますがなんとかなるので頑張って下さい！

・悔いのない大学生活を送ってください。

・アットホームでのびのびと学べる短大、その分忙しいですが、楽しい二年間にしてください！

・頑張って

・卒制頑張ってください！！

・大変な分だけ喜びも大きいです。これからも頑張ってください。

・就活と卒制頑張ってください！

７．自由記述：後輩に対して贈るメッセージ
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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：2021 年 2 月 13 日 11 時 30 分～17 時 00 分 
分類：その他

２A のコースにレポート設定、回答を提出者のポートフォリオに追加しない 

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。今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた 1 年でしたね。 
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６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。 

① 授業について(選択必須)

1. 満足していない

2. あまり満足していない

3. 満足している

4. とても満足している

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

1. 満足していない

2. あまり満足していない

3. 満足している

4. 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、学生会館、購買部等）について(選択必須)

1. 満足していない

2. あまり満足していない

3. 満足している

4. 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. あまり満足していない

3. 満足している

4. 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。

付属資料



⑤職員について(選択必須)

1. 満足していない

2. あまり満足していない

3. 満足している

4. 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. あまり満足していない

3. 満足している

4. とても満足している

問２．コロナ禍で送ってきた学生生活についての感想や意見がありましたら書いてください。 

問３．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. あまり満足していない

3. 満足している

4. とても満足している

問４．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５．短大での一番の思い出を教えてください。(入力必須） 

問６．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、その他の内容等を記入してください。 

自由記述

記述（必須） 

記述（必須） 
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