
学修経験と卒業後のキャリアに関するアンケート結果のまとめ 20200312 

学生・厚生委員会 

 

2020年 12月 17日～2021年１月 31日の期間において、2020年３月の卒業生 115名を対象に実施

した、「学修経験と卒業後のキャリアに関するアンケート」の結果について以下の通り報告する。 

 

１．回答者の内訳 

 生活学科 

現代幼児教育 

学科 
合計 

生活文化専攻 

食物栄養専攻 養護教諭 

コース 

オフィス総合 

コース 

卒業者数 15名 16名 44名 40名 115名 

送付完了者数 

（送付完了率） 

14名 

（93.3％） 

15名 

（93.8％） 

44名 

（100％） 

40名 

（100％） 

113名 

（98.3％） 

回答者数 

（回答率） 

12名 

（85.7％） 

10名 

（66.7％） 

30名 

（75.0％） 

9名 

（22.5％） 

61名 

（54.0％） 

 

２．質問項目の回答結果及び考察 

問１ あなたの短大生活は、どの程度充実していましたか。  

図１ 短大生活の充実度 

とても充実していた27名（44.3％），ある程度充実していた27名（44.3％）で，充実していたとの回

答は合わせて54名（88.5％）で約９割であった。一方，あまり充実していなかった６名（9.8％），充実

していなかった１名（1.6％）で，充実していなかったとの回答は合わせて７名（11.5％）であった。自

由記述による問１の回答理由には，24名が記述していた。「充実していた」の回答者は23，「充実して

いなかった」の回答者は１の記述があった。これらの記述は，内容を具体的に検討するために，具体的な

記述内容として34に分けた。具体的な記述内容は，類似する理由ごとにグループに分けた（表１）。24

名の記述のうち，「楽しかった」等の具体的な理由が読み取れなかった４つを除外して整理した。 

「充実していた」理由では，友人と過ごす時間が楽しく感じられていたこと，教職員との関係に恵まれ

たという，『良好な人間関係の構築』，アルバイトと勉強の両立ができたこと，学生会活動やボランティ

ア活動への参加ができたことという，『正課外活動への積極的な参加』，免許や資格の取得に向けた学び

の実感から，『免許や資格の取得』が挙げられていた。また，「充実していなかった」理由では，『友人 
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27, 44.3%
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27, 44.3%
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充実していなかった,
1, 1.6%

回答数 , ％ 



関係での躓き』が挙げられていた。 

よって，本学での２年間の短大生活を充実させるためには，『良好な人間関係の構築』，『正課外活動

への積極的な参加』，『免許や資格の取得』への支援が重要であると考えられた。また，充実していなか

った理由としても『友人関係での躓き』が挙げられており，今後も，チューター制，少人数制を生かし，

教員，学生間での『良好な人間関係の構築』への支援に力を注いでいきたい。 

表１ 短大生活が充実していた・充実していなかった理由 

 大項目 中項目 具体的な記述内容 

充
実
し
て
い
た 

○良好な人間関係の

構築 

・友人と過ごす時間 ・友達と楽しい時間が過ごせた(12) 

・教職員との関係 ・先生方に恵まれた(6) 

○正課外活動への積

極的な参加 

・アルバイトと勉強の

両立 

・専門知識について学びながら、アルバイ

トの時間も作ることが出来た(3) 

・学生会活動やボラン

ティア活動への参加 

・授業だけでなく，学校の行事やボランテ

ィア活動に参加したこと(3) 

○免許や資格の取得 ・免許や資格の取得に

向けた学び 

・学んだことが今，様々な場面で活用でき

ている(2) 

・希望した資格を取得できた(2) 

充
実
し
て
い

な
か
っ
た 

○友人関係での躓き ・友人関係での躓き ・友人関係がうまくいってなかった 

 

問２ 短大時代の授業(実習・演習を含む)は、全体として、現在どの程度役に立っていると思いますか。  

図２ 短大時代の授業全体の役立ち度 

とても役立っている14名（23.3％），ある程度役立っている34名（56.7％）で，役立っているとの回

答は合わせて48名（80.0％）で８割であった。一方，あまり役立っていない９名（15.0％），役立って

いない３名（5.0％）で，役立っていないとの回答は合わせて12名（20.0％）であった。自由記述による

問２の回答理由には，20名が記述していた。短大時代の授業が現在役立っている・役立っていないのそれ

ぞれの理由について，学科・専攻・コースに分けて示す（表２）。 

どの学科・専攻・コースにおいても，短大の２年間の専門の学びと違った就職を選択している場合，役

立っていないと回答し，免許や資格を取得し，それを生かして働いている者は全て，現在のキャリアにお

いて役立っていると回答していた。これにより，短大での学びと免許や資格の取得，それを生かした就職

の支援に繋がりを持たせられるようにしたい。しかし，２年間，自身と向き合う中で別の道を選択するこ

とも十分にあり得ることから，個に応じた就職先の支援を充実させていきたい。 
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表２ 短大時代の授業が現在役立っている・役立っていない理由（概要） 

学科・専攻・コース 具体的な記述内容（○役立っている，●役立っていない） 

生
活
学
科 

生
活
文
化
専
攻 

養護教諭 

コース(7) 

○養護教諭として必要な、応急処置、生徒との関わり方など普段の仕事

にとても役に立っている。(6) 

○養護教諭での就職ではないが、薬理の知識が役立った。 

オフィス総合 

コース(1) 

●現在の仕事には，授業で勉強した内容がほとんど必要ないから。 

食物栄養専攻(6) 

○現場で働くために，基礎的な知識が備わった。(4) 

●栄養士での就職でないため。 

●調理仕事であるため、授業で学んだことは活かせていない。 

現代幼児教育学科(4) ○短大で学んだからこそ、自信を持って取り組むことができている。(3) 

●学んだ分野ではない職場で働いているため。 

 

問３-１ 短大時代に講義や実習・演習などの授業で学んだことや、授業以外での経験は、それぞれ現在

どの程度役立っていると思いますか。 

 
図３ 授業や授業以外での経験の役立っていること 



とても役立っている，ある程度役立っているを合わせて 50％を超えていない項目は，外国語の科目，課

外講座（公務員講座，資格サポート勉強会），海外留学・短期海外研修，ボランティア・社会貢献活動，

クラブ・サークル活動の５つであった。外国語の科目以外は，正課外の活動であるとともに，該当しな

い・経験していないの回答が８割以上となっていることも確認できた。これまでも，正課外活動が活発に

行われてきていないことは，短大の課題とされてきていたが，今回の結果により再確認されたものといえ

る。 

課外講座（公務員講座，資格サポート勉強会）については，それぞれの学科・専攻・コースにおいて取

り組まれているものの，参加者が回を重ねるごとに減少していく現状がある。また，ボランティア・社会

貢献活動，クラブ・サークル活動については，学生会を中心に取組がなされてきているが，今後は規模を

拡大し多くの学生が参加できるようにさらなる充実を図ることが必要であるだろう。そして，これらの活

動を活発にしていくために，学生会活動の支援としてボランティアに関して整備・強化をしたい。海外留

学・短期海外研修については，短大のカリキュラム上と金銭面での余裕が必要となるため，強く進めるこ

とは難しい面もあると考える。 

 

問３-２ また、後輩に対して、短大時代に経験しておくようにすすめたいことは何ですか。 

 
図４ 後輩にすすめたいこと 



問３－１とよく似た回答結果であった。強くすすめる，ある程度すすめるを合わせて 50％を超えていな

い項目は，海外留学・短期海外研修，クラブ・サークル活動の２つであった。50％は超えているが，外国

語の科目，課外講座（公務員講座，資格サポート勉強会），ボランティア・社会貢献活動についても，他

の項目に比べると高くはなかった。問３－１では，課外講座（公務員講座，資格サポート勉強会），ボラ

ンティア・社会貢献活動は，該当しない・経験していないの回答が多いが，問３－２では強くすすめる・

ある程度すすめるの回答が増えている。このことから，「積極的に取り組んでおくと良かった」という思

いが見えてくるように思う。先にも述べたが，今後は，魅力のある課外講座（公務員講座，資格サポート

勉強会）の開催と，学生会活動の活性化によるボランティア・社会貢献活動の充実を課題として取り組ん

でいきたい。 

 

問４ 在学中にもっと高めておけばよかったと思う力や、身につけておきたかった力は何ですか。（複数

回答可） 

 
図５ 在学中に身につけておきたかった力 
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19．その他

18．資格の取得

17．コミュニケーション能力

16．社会人としてのマナー

15．リーダーシップ

14．ディベート能力（議論する力）

13．プレゼンテーション能力

12．必要な情報を得る力

11．文章作成能力

10．パソコンを使う力

９．他者を理解する力

８．課題を解決する力

７．課題を発見する力

６．最後までやりとげる力

５．他者に働きかける力

４．主体的に動く力

３．英語等の語学力

２．専門的知識

１．一般的な教養



 在学中にもっと高めておけばよかったと思う力や、身につけておきたかった力として，１番多かったの

は，専門的知識(29)，２番目にパソコンを使う力(26)，３番目にコミュニケーション能力(25)，４番目に

社会人としてのマナー(22)，５番目に一般的な教養(21)，６番目に文章作成能力(20)と続いた。これら

は，基礎ゼミだけでなく多くの授業の中で取り組まれているが，社会人としてのマナーについては，ビジ

ネス系の科目としてオフィス総合コースが学んでいる。 

また，18．資格の取得，19．その他の回答に対し，４名の具体的な記述があった。その内容は，「簿記

３級」，「資格は多く持っていれば持っているほど、自分の強みになる」，「一般食からペースト食まで

知っておくとよい」，「電話対応と来客の案内，お茶出しなどのビジネス実務は，おそらくどこで勤める

ことになっても必要だと思う」であり，授業の中で繰り返し学びたかったという記載もあった。 

 

問５ 在学中の以下のことに対する短大の満足度について、それぞれ〇をつけてください。   

 

図６ 在学中の短大の満足度 

 不満が半数を超える項目はなかったが，図書館（本館・分館含む），保健室・学生相談室，留学など，

国際交流で「利用しなかった」の回答が際立った。図書館（本館・分館含む）については，授業での活用

の機会を増やすことが可能であると考える。また，これを通して学生個人の積極的な利用を促す機会にし

ていくことも可能だろう。保健室・学生相談室については，特に必要が無ければ積極的に利用しなければ

ならない訳ではないが，いつでも誰でも利用できること，保健室・学生相談室の役割などの広報を行うこ

とも大切であると考える。また，留学など，国際交流について，留学は難しくとも，国際交流への参加は 



難しくはないのではないかとすると，イベントの開催のあり方や魅力ある発信などの工夫により，学生の

参加を増やす取り組みを期待したい。 

また，以下に，21名から得られた回答結果に関わる具体的な記述を項目ごとに分けて示す。 

【教員のサポート】 

・チューター制であり、先生との距離が近く、多くのことを質問・相談できた。(5) 

・不安や困り感、わからないことをすぐ聞ける環境はとても大切だし、なにより自分の夢に向かって一

生懸命親身になって相談に乗ってくれたことが大きかった。(5) 

・授業以外でも、研究室に行くと様々な勉強を教えて頂けて良かった。 

・講義の先生方、キャリアセンターの先生方、事務局の方々とは話し易かった。 

【カリキュラムの内容】 

・秘書の授業やパソコンを使った授業が本当に役立った。 

・ゆとりを持って授業に参加することができた。また、実習のときなどには友人と助け合いやり遂げる

ことができた。 

・２年間で集中して学べたので充実していたと思う。 

【キャンパスの雰囲気】 

・施設が綺麗で過ごしやすかったけど、駅から遠かった。 

・休み時間には友達とのんびり出来る環境が整っていた。 

【キャリアサポート（就職支援）】 

 ・講義の先生方、キャリアセンターの先生方、事務局の方々とは話し易かった。（再掲） 

【事務局のサービス】 

・講義の先生方、キャリアセンターの先生方、事務局の方々とは話し易かった。（再掲） 

【その他】 

・友人関係で学んだものはとても有意義なものであった。(4) 

・卒業後、この学校にしてよかったと思えた。(2) 

・移動販売があった。 

 

問６ 卒業後の生活についてお伺いします。いま、あなたの生活は、どの程度充実していますか。  

図７ 卒業後の生活の充実度 

 とても充実している14名（23.0％），ある程度充実している33名（54.1％）で，充実しているとの回

答は合わせて47名（77.0％）で約８割であった。一方，あまり充実していない10名（16.4％），充実し

ていない４名（6.6％）で，充実していなかったとの回答は合わせて14名（23.0％）であった。自由記述

による問６の回答理由には，17名が記述していた。「充実している」の回答者は14，「充実していな
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い」の回答者は３の記述があった。これらの記述は，内容を具体的に検討するために，具体的な記述内容

として18に分けた。具体的な記述内容は，類似する理由ごとにグループに分けた（表３）。 

「充実している」理由では，憧れの職種で働くことができている，やりがいを感じているという，『希

望の仕事に就いて頑張っている』，職場環境に恵まれたと感じるという，『職場環境に慣れてきた』が挙

げられていた。また，「充実していない」理由では，職場環境による不安を感じている，コロナ禍におけ

るストレスを感じているという，『不安・ストレスを感じている』挙げられていた。 

よって，卒業後の生活を充実させるためには，『希望の仕事に就いて頑張っている』，『職場環境に慣

れてきた』が重要であると考えられる。また，充実していない理由として，『不安・ストレスを感じてい

る』が挙げられている。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による例年と違った環境において，不安や

ストレスへの対処ができず，充実感につながっていない場合もあることが確認できた。なかでも，充実し

ている者は，希望の仕事に就いていることが大きい。今後も，就職支援においてこの点を重視して指導し

ていくことが望まれる。 

表３ 卒業後の生活が充実している・充実していない理由 

 大項目 中項目 具体的な記述例 

充
実
し
て
い
る 

○希望の仕事に就い

て頑張っている 

・憧れの職種で働くこ

とができている 

・希望の職種で働くことができている (6) 

・やりがいを感じてい 

る 

・大変だが，やりがいをもって生活してい

る(2) 

○職場環境に慣れて

きた 

・職場環境に恵まれた

と感じる 

・少しずつ職場にも慣れ、先輩たちを見な

がら楽しく仕事をしている(6)  

充
実
し
て
い
な
い 

○不安・ストレスを

感じている 

・職場環境による不安

を感じている 

・仕事が合わなくて辞めた 

・家に帰っても仕事のことで頭いっぱいに

なる 

・コロナ禍におけるス

トレスを感じている 

・コロナで誰とも会えないし、遊ぶことも

できない。(2) 

 

問７ 卒業後、本学の教職員やクラスメイト（同期生）と連絡をとっていますか。（複数回答可） 

図８ 卒業後の連絡の状況 

 教職員と連絡をとっている者は，２名（3.3％），クラスメイトと連絡をとっている者は，43名

（70.5％），教職員・クラスメイトと連絡をとっている者は，８名（13.1％），どちらとも連絡をとって

いない者は，８名（13.1％）であり，短大時代に築いた人間関係を継続している者が 53名（86.9％）あ

った。また，どちらとも連絡をとっていないと回答した理由として、「連絡することが無い」，「関わっ 
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クラスメイトと連絡をとっている, 
43, 70.5%

教職員・クラスメイトと連絡をとっている, 
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回答数 , ％ 



ていないから」，「仕事で落ち込むことが多いのでメンタルが弱り、LINEなどで人と話すことは以前より

だいぶ減りました。なので、就職先が決まらないまま卒業した友達が今何をやっているのかさえわかりま

せん。」の回答があった。 

 

問８ あなたの現在の勤務先の業種および職種は次の中のどれに当てはまりますか。 

表４ 現在の勤務先の業種および職種 

勤務先の業種 回答数59 勤務先での職種 回答数58 

① 農業・林業・水産・鉱業 

② 建設業 

③ 製造業 

④ 卸売・小売業 

⑤ 金融・保険業 

⑥ 不動産業 

⑦ 運輸・倉庫業 

⑧ マスコミ業 

⑨ 情報通信・ソフトウェアサービス 

⑩ 飲食店・観光業・娯楽 

⑪ その他のサービス業 

⑫ 医療・福祉関連業 

⑬ 公益業・非営利団体 

⑭ 教育 

⑮ 公務員 

⑯ 派遣・契約社員 

⑰ アルバイト、パートタイマーなど 

⑱ 大学院生 

⑲ 専門学校などの学生 

⑳ 就業・就学していない 

 

３（5.1％） 

５（8.5％） 

２（3.4％） 

 

 

 

 

 

９（15.3％） 

３（5.1％） 

15（25.4％） 

 

12（20.3％） 

１（1.7％） 

１（1.7％） 

３（5.1％） 

 

 

５（8.5％） 

① 養護教諭 

② 児童相談員 

③ 栄養士 

④ 栄養教諭 

⑤ 保育士（保育教諭） 

⑥ 幼稚園教諭 

⑦ 総合職（営業・事務） 

⑧ 一般職（事務） 

⑨ 医療事務 

⑩ 歯科助手 

⑪ 営業・販売 

⑫ 介護職 

⑬ 自営業(オーナーなど) 

⑭ その他 

 ・小売業コンビニ 

 ・実習補助員 

 ・エステティシャン 

 ・専業主婦 

 ・給食調理(2) 

 ・国家公務員 

６（10.3％） 

１（1.7％） 

17（29.3％） 

 

６（10.3％） 

 

１（1.7％） 

５（8.6％） 

 

２（3.4％） 

８（13.8％） 

２（3.4％） 

１（1.7％） 

９（15.5％） 

 

問９ 卒業生として、今後の愛知みずほ短期大学に期待すること、ご意見・ご要望など 

【環境整備に関わって】 

 ・２号館にロッカーを配置してあげてほしい。 

 ・もう少しラウンジなどの自由スペースが多いといいと思う。 

【教員やクラスメイト等と会う機会に関わって】 

・学校での生活が糧となって大変な今でも前向きに頑張れています。気軽に会えない状況ですが、会え

たらと思っています。 

 ・またいつか、先生方とも会えたらいいと思う。 

・卒業式がなかった分、コロナが収まったらみんなと会える機会が欲しい 

・卒業式ができなかったのが本当に心残りです。みんなと会えないまま、お世話になった先生方ともお

話もできないまま離れ離れになってしまったのが悲しいです。コロナが収まったら同窓会などコース

の子と集まる機会があったら嬉しいです！！！ 



【就職支援に関わって】 

・就職についての説明や支援をもう少し早い時期から始めてほしかった 

【近況報告・メッセージなど】 

・キャリアでたくさん面接練習させていただいてその時にすごくいいアドバイスを貰って、最終面接で

ばしっと決めれて入社する事が出来ました。本当にありがとうございました。 

・卒業してから大学で学んだことを様々な場面で活かすことができてると思います。チューターの先生

方には色々とご指導を頂き、とても感謝しています。 

 ・短期大学の先生方はとても話しやすく相談なのもしやすいので学生に寄り添った先生方でいてほしい

です。 

・先生と生徒の距離が近く、安心出来る場所でもあったので、これからも安心出来る短大であって欲し

いと思います。 

・渡辺先生、矢野先生、伊藤先生！ なかなか、コロナが終息しなくてみずほに遊びに行くことができ

ていませんが、コロナが落ち着いたら遊びに行きます♩これからも頑張りますので、卒業後もよろし

くお願いします!  

・平日休みの日、顔だします！！ 

・二年間ありがとうございました！頑張ります！ 

・沢山迷惑かけましたが、先生と仲良くなれてよかったです。 

・先生方コロナ落ち着いたら学校にまた挨拶しに行くので私の事忘れないでくださいね！？！？ 特に

オフィス総合コースでお世話になった先生方！！！ 新型コロナウイルスが昨年よりも猛威を降るっ

ているのでお体に気をつけて！早く会えることを願ってます 

・今わたしは、12月にオープンした新規店舗の店長としてお仕事しています。 惣菜販売をメインに、

他業種への営業、新メニューの考案、レシピ作成、食品成分表示・原材料表示等の内容作成、既存店

舗の人材管理、経理関係などなど、このご時世ですがありがたいことに忙しい日々を過ごしておりま

す。 オープン前にご相談した厨房内のレイアウトですが、無事に飲食店営業許可と惣菜加工営業許

可の2種でとることができました。本当にありがとうございました！！ また時間が出来たら顔出し

に行きますね。 コロナに負けず頑張っていきましょう！！ わたしもまだまだこれから頑張っていき

ます！！ 

・転職することにしました｡ 

 

３．今後の取組に関わって 

本アンケート調査の結果及び考察から，今後は，以下について強化，改善に取り組んでいきたい。 

○チューター制，少人数制を生かした，良好な人間関係づくり 

○各種免許や資格等の取得支援の強化 

○魅力のある課外講座（公務員講座，資格サポート勉強会）の開催 

○学生会活動の活性化によるボランティア・社会貢献活動の充実 

○社会人マナー等に関する内容を学ぶ機会の設定 

○学生の希望する仕事への就職支援，短大での学びを生かした就職支援の強化 

 


