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Ⅰ．調査について

調査日 令和2年1月23日～2月15日
調査対象 令和2年3月卒業者　146名
回答者数 128名（回答率87.7％）

調査方法 各コース主任の説明後、アンケートソフトクエスタントを使用し、

学生個人のスマートフォンから回答。無記名式で選択肢選択及び自由記述。

調査結果　 5段階評価（1が最低、5が最高）

Ⅱ．回答者の属性
人数（人） ％

女性 112 87.5
男性 16 12.5

種別 人数（人） ％
AO入試 44 34.4
推薦入試 43 33.6
公募制入試 11 8.6
一般入試 6 4.7
センター 9 7.0
編入学 15 11.7

コース 人数（人） ％
モード（北折） 30 23.4
モード（安部） 22 17.2
インダストリアル 19 14.8
テキスタイル 9 7.0
プロダクトデザイン 18 14.1
ビジネスマネジメント 18 14.1
流通イノベーション 12 9.4

性別

入試形態



Ⅲ．学生による５段階評定の数値報告

＊質問１は性別、質問２は入学時の入試種別、質問3はコース名（結果は前ページに記載）

質問４．本学の授業には満足できましたか。

（質問４－①） 専門科目における知識・感性・技術の修得

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 4.07 4.06 3.95 3.99

（質問４－②） 専門科目の教員の授業・指導

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 4.02 3.93 3.84 3.77

（質問４－③） 教養科目における知識・教養の会得

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.56 3.77 3.83 3.83

（質問４－④） 教養科目の教員の授業・指導

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.61 3.63 3.86 3.84

（質問４－⑤） 教室の環境・設備

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.12 3.06 3.16 3.16

質問５　以下の項目についてどのように感じていますか。

（質問５ー①）　コンピューターを用いた授業は役に立ちましたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.78 3.60 3.89 3.98 4.02 4.11 4.16

（質問５－②）　教務課員の対応は丁寧でしたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.60 3.17 3.61 3.33 3.58 3.77 3.70

（質問５－③）　学生課員の対応は丁寧でしたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.85 3.77 3.96 3.85 3.87 3.96 3.89

（質問５－④）　就職課員の対応は丁寧でしたか

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.73 3.72 3.56 3.33 3.64 3.72 4.05

（質問５－⑤）　図書館員の対応は丁寧でしたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.04 3.16 3.29 3.72 3.93 3.77 3.95



（質問５－⑥）　購買部の品数は十分でしたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.45 3.19 3.22 3.55 3.47 3.52 3.44

（質問５－⑦）　自習室は役に立ちましたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.59 3.31 3.80 3.79 3.71 3.91 3.78

（質問５－⑧）談話室は快適でしたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.16 2.84 3.43 3.21 3.18 3.48 3.52

（質問５－⑨） 学食・コンビ二の品数は十分でしたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 2.81 2.63 3.15 2.96 3.22 3.18 3.27

（質問５－⑩）　大学祭やクラブ、サークル活動に積極的に参加しましたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 2.91 2.79 3.17 2.85 3.07 3.01 3.03

（質問５－⑪）　友人関係や先輩・後輩との関係は良好でしたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.86 3.68 3.97 3.79 3.68 3.97 3.87

（質問５－⑫）　就職活動に関して本学の指導は行き届いていましたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 3.19 2.92 3.23 3.02 3.10 3.29 3.44

質問６　あなたが学生生活で力を入れたものはどれですか。（複数回答可）

＊28年度183名、29年度129名、30年度133名

平成28年度
（％）

平成29年度
（％）

平成30年度
（％）

令和元年度
（％）

60.1% 70.5% 75.9% 78.9％

40.4% 50.4% 58.6% 52.3％

9.3% 20.2% 14.3% 14.1％

6.0% 14.7% 16.5% 3.1％

3.8% 16.3% 6.8% 10.9％

学業

アルバイト

資格取得

クラブ・サークル活動

コンテスト参加



質問７　在学中に取得した資格は何ですか。（複数回答可）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

27 26 12 16 8 24 33

13 8 5 6 2 7 3

43 29 7 6 5 17 15

15 12 4 12 12 9 1

10 23 12 5 10 8 11

1 1 0 0 0 3 0

3 3 7 3 2 7 1

8 4 9 32 13 21 15

120 106 56 80 52 96 79

質問８　総合的に見て、本学での学生生活には満足できましたか。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

平均評点 4.14 3.92 4.20 3.99 4.05 3.47 3.59

フォーマルスペシャリスト認定ブロンズ
ライセンス

ファッション色彩能力検定

ファッションビジネス能力検定

ファッション販売能力検定

パターンメーキング技術検定

CG検定

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗﾝﾅｰ

その他

延べ合計数



2018 年度卒業生アンケート結果へのコメント 

コース名：モードクリエーションコース 
担当者：安部 智子 
 
 授業に関する項目に関しクラス全体の評価が 4 以上を得ることができて、ほ

っとしている。入学時の目標も、多くの学生が達成できたと感じ、学生生活をお

おむね良かったと評価している点は、ありがたいことである。 
しかしながら個々の数値を見ると、専門、教養双方の授業に対する評価がす

べて 1 となっている学生が 1 名いる。残念なことに、自由記述には何も書かれ

ていない。しかし、専門・教養問わず、コンピューターの授業以外は教室の環境

も含め、1 という評価であった。この点に関しては、授業評価アンケートの結果

と合わせて考えると、教員とのコミュニケーションが取れていないためではな

いかと考える。確かに、人間関係によって、付随するすべての事柄の評価が低く

なることは十分考えられるので、やはり、この点に十分な配慮が必要であり、改

善を行う必要を感じた。 
 また、「授業に出席しない・課題はやらない、そんな人が単位を取れることは、

真面目に頑張っている人に対して失礼ではないか。」と、意見を述べている学生

がいる。確かに適当にやっても、頑張っても同じように単位が取れると考えれ

ば納得いかないだろう。しかし、当然のことであるが、再履修であったり、成績

評価において歴然とした差が生じることによる不利益は、想像以上に大きいこ

とである。難しいことかもしれないが、頑張ったことによって得られることの

重要性に、ぜひ目を向けて欲しい。また、そのように不満を持つ学生に対する対

応も今後は考える必要があると感じた。 
 第 3 校舎の教室環境に関する意見がいくつか見られた。それに関しては、で

きるだけ工夫をして、夏は涼しく冬は暖かい環境を提供できるように改善した

い。 
 
 
 



2018 年度卒業生アンケート結果へのコメント 

コース名：モードクリエーションコース ①（北折クラス） 
担当者：北折 貴子 
 モードとしての服作りの技術習得はほぼ全員が目標に達成できていたことは

嬉しいが、一人だけ１の評価学生がいた。たぶん教室内で友人と 4 年次に入っ

てからかなりもめた学生がいる。そのため学校も休みがちになり勉強に身が入

らなかったと思われる。個人的な内容であったため対応が難しかった。今後色々

なケースを考え、対応についても考慮していきたい。ただしこの学生も卒業でき

ることは良かったと思う。また学校の成績が良くても就職が早く決まるわけで

なく、友人が決まっていく中で焦る気持ちから勉強に目が向かなくなる学生も

いる。教員だけでは解決できないことも多いが、より親密に相談できる体制を作

っていきたい。 
 アセスメントとして検定試験を受けさせているのは現在 2 年次からで 3 年次

は受けることを薦めた程度であるのでこの学年は外部試験をほとんど受けてい

ない。今後は変わっていくと思うが、強制しなくても自分が就職後に必要なスキ

ルは積極的に行う姿勢をつけさせたい。 
 実習室の使用時間は基本 9 時から 18 時であるが、実際は 19 時まで開けるこ

とが多かった。学生からもっと遅くまでと言われたが、午前中は授業がなくても

一人も来ず、夕方から来校してくる学生が多い。アルバイトなど朝起きる時間が

不規則になりがちだが学生という勉学第一の姿勢を持って時間管理をしてほし

い。 
 自習室や他の教室についての不満も見られたが、今後多くの学生の意見を取り

入れて改善できることから改善していきたい。自習室のアイロンはつけっぱな

しがあると危ないので置けない。教室のアイロンでさえも使用後電源を切らず

に帰る学生が多い。また使用後もごみ捨てなどほぼしていかないので自習室が

不衛生になる要因だと思われる。自分の使用したものは当然片づけをして帰る

習慣がつかない限り、この件は改善されない。 
 卒業時に入学時の目標が多少変わっても学校で学ぶ最後の環境で、勉強だけ

でなくいろいろな経験を持って満足して卒業できるように色々考えていきたい。 



2018 年度卒業生アンケート結果へのコメント 

コース名：インダストリアルパターンコース 
担当者：住野雅子 
 

今回のアンケートで教授の事を真摯に非難している件に関しては、本人から直接私の

方にも学生全員の前で発言しており、コース生全員知る事となった。その後企業に依頼

し、卒業制作当日におきた件に対しては映像で調整し、本人の動画の映像では完璧に修

正した。卒業制作ファッションショーの照明や動画に関して、全て指示を出して、総監

督のような役目をしている教授が、間違うのは、あり得ないといっているのである。そ

の件は明らかな事である。ご本人は、卒業式にも参列し、その後の卒業制作ファッショ

ンショーに関してのクレームはなくなった。まじめな学生だけに、許せなかったのだと

思う。４年において、授業の負担として、教授一人で、340 点以上の作品を一人で点検

し、モデル全員を体形解析し、ファッションショーの照明の台本の全員分を作成する。

すべて教授に任されており、その量は、一人の人間では対応できないので、デジタルを

介しており、創意工夫をしている。しかし、教授一人で行う業務としては、想像をはる

かに超えていると認識している。学生の一人の作品は、７点を作る必要があるのか。 
また、縫製の指導をしてくれないと言っている学生は本来縫製をしてはいけない期間

（つまり、提出期限が終了している時期に縫製をしているという学生）である。 
その点について、コースで 12 月に行ったアンケートで、【いつまでも縫製してもいいな

ら、なぜ、提出日があるのか】とクレームが来ている。提出期限に作品が出来た学生が

いるということである。出来ている学生を対象にするのか、出来ていない学生を対象と

するのか、その判断は、成績評価となり、出来ていない学生は、教授を責めるしかない

のだろう。インダストリアルパターンコース第 1 期生のときに、期限が守れない学生

は、プレゼンテーションで発表させた。この点は改善案として、第 2 期生は、全員ファ

ッションショー形式で出展させた。その場合、提出日を超えて縫製させなければならず、

その間全体のファッションショー企画の予定が遅れる。ファッションショーは全体で行

う事なので、一人がいつまでも縫製していると全体が遅れるのである。 
第 1 期生と第２期生を比較し、今後ファッションショー形式で行う必要があるのか見

当していきたい。パタンナーであれば展示とプレゼンテーションだけの方が社会的に自

分のパターンの研究がはかどり、またデザイナーになりたい学生がインダストリアルパ

ターンコースを間違える必要もなくなる。ファッションショーにかかる費用も膨大で、

学生の負担金としても今後検討していく必要がある。 
就職先についてもパタンナーになれない学生が多く、このアンケートの自由記述によ

って、今後の指導を再検討する良い時期になると思われる。持続可能なインダストリア

ルパターンコースを形成していく。 



2019 年度卒業生アンケート結果へのコメント 

コース名：テキスタイルデザインコース 
担当者：田口雅子 
 
□総合満足度について 
2：22.2％（2 名） 3：11.1％（1 名） 4：55.6％（5 名） 5：11.1％（1 名）  
計 9 名解答 
 
□入学時の目標・達成度について 

入学時にテキスタイルデザインコースを希望している学生は少ないため一概には言

えないが概ね満足している。 
 
□設備・環境など学生生活についての意見 

PC 関係、冷暖房について述べたものが多い。履修登録を PC でできたらいいと思う。

という意見があった。 
 
□その他 
卒業制作の展示について、コースの教室展示方法についてと全体の展示の見せ方につ

いて意見があった。ショーだけではなく作品展示をして作品の細部（ディテールなど）

を見られるようにして欲しい。学校全体の展示空間を演出して欲しいなど。教室で展示

をすることについては限られた予算と環境の中でバランスよくできていると思ってい

るので、学生との認識の差を埋めていきたい。全体については学校全体の取組としての

アイデアを出していければと思う。 
その他、OC の学スタの配置を全コースいたほうがいいと意見があった。 
 
□数値評価について 
専門科目について評価が低い学生が 1 名いたので平均値が低くなっているが、他は満

足している。就職課、図書館、自習室、談話室、大学祭についての結果にばらつきがあ

ったが、その他はばらつきがないことから購買部、コンビニの品数について評価が低い。

コースとしては大学祭をもっと充実させていきたい。 



2018 年度卒業生アンケート結果へのコメント 

コース名：ファッションプロダクトデザインコース 
担 当 者： 肉丸 美香子 
 

□専門科目としての技術習得についてほぼ全員が肯定的な意見であるが、「１」と回

答した学生が一人いた。「１」と回答した学生は、入学時の就学意欲も低く、目標も持

たず、達成度に関しても低い数値での回答である。おそらくではあるが、制作を行って

いた学生は、卒業制作（グループワーク）でもコミュニケーションが取れず、気持ちに

余裕がなく、すべての責任を他者に押し付け、相手が悪いという前提にたち、制作を行

った経緯がある。相手を受け入れる気持ちもなく、最終的には、グループから離れてい

った。しかしこのような学生に対し、研究室側では、技術職人さんの元で制作を行える

ようにこちらの方で配慮した。年々、コミュニケーションをとることができない学生が、

増えてきているように思う。グループワークでの学生を指導していくことの難しさも反

面感じている。 
 
□学生の達成度についてであるが、約 78％の学生が達成できたと回答しているが、

目標も持たず、そのまま４年間を過ごしてきた学生が、目標を持って入学してくる学生

と比べると、やはり、満足度が劣るような気がする。それを踏まえ、2 年次からコース

を選択する上で、もう一度と目標を持つことの大切さを伝えていきたいと思う。 
 
□アセスメントとしての資格試験であるが、在学中に資格を取得した学生 12 名がい

ることを改めて知らされた。 
 
□購買部でのプロダクト関連の商品の取り扱いが少ないと不満の声が上がっていた

が、共通で必要なものについてはクラス全体で、購入している。特別な資材に関しては、

現場に行ってみることも勉強になるし、現場に足を運んで欲しいと感じる。 
 
□特に不満が多かったのは、環境・設備についてである。プロダクトの教室は、４階

で、夏は暑く冬は、寒いと感じる学生がおり、特に空調管理について不満を漏らす学生

が多い。それについては、学生が感じる温度というものが、バラバラで、本人たちには、

自身で調節が効くような服装も心がけてほしい。 
 
□履修申告、情報開示など(説明会の日程や急な招集)、履修申請や成績張り出し等が

デジタルでやってほしいという意見があった。 
 



2019 年度卒業生アンケート結果へのコメント 

コース名：ファッションビジネス・マネジメントコース 
担当者：鈴木 明、鈴木 康久 
 
１． 数値の分析結果について 
 

1.元論(２つの異なる要素を前提としている考える方法）、2.弁証法(三段過程…正一反

一合)、の 2 つの思考過程を取り入れて、考察し、最終的に総合判断し、改善案として

まとめる。①(評価 1、評価 2)…満足していない・何らかの不満がある、②(評価 3)…中

立、③(評価 4、評価 5)…満足している。総合的な満足度 5 段階の価平均は、この本コ

ースに所属する学生達の本学への総合的判断で、総合的にみて、二元論では 50％…9
名が(評価 4、評価 5)…満足している、22％…4 名が(評価 3)…中立、28％…5 名が(評価

1、評価 2)…満足していない・何らかの不満がある。 
50％(9 名)の学生が本学、本コースによい評価をし、残り 28％（5 名）の学生がなん

らかの理由、不満関心、興味を示していないことがわかる。但し、今回のアンケート調

査による 2020 年度（令和元年度）のファッションビジネス・マネジメントコースの卒

業生は 27 名である。アンケート回答者が 27 名（100％）のうち 18 名（66％）である。 
 
２．数値分析を踏まえての改善方法 
 

上記を踏まえた上で今後の改善案（反省）として、担任の各先生と学生との双方によ

るコミュニケーションを高め、学生への気く配りをしながら指導してゆきたい。また授

業計画(レジェメ)の方針や、授業の流れを学生一人ひとりが理解・把握できるような授

業をしてゆきたい。※卒業者数 27 名、回答数 18 名（66％） 
 
３．授業についての意見 
 

学生の授業についての意見は、回答(案)が具体的な内容のものが 2 案あった。エクセ

ル上での番号 108、113 の学生の回答である。まず 108 の学生の回答(案)については、

今後はさらに、出席日数・課題提出の有無・提出期限等を厳格にし、コース全体として、

そういった部分に関して学生から不平・不満が出ないように努めてゆくにしたい。113
の学生の回答(案)については、今年度(2020 年度)からは、4 月の授業開始の段階から、

論文執筆をはじめ、１年間かけて、例年よりさらに完成度の高い論文を仕上げられるよ

うに指導をしてゆく方針である。 
 



2019 年度卒業生アンケート結果へのコメント 

コース名：ファッションビジネス・流通イノベーションコース 
担当者：五月女由紀子 
①学習について 
 平均値と比較して高い数字が出た点は、「専門科目の知識感性技術の習得」について

である。また「専門科目教員の授業・指導」についても比較的高く評価が出ている。こ

れはコースの方針として、実務家から直接学ぶ演習や講義を行っていること、ファッシ

ョン業界で今後伸びていくと見込まれるインターネットやテクノロジーを使ってのビ

ジネスを学ぶという機会を得たことが理由と考える。実際には、コースの目指すことが、

全ての学生の就職に直接結果が出たわけではないが、販売員であっても、SNS による

販売方法を教えるなど、おそらく未来のファッションビジネスに興味を持ってもらった

と感じている。 
 また、図書館の対応についても大変高い数字が出ている。これは卒業論文ゼミで図書

館との連携を深めたことが要因だと思われる。個々の研究テーマに沿って、図書館で教

員が良い文献を見つけると予約をするように促し、論文執筆に役立てた。今年から、図

書館に Wi-Fi が設備されたことで、自分のパソコンを持って図書館に行き勉強ができる

ようになり、自習にも活用できた。この点も大きいと思われる。 
 残念なのは、コンピューターの授業が役に立ったかという問いに対して、他のコース

よりも大変低い結果となっている。本コースでは、コンピューター知識が必要であるが、

むしろ授業内でスマートフォンビジネスを教えていたことが要因なのか、その点は今後

の課題であり、学生にも事情を聞いていきたい。 
 もう一点は、教養科目についての評価が低い点である。大学であるので、幅広い教養

が必要であるが、ビジネス系の特徴として、苦手な学生が多い。卒業単位として必要で

あるため履修はしているが、今後はその点も教養科目の教員との連携が必要だと感じて

いる。 
 また、自由記述の中でやる気のない学生に教員が甘いという意見も多く見られた。ビ

ジネス系の多くの学生が成績不良者であり、彼らの出席率を上げること、面倒をみるこ

とで、逆にせっかくのモチベーションが高く意識が高い学生の気持ちを損ない、意欲を

下げることは大変残念である。今後指導の偏りがないよう注意をしていきたい。 
②大学生活について 
 平均値より低い数値となっているのは、主に「談話室」「学食・コンビニ」の快適さ

や満足度であり、最も低かったのは「教室の環境・設備」である。本コースの学生が多

くを過ごす場所は、大学校舎（第 3 校舎）である。新しい第 2 校舎と違い、エアコン設

備が古いことから、夏は暑く冬は寒く、エアコンが一括管理のため管理課の判断で入れ

てもらうため、授業に支障があるという点は、学生から何度も苦情が出ていた。この事



は自由記述でも書かれている。さらにミシンの台数が少なく学習に支障があったことや、

教務の対応がアナログであり不便な点も指摘されている。他大学の状況を見ても、未だ

に手書きで履修をする大学は数少なく、事務局のデジタル化は早急に必要である。 
 また、友人関係や人間関係について、サークルや大学祭などの活動についても、平均

値より低い結果が出ている。これは、学生との面談をしていく中で、大学で友達ができ

ないという悩みを相談されることが大変多かった。その要因として、1 年の初年次でビ

ジネス系とモード系ときっちり分かれているため、1 年でできたクラスの数人の友達で

4 年間を過ごす学生がほとんどである事が大きい。つまり、1 年モード系クラスから単

独でビジネスコースを選択して入ったとしても、すでに友人関係ができあがっている中

に馴染めないということもある。またビジネスクラスといえども、D 組と E 組とでは

コース内で友達になろうとしない。この学年については、3 年後期までそのことが尾を

引いた。サークルもないので、友達は増えない。教員としての反省は、それを乗り越え

るコースの活動を積極的に行う必要があった。来年度から注意をして、色々なプランを

立てていきたい。 
 学生生活で一番力を入れたものが「アルバイト」という人数が一番多かったことも、

大学としての課題を感じる。この点については、アパレルで働いている学生は、授業の

理解度が高いという良い点も認められる。つまり、授業でいくらアパレル業界の仕組み

や連携などを言葉で語っても、理解ができない部分が多い。しかし、現場にいた学生は、

授業と関連づけて考えられる。とはいえ、大学の存在とは何なのか、そこはコース責任

者として今後の大きな課題である。 
また資格取得も少ない結果となっている。何も取得していない学生が半分であり、現

在必修にしているファッション販売検定も大変取得者が少ない。この結果は残念であり、

来年以降は年度初めから、授業内での検定の意味と繋がりを説明して、受験を促してい

きたいと計画している。 
③総括 
 2019 年度の卒業生に関しては、コース 2 期生であり、コース主任が途中で交代する、

2 年のゼミ担当者が翌年にコース担当から外れた経緯もあり、3 年生から主任として関

わってきた。まだコースのコンセプトや授業なども試行錯誤であったため、初めて試し

ながら修正していく状態であった。これは学生にとっては、不利益なことであったと申

し訳なく思う。しかし、一方で 3 年後期から目覚ましく学生が伸びてきたことも実感し

ている。1 年の成績不良者が自分の頭で考えて参加するようになってきたこと、また 1
年のクラスを超えてコース内で友達関係が広がっていったこと、最後には卒業論文を終

えて満足したことなど、担当者としてはそれなりの手ごたえもあった。就職はほぼ全員

が希望のところに決まっており（教員希望は除く）、就職部への評価が低かったが、自

分で模索した結果だと思っている。今回の結果は、来年度以降のコース運営において、

反省と発展の両面で、大きく役立てたいと思う。 
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