2019 年度
松本⼤学松商短期⼤学部
卒業時アンケート
調査結果

2020 年 9 ⽉ 23 ⽇

松本⼤学松商短期⼤学部 内部質保証室

【調査の概要】
対象：213 名（2020 年 3 ⽉卒業予定者）
調査⽅法：質問指標による WEB 回答
調査期間：2020 年 1 ⽉ 28 ⽇〜2020 年 1 ⽉ 30 ⽇
回答数：195 名
回収率：91.5％
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質問１． あなたの所属についてご記入ください。
商学科
女

男
卒業予定者数
回収数
回収率

13
13
100.0%

93
86
92.5%

計
106
99
93.4%

経営情報学科
女
23
84
21
75
91.3%
89.3%

男

計
107
96
89.7%

合計
213
195
91.5%

質問２． 授業全般を通して、良かったこと、悪かったこと、感じたことを何でも自由に書いてください。
商学科
簿記やパソコンなどの事務系の授業は、課題や普段の生活の中でも活用できてよかった。就職活動をする中では、キャリア教育がすごく役に立った。
勉強しやすい環境だった
内容がわかりやすくてよかった。
暖房やクーラーがあって快適でした。
暖房がききすぎて温度差が辛かった。モニターにもスクリーンの内容が表示されていて見やすかった。全体的にわかりやすい授業だった。
沢山の授業があり、選べたので良かった
多くの視点から物事を見れるようになった
想像以上に身になる講義ばっかりだった
専門的な知識を身に付けられて良かったです。ただ、それを仕事へつなげられるような授業があったらより良かったかなと思います。
専門的な知識が身についた体育が少なくて、体を動かす機会が少なくて残念だった
専門的な事が学べるとこがいいと思った
先生達がみんな良い人だった。
先生によって授業体系は様々だが、どの授業もよくて、幅広い知識をつけられた。
先生たちがとても熱心に講義を進めてくれたのでとても学習がしやすかったです。
先生が質問に答えてくれた
先生がただ話しているだけだと眠くなる。
図書館司書の勉強ができて良かったです。英語の勉強をもっとすれば良かったです。
図書館司書の授業を多くとっていたので、それに対する専門知識は身に付いたのではないかと思います。語学の授業が1年の時や前期などにまとまって
いたことで、忘れてしまっている事も多いです。
新しいことを学べた。
心理学、英語、手話などにも触れることができたことがよかった。
色々な資格を受験できるし、受験しなかったとしてもスキルが身につけられるのは良かった。
色んな企業のことがしれて参考になりました。悪かったことは特にありません。
情報系の授業が沢山受けられたため、パソコンの操作能力を高めることができたので、よかったです。私語が多い授業があったのが、悪い点だと思うの
で、もう少し授業を受ける態度を改めるべきだと思いました。キャリアの授業が手厚く、就職活動にとても役に立ちました。
商業だけではなく様々な分野を幅広く勉強することができた。
出席について時間を有して注意するのはしっかり来ている大学生にとっては無駄な時間だった。最初に説明するだけで良いよと思う。
就職してとても為になる授業でした。
授業中に喋っていてうるさい1人がいるとき、注意してもやめない場合は処罰の対象にしてほしい。スマホをいじったり寝ているのは自己責任で済むけれ
ど、私語は他の人に迷惑がかかるため、真面目に勉強している人の邪魔になるため、早急に体温してほしい。English2の授業がEnglish1より簡単で、あ
まり意味がなかった。
授業のことだけでなく、進路の相談まで乗って下さってとても助かった。
授業によって成績の評価基準がバラバラすぎて混乱する時があった。
授業によっては黒板の持が汚く見えなかったりよく聞こえないものがあった
取りたい授業が被ると、取れないのが少し悲しかった
社会人マナーなど学べて良かった。
社会に出て役に立ちそうな授業が結構あったこと
自分の興味のある分野や学びたかった語学など、楽しく学ぶことができてとても良かったです。
自分のためになる授業ばかりでした
自分に合った教科を履修することが出来たので無駄なく学習出来ました。
自分が取った授業は楽しかったです。
資格取得に基づいた科目がいくつかあって良かった。
資格が取れるものはよかった。
資格がたくさん取れた。四学期制でたくさんの授業が取れたのでよかった。
私語が多い授業が時々あったので、そうではない授業と比較すると集中しづらいことがありました。
四学期制で集中して資格取得ができたり、勉強ができたことはよかった。しかし、目的が資格取得になってしまい、取得後は満足して継続ができなかった
ためそのときだけの定着になってしまっていると思う。
高校の頃よりも専門性の高い講義がたくさんあり、とても知識が増えたと思う。先生も知識や経験な方が豊富で、非常にいい先生たちだったと思う。しか
し、16フィールドの中から自由に選択できると言われた割には、取りたい講義が何回も被っていたことがあり、そこは少し残念だった。
講義の雰囲気が凄く良かった。話すときは話す。黙るときは黙る、ができていた。
講義によってはあまりにもうるさいなと思う時がありましたが、講義を通して友達も増えたのがよかったです。
講義が分かりやすかった。
好きな授業を好きなだけ受講できるのはいいと思いました。
語学は話せないが少し理解できるようになった
個人的なことを言うと、グループで話し合って発表するというのが苦手であったため、少しだけ配慮していただけるとありがたかったです。
言葉の使い方や、マナーがきちんと学べて良かった
検定対策をしっかりしてくれたので、独学を行わなくても検定合格できたところが良かったです。講義によっては講義中に動画を普通に見ていたり先生の
話を聞かずに話をしていたりなどとても態度の悪い生徒もいたので、同じ空間にいて少し気分が悪くなった時もありました。
苦手科目を克服しようと頑張れた。検定など積極的に取り組んでいけばよかった。
教室が静かだった。
学べるカリキュラムが多い
学びたいことを学べる
何をやるのか明確な目的のないまま15回の授業をやるのがあった。
遠くから来ていることもあり、急な連絡は対処しきれないところがあった。
医療事務系の資格を沢山取れた
医療事務の先生が分からない所を優しく丁寧に教えてくれてすごくうれしかったし試験も合格する事が出来ました。
もっとビジネスマナーを学びたかった。基本的な社会に出てのこと
マナーなどの大切さが改めて分かった。
マーケティングの授業は非常に面白かった
マーケティングの授業がとても工夫がされていて楽しく受講出来ました。簿記もわからない所を聞いたら先生方が親切に教えてくださってよかったです。
マーケティングではメモ力がついたのでよかったと思う
ビジネスマナーは凄く役に立つと思った。
パソコン能力が上がったと思う
パソコン技能を勉強できた事
パソコンの授業は学べて良かったと感じます。今まではあまりパソコンが使えませんでしたが、勉強したおかげで早く打てるようにもなりました。また、英
語の授業でも、外国の人たちとスカイプで話したり、動画交換したり、普段できないこともこの授業を通して経験できて楽しかったです。
パソコンの基礎知識を身につけられた。今まで全く知らなかった会社の企業努力や会社について学び知ることが出来た。
心理で様々な人がいて、みんな違うということを改めて学ぶことができたこと。
どの授業も分かりやすく教えてもらえて学ぶことが多くて勉強になりました。

2

【2019年度 松本大学松商短期大学部 卒業時アンケート】

どの授業も基本的に先生がなんでも教えてくれる
どの講義でも、メモ力がついた
とても分かりやすく教えていただきました。
コミニュケーションを取り合うことができる授業が個人的に多かったように感じました。なので楽しかったです。
エクセルやワードは撮ってよかったとおもった。
あまり自己発言出来るものがなく、ただインプットするだけでアウトプットできなきったので、退屈でした。
PCについての授業はやくにたった
Excel、Wordで自分だけではやり方とかも分からなかったから教えてもらえてよかった。暑かったり寒かったり、極端なのがちょっと悪かった。
1年生の時の工業簿記の講義を取っていてよかったなと思っています。
1年のうちにたくさん取っておかないと2年生になってたくさん授業受けなきゃいけないので大変でした。
経営情報学科
話しているだけ講義だと、内容が入ってきづらいので図をだしたりした方がいいと思った
留年生への対応も良いものだった
様々な科目を履修できて、資格も取得できたことがよかった。取りたい科目が被ってしまう事が何度かあり、諦めなくてはいけなかったのが、残念にだった。
簿記の経験がなく不安でしたが授業や先生からの資料を元に資格取得できました。多種多様な授業のおかげで自分の知識を増やすことができました。
簿記の授業が席が自由で、友達と相談しながらできたのは効率が良かったと思います。
簿記の資格を取れてよかった
分かりやすかった。
必修は真面目に受ければよかった
誰も役に立つものでよかった
全て今後のためになる充実した授業内容で、意欲的に学ぶことができた。
先生たちのお話はとても面白かった。出欠席をとったあとに授業の途中で抜け出す生徒がいたのでその人たちに注意をして欲しかった。
先生がずっと話しているだけや問題も解かずにいる授業はどうなのかなと思いました。
情報処理の授業を受けたことがとても成長に繋がった。
情報処理の授業で知識がとても増えタイピング力がついたのでよかったです。
就職活動の中で役に立った。
キャリアクリエイトで毎回企業の紹介があり、また、就活生（学生）の就活への不安を毎回まとめ、アドバイスや励ましをしているのがとても良かった。
就活の内容について助かりました
就活のための授業が良かった
周りがうるさい時が多々あった
授業で学んだことを課題としてレポートでまとめて提出するのはもう1度復習が出来るので良い事だと思った。
手話や異文化など幅広い内容を勉強できてよかった。話だけをする授業はあまり身になっていないと感じたので、工夫が必要だと感じた。
手話の授業は興味があったし、知らない世界を知れたので本当によかった
社会人になるという自覚が持てるようになった。
社会に出る上での知識が身についた
自由席の授業は良かったけどうるさい人もいた
自分が付けたい能力をつけることができた
自分が知らなかったことを学べたし、講義を受けることでメモ力が鍛えられたかなと思います。
資料があってわかりやすかった。社会人になって必要なことを知ることができました。
資格取得に向けた講義はとても良かったです。自分のスキルに合わせてパソコンの授業を受けられるので目標を決めてできたことが良かったです。
私語が多い
細かい講義名は忘れてしまいましたが、様々な視野を経験することが出来て考え方が大きく変わった。
最高だった。
高校の時より知識や技術を身につけることが出来た。
講義の中で、大事だと思ったポイントなど、自分で考えメモをしてくので、考える力とメモ力などはついた
後ろの席だった時に、黒板やレジュメが見にくい授業があった。
検定対策が十分に出来ていた
検定を取得できること
検定に向けての授業やレポート作成のある授業の方が真剣に取り組めた。聞いていないとわからなくなってしまうので自然と理解力も上がった。なんの
ための授業なのかよく分からないものもあった。
検定が取得できる
興味を持って授業に取り組めた。学校の一部のパソコンにしか入っていないソフトを講義で使っていたので、課題をやりたい時もその教室が埋まってし
まっていてなかなか出来なかったりしたことがあるのが残念だった。
教室が暑かったり寒かったりすることがあった。
教員の教え方よって理解度が左右された
気温もあたたかく集中して授業を受けられてよかったです。
楽しく出来ました。
各講義を通して、情報処理能力やコミュ力など様々な能力の向上が出来たと思うので良かった。
外国語の授業が良かった
絵本の世界の科目では自己表現ができ、グループで話し合うことが多く、コミュニケーション力がついたと思う。楽しい授業だった。
課題がペーパー提出なのが少し大変ですがそれ以外は特にありません
わからないところを先生に聞きやすい環境だったのでよかったです。
レポートがある授業は身につきやすいので良いと思った。
よくもなく悪くもなかった
マナー講座がこれからに役立つためいいと思った。
マーケティングや、心理学、秘書検定の授業は色々な所で役立っているので授業を受けて良かったと感じています。
マーケティングの授業でメモ力がついた。
マーケティングの授業がとても、ためになりました！
マーケティングの講義で学んだことは会社で役立つが、図書館司書の講義は資格だけを採るためだけじゃなくて公務員試験の勉強もさせるべきだと思
う。司書になりたくて講義を受けているのに講師が言っていることはネガティブな社会的ことばかりなのでもっとやる気のでる講義をして欲しかった。
ハングル講座で先生もすごく分かりやすく楽しく講義をしてくれたので、受講して良かったと感じてます。
ハングル語を学べた事がすごく良かった。
パソコン系の授業で、メインモニターが1人1台あるのがとても良かったです。少人数のため、疑問点などにすぐ先生方が丁寧に教えて下さり、初めて学
ぶ分野でもしっかりと理解することが出来ました。
パソコンや簿記などの資格取得につながるような講義
パソコンの授業は全くわからない状態から、出来るようになったことが多かったのでよかった。
パソコンの技術をレベルアップするために入ったので、ワード、エクセルなどの授業を通して、様々な使い方を学べて良かったです。マーケティングや、金
融の基礎などの、メモを取る授業も、就活で活かせられたなと思います。
どの授業もやりがいをもってできた。
テストをしっかり受かる事課題のクリアがしっかりできた。受かることではなくより上の成績を取ろうとする向上心はなかった。
ていねいに教えてくれた
さまざまな専門知識を身につけることができた
コンピテンシーの育成を常に意識し、またこちらに意識させるような授業は、今後の社会活動の中でも使える「能力」を養っている感覚があって意義のあ
るものだと思った。
コミュニケーションをとりながら、学ぶのはとても楽しかった
キャリアクリエイトの講義は就職するのに、とても役に立つことばかりだったので良かったと思いました。
ExcelとWordが楽しかった
興味ある授業が多く2年間楽しんで学ぶことが出来ました。講義中の私語やキャリアなど必修授業で途中から入ってくる人が多いのが気になりました。
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質問3．選択必修科目での出席レポートは、学生としてのあなたの能力を伸ばす役に立ちましたか。
商学科
女

男
①たいへん役に立った
②役に立った
③あまり役に立たなかった
④全く役に立たなかった

全体
6%

4
7
2
0

0%
23%

計
13
67
6
0

商学科

男
17
74
8
0

経営情報学科
0%
4%

0%

8% 17%

28%

合計

計
27
65
4
0

44
139
12
0

①たいへん役に立った
②役に立った
③あまり役に立たなかった
④全く役に立たなかった

68%

75%

71%

経営情報学科
女
4
23
15
50
2
2
0
0

質問４． 1年次前期の「基礎ゼミナール」で学んだ、ノートの取り方、レポートの書き方等の初年次教育は、短大のその他の授業を学ぶときに
役立ちましたか。
商学科
女

男
①たいへん役にたった
②役に立った
③あまり役に立たなかった
④全く役に立たなかった

全体
2%
19%
24%

5
7
1
0

商学科
2% 13%

計
8
50
26
2

男
13
57
27
2

経営情報学科
女
6
18
11
39
4
16
0
2

経営情報学科
2%

58%

55%

4

52%

24
50
20
2

37
107
47
4

①たいへん役にたった
②役に立った

25%

21%

27%

合計

計

③あまり役に立たなかっ
た
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質問5． 所有しているノートパソコンは学習に利用しましたか。
商学科
女

男
①毎日使った
②ときどき使った
③あまり使わなかった
④全く使わなかった

3%

2
8
3
0

全体

7%

13%

1%

商学科
6%

計
4
68
13
1

男
6
76
16
1

経営情報学科
女
2
5
13
62
2
8
4
0

経営情報学科

11%

4%

7%

16%

合計

計
7
75
10
4

13
151
26
5

①毎日使った
②ときどき使った
③あまり使わなかった
④全く使わなかった

77%

【理由等】
商学科
①の理由

77%

78%

Excelなどの課題
レポートの作成や検定の対策の為に使いました。
レポート作成
学内でレポートを作成するひまがなく、自宅でいつも作成していたから。

②の理由

レポート作成（他４０名）
課題の時だけ（他６名）
卒論（他６名）
Excelやレポートの課題があったから
ゼミで使うことが多かったから
パソコンで作成するレポートが多かったが、教科によって毎日使うかさまざまだった。ただ、卒業論文は毎日開いた。
パソコンの試験を受けるにあたってたくさん練習できたしすごく助かりました。
パソコンよりも書くことの方が多い教科が多かったから。
パソコンを使う学習がそんなになかったため
の講義なのでインターネットを用いた課題が出されることがあったため。
家でもできて便利でじた
学校にパソコンがあったから主にそれを使っていた。
学校のパソコンでもできることだった。
主にレポートに使った
主にレポート作成に利用しました。WordやExcelの検定前の学習にも利用しました。
主に学校のパソコンを使っていたから。
授業だけではなく学友会の仕事にも活用できた。
授業で課題など出た時に使った。
授業のレポートを作る時に活用しました。
授業の予習復習
授業やレポート作成に使用した。
初期不良が起きていて、1年生の頃は修理に出す時間もなかったのでデータが消えるのが怖くてあまり使わなかった。
卒論とか授業で提出する課題をやった時。
卒論作成、レポート作成、学校からのメールを受け取ったり、インターネットをつかうとき、就職など色々な場所で活躍した。買ってよかったと思います。
調べる課題も出たことがあったので、わからないことは調べるために使いました。

③の理由

スマートフォンを使った
ノートパソコンが重く学校に持ってくるのが大変だったから。
レポートしか使わなかった。それも一回だけ。金の無駄だった。返してほしい
レポート作成にしか使わなかったから。
レポート作成の時しか使わなかった
レポート作成以外はスマートフォンで十分だだったため
課題でしか使わなかったから
学校にパソコンがあるから
学校のパソコンで間に合ったから
学校のパソコンをよく利用した。
学校のものを主に使っていたから。
使う時がなかった。
使わない授業の方が多かったため。
買わなくても学校のパソコンで充分だと思いました。学校でしか使えないソフトなどもあったので、、。

④の理由

入学年度が違うのでノートパソコンは借りてません
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経営情報学科
①の理由
とくに1年生の頃はタイピングの練習などをよくした。
レポートのまとめや、卒業研究の調べ物などで使用しました。
レポート作成に使ったから。
レポート作成やテスト勉強に使えた。
家に帰ってから、WordやExcelの復習によく使用しました。またレポート作成やOPEN ESの作成の際にも重宝しました。
課題や検定の練習のため。
②の理由

課題の作成（他７名）
レポート作成時（他４0名）
卒論制作（他２名）
wordとかで利用するだけ
Wordなどのソフトを利用したレポートの作成。
あまりパソコンを使う授業がなかった
エクセルとかにつかった
ゼミの時間に必要だった
そこまで使う機会がなかった
ノートパソコンより学校のパソコンの方がキーボードが使いやすいから
パソコンでやる課題が後期になるにつれ少しずつ減ったが、レポート作成には活用しました。空きコマの時間にレポート作成を行う時はパソコン室を利用
したので回数的にはあまり多くないです。
パソコンを使い調べることが多かった。
ほとんどがレポート作成でしたが、卒論作成などでもかなり使う機会がありました。
マーケティングや、卒論など
検定対策等で使った。就職活動の時は、Office365を毎日のように使っていた。
レポートや就活や卒論で使ったから
Excelの課題などで役に立った。
課題がないと使わない
学校で済ませることが多かった。
学校のパソコンは起動が遅く、途中でフリーズする可能性があったため、印刷のみ学校でやっていたから。
学校のをほぼ使ってたから
講義によっては毎週レポートが出されるのでほぼ毎週使っていた
使うけど、かさばるから家でしか使っていない
授業と授業の合間に学校のパソコンでレポートをやることが多かったから。
調べ物をしたり、レポートで使ったから。
必要だったから。
毎日ではないけど授業で出た課題をやるためにパソコンは必要だったのでかなり使ったと思います。
毎日ではなく、主にレポートの課題がある時に使用していました。

③の理由

スマートフォンだけでなんでもできてしまうから。
レポート提出の講義があまりなかったため。レポート作成以外ではノートパソコンは使用しませんでした。
何かわからないことを調べるにしても、手元にあるスマホを使えばよかったから
学校のパソコンを使うことが多かったから
学校のパソコンを主に使っていたから
学校のを使用していた
使いづらい
使う機会が限られた
場面が少なかった

④の理由

クソスペック
そもそも使わない
学校のパソコンで足りたから
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質問6．就職手帳「M」は役に立ちましたか。
商学科
女

男
①たいへん役に立った
②役に立った
③あまり役に立たなかった
④全く役に立たなかった

全体
10%

2
6
2
3

計
11
52
17
6

男
13
58
19
9

商学科

14%

経営情報学科
10%
16%

9% 13%
19%

21%

経営情報学科
女
1
14
10
39
7
15
3
7

23%

合計

計
15
49
22
10

28
107
41
19

①たいへん役に立った
②役に立った
③あまり役に立たなかった
④全く役に立たなかった

59%

51%

55%

質問7． ゼミナール担当者はあなたの学生生活の良きアドバイザーでしたか？
商学科
女

男
①非常に良かった
②良かった
③悪かった
④非常に悪かった

10
3
0
0

全体1%

2%

商学科
4%

計
30
51
4
1

1%

男
40
54
4
1

経営情報学科
女
12
33
8
41
0
1
1
0

経営情報学科
1%
1%

合計

計
45
49
1
1

85
103
5
2

①非常に良かった
②良かった
③悪かった

40%

44%
53%

【理由等】
商学科
①の理由

47%

④非常に悪かった

51%

55%

エントリーシートや履歴書も見てもらったり、色々相談にものってもらったりしたから。
たくさんアドバイスを貰ったから。
どんな事でも相談する事が出来たし、一緒に考えて下さったから。
めちゃくちゃ忙しい時に履歴書の採点してくれた
よく相談にのって頂いたから
何かあった時、いつも相談に乗ってくれたから
何から何まで丁寧にサポートして頂きほんとに感謝しかないです。
寄り添ってくれた
困っている時にいつも助けてくれた
些細なことでも相談に乗ってくれたため。
質問に真剣に答えてくれたから。
就活で困ったときは頻繁に相談に乗ってもらっていたから。
就活で悩んでる時、話を聞いてくれたり、面接練習にもたくさん協力してくれたから。
就活の時など親身になって相談に乗ってくれたから。
就職について話を聞いてくれた
就職の事や普段の学校生活での悩み事にいつでも気軽に相談に乗ってもらえて、とてもありがたかったです。
就職活動にあたりどうして行けば良いか相談したら親身になって話を聞いて下さったのがとても嬉しかったからです。
就職活動においていいアドバイスをくれたり、履歴書の文章を考えてくれたりとても心強かったからです。
就職活動においても相談にのってくれたりアドバイスを頂きすごく支えになりました。
就職活動の際、1番相談にのっていただいた。私が自分についてわかっていない部分も客観的に見て、アドバイスをいただいた。
就職活動の指導もしっかりとアドバイスや手助けを行なってくれた。どこに向かうのが良いのかを自分の考えを述べて話していただいたので相談しやす
かったです。
就職活動以外にも普段から親身になって下さり助かりました
就職活動中も一人一人の学生のことを気にかけてくれて、相談に乗ってくれた。尊敬できるゼミナール担当者に出会えて、たくさんお話ししていく中で自
分の視野も広がったと思う。
親身になってくれた
親身になってくれた。
親身になって相談に乗ってくれた
親身になって相談に乗ってくれました。意見も参考になったので感謝しています。話しやすくていいゼミに入れたと思っています。
親身になって相談を聞いてくれたり、就活の時も面接練習をしてもらい、とても助かりました。
親身になって話を聞いてくれた
精神的にまいった時も、相談に応じていただき大変ありがたい存在でした。
先生大好き★
相談しやすい雰囲気を出していたから。
相談にのってくれたため
相談に乗ってくれてとても優しかった！
分からないことを懇切丁寧に説明してくれたから。
様々なサポートを熱心にやってくれて先生のおかげで卒業できるくらい助けてもらいました。本当に感謝です。
履歴書を書くときの添削でとてもお世話になりました。
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②の理由

アドバイスを貰いに行くことはほとんどなかったがなにか聞きに行った時親身になって聞いて貰えた
いろいろ話を聞いてくれた。
いろんな相談に乗ってくれたから
オリエンテーションがあるときや就職活動の時なども事前に色々な情報や連絡をくださり助かりました
かもなく不可もなく
こまめに連絡を下さったり、親身になって相談に乗って下さったから。
ゼミの内容が将来の役に立ちそうな内容だったから
どのようにすれば良いか一緒に考えてくれた
よく相談にのってくれて不安なことなど先生に聞いて無くせていたから。
学生生活で困ったことや就職活動中に悩んでいる時、話を聞いてアドバイスをもらえたから。
企業で迷っていたときに、良いアドバイスや文章の作成など手伝ってくれた。とても助かった。
企業について調べてくれたり、面接などのアドバイスを頂けた。
具体的に指摘してくれた
今もそうだが、アドバイスをもらった。
自分が受ける会社について意見を言ってもらえて参考になった。
自分の進路に理解を示してくださった。こっちから話にいかないと特に話さなかった。
質問を投げかけるとすぐに答えてくれたから。また、良いことだけでなく、悪い面も隠さずに客観的に教えてくれたため。
周りをしっかり見ていてくれた
就活の際には企業の良いところだけでなく気をつけて見た方がいいところも一緒に教えてくれたので。相談にもたくさんのってもらいました。
就活の時にとても相談に乗ってくれたため
就活の相談に乗ってもらったから
就職の事や、悩んでいる事も相談して聞いてくれたから。
就職の相談をした時に、否定的な言葉を言われた。
就職活動の際に、面接対策で大変お世話になりました。
色々と相談にのってくれた。
親身になってだめなことはダメだと言ってくれていいところは良いとしっかりいってくださったのでよかったです。
親身になって色々きいてくださった。
親身になって相談に乗ってくれたから。
親身に話を聞いてくれた。
身近な存在で相談しやすかった。
相談したらアドバイスをくれた
相談したら相談にのってくれた。
相談などがあれば話を聞いてくださったのでとても良かったです。
相談にのってくれた
相談に乗ってくれた。
他のゼミナールの先生に相談になってもらうことが多かった。
特に何も相談していない
分からない所などがすぐ聞けるので良かったです
聞けば答えてくれた
優しかった
履歴書など目を通して改善するところを教えてくれた。
良かったと思います。
話しやすい先生でした
話を聞いてくれた
話を聞いてくれたからよかったです。

③の理由

こちらの意見を全く聞かずに勝手にボランティアなどの参加を決められ、直前にそれを伝えられることが何回かあり、相談したいと思えなかったから
期日までに返事をもらえず、結局自力でどうにかしました。
相談することがなかった

④の理由

あまり参考になる意見がなかった。
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経営情報学科
①の理由
いろいろな相談に乗ってもらった
くだらない話から真面目なことまで気軽に話せる先生でした。
なんでも相談に乗ってくれた
なんでも相談出来たし、丁寧に対応してくれた。
気軽に相談できた。
私がそんなに相談しなかった
自分のことをすごく心配してくれてたくさん話を聞いてくれた。アドバイスはもちろん悩みも全部聞いてくれた。
自分の悩みを真摯に聞いてくださったことが嬉しかったです。また、面接練習もその企業に合わせてしてくださいました。
社会人経験者としてや大学教員としての幅広い知識を教えてもらった。
受験する場所によってしっかりとした情報を教えてくれ、的確なアドバイスをして頂けたから。
授業の分からなかった点や就職活動まで様々な相談に乗ってくださり、とても良かったです。
就活、進路や卒論など相談に乗ってくれた
就活で寄り添ってくださってありがとうございました。
就活のときの履歴書などを書くときとても親身になってくれた。
就活中には色々相談にのっていただけたのでとても良かったです。それ以外も卒論やその他の授業のことでも沢山アドバイスをしていただきました。
就職について一緒になって取り組んでくれたり、卒業論文などもわからないことがあれば丁寧に教えてくれた。
就職活動での相談やエントリーシートの作成などを手伝って頂いた。
就職活動のサポートをしてもらった。
色々なことの相談にのってくれた
親身になってくれてすごく助かりました。
親身になってくれる先生だった
親身になって相談に乗ってくれた
親身になって聞いてくれたから
親身になって話をきいてくださったり進路のことも真剣に相談に乗ってくださった。
親身になって話を聞いたり、指導をしてくれた。
親身になって話を聞いてくれて、楽しく過ごせたから。
進路などとても助かった
先生が助けてくれた
相談にのってくれた。
卒業研究のアドバイスや、就活について相談にのってくれたり、たくさんのサポートをしてくれました。
添削など丁寧にしてくれた。親身になってくれたのは嬉しかったです。
悩み事にも真摯に対応してくれたし、困ってることがあればすぐに解決してくれた。
雰囲気がよかった、嫌な人じゃなかったから。
本当に気軽に相談や就職活動のアドバイス、悩みを聞いていただいて、この2年間心がとても助かりました。時間をしっかり守ること。期限を守ること。間
違ったことは、はっきりと違うと言って頂き、毎日の生活で社会人になる為の準備ができたと思います。
毎回的確なアドバイスをくれた。
優しい先生で良かったです。
履歴書の書き方、エントリーシートの書き方など相談にのってもらったから
留学の相談やバイトの相談なども真摯に対応していただけた。先生の専門分野のお話も雑談として聞けて知見が広がった。
良い人だったから
②の理由

ESや履歴書の点検が的確で、言い方や順番など考えてくれてとても助かった。
あまり相談したりすることはなかったけど、たまに相談した時は良いアドバイスをくれた。
いろいろ、話を聞いてくれたりしてもらったので
ガクチカや卒論などの添削をして貰った
ゼミ担よりゼミ担じゃない先生にアドバイザーになってもらっていた。
そう思ったから
ちゃんと相談に乗ってくれた
レポート作成の助けになった
企業を受験する際に相談させてもらった。アドバイスが役に立った。
研究室に行けばいつでも話を聞いてくれた
現在どうなのかとかを聞いてアドバイスをくれた
雑談練習などこれから社会に出る上で活用できることを学ぶことができたし、毎週のゼミで一人一人の就活状況を確認したり卒論が確実に終わるように
毎週確認してくださったり、とても助かりました。
私があまり相談をする方ではないのですが何か質問すると答えてくださったのでもっと相談すれば良かったなと思いました。
就活が本格的に始まる前に自己紹介文を考える等の取り組みがあり、良い準備になった。
就活の時に話を聞いてもらってアドバイスをくれたから。
就活の不安を話したら聞いてくれたから。
就活時に心配してくれたりしてくれた。
就職について、や受講する科目について相談にのってくれた。
就職活動ではとくにお世話になった。
初めのうちはわからないことや悩むことが多いので、本当にたくさんお世話になりました。
色々と相談に乗って貰いました
親身に話を聴いてくれたから。
進路先についてアドバイスをくれたから
生徒のことを考えてくれた。
相談などを聞いてくれたから。
相談にのってくださった。
相談にのってくれた
相談にのってくれたから
相談にのってくれたため
相談を親身に聞いてくれた。
卒業生の話だったり先生の経験談を沢山聞くことで自分がやりたいこと、さらには就職でのいいアドバイスにつながりました。ありがとうございました。
怒るところでしっかり怒ってくれた
分を考えてくれた
優しかった
優しかった。
履歴書の志望動機をきちんと指摘してくれた。
履歴書の添削をしてくれた
話をきいてくれた

③の理由

進路について相談しにくかったから。

④の理由

工房ゆめに集中してたせいでゼミに対して疎かになっているから
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質問8. 大学には、学生課・教務課・キャリアセンター・情報センター・総務課等があり、事務職員はそれぞれのところで皆さんのサポートをさせていただいています。
皆さんにとって事務職員の対応はどうでしたか。その理由や要望など、お気づきの点も記入してください。
商学科
女

男
①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

全体
7%1%
31%

2
10
1
0

商学科
0%
8%
27%

計
25
54
7
0

男
27
64
8
0

経営情報学科
女
4
30
16
39
1
5
0
1

経営情報学科
6% 1%

61%

【理由等】
商学科
①の理由

②の理由

34
55
6
1

61
119
14
1

①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない

36%
65%

合計

計

④全く満足していない

57%

いつでも相談できる環境があったから
いつも親身に対応してくれた
いつも親切に対応していただいてとても気分が良かったから。
エントリーシートの添削や面接練習などたくさん協力してくれた。
キャリアセンターで面接練習をしていただいて自信になったから。困った時や必要な処理などをスムーズに行っていただけたから。
サポートやアドバイスをしてもらえたのでよかったです。
どの事務職員さんも親身になって相談事を解決しようとしていただきました。ありがたかったです。
パソコンやプリンターでわからないことを聞きにいくと情報センターの方がすぐに分かりやすく直してくれたのが嬉しかったです。
わからないことや、困ったときなど親身になって話を聞いてくださった。
細かいところまで相談に乗ってくれた
質問にしっかり答えてくれた
就活中はキャリアセンターにものすごくお世話になった。真摯に向き合ってくれて、そのおかげで就活中はモチベーション高く就活を乗り切ることができ
た。本当にありがとうございました。
就職サポートも親身になってくれたり、困ったことがあったら対処してくれたので良かったです。
就職のサポートではキャリアセンターへ通って面接の練習などお世話になりました。おかげで満足できる結果になったと思っています。
就職活動の際に、キャリアセンターの先生には非常にお世話になりました。企業に出さなくてはいけない志望理由書などの添削もしてもらえてとても助か
りました。
集団面接などの練習をして頂いたりしたのがとても役に立ったから。
親身になって一緒に考えて下さったから。
親身になって応援してくれた
親身になって相談に乗って下さったから。
特にありません。
分からないことは丁寧に教えて下さり分かりやすかったです。
面接練習でとても為になった。
キャリアセンターの人の対応が親身になってくれなかった。
キャリアセンターの方はとてもいい人でしたが、とくに仲の良い生徒とずっと話をしている時があり、その時は話しかけずらかったです。
キャリアセンターは使いやすかった
キャリアセンターは少し入りづらい雰囲気がありましたが、学生課などはとても話しかけやすい環境でよかったです
すこしあどばいすをしてくれた。
とても優しい対応をして貰えた反面沢山なになに課がありどこに行けば良いか混乱したこともあった
とりあえずなんかあったら行った
みんな手伝ってくれた！
わからないことがあったら教えてくれた。
わからないことを聞くことができたから
一部、適当な対応をされたのだけ、残念に思いました。
学友会などで大変お世話になった。
教務課などはよく利用した。
教務課に行っても分からないと言われて、違う課に行かされても教務課に聞いてくれと言われたことがあった。
繰り返しのキャリアクリエイトで応援してくださっていることを感じ取れたため。
今までの情報が沢山集まっているから
困ったら優しく対応してくれた。
細かい所まで教えてくれた
就活で困っている時に助けてくれた
就活の時に面接に昨年までに出た内容とか見れたこと。
就職活動の際には、キャリアセンターを沢山利用しました。入りにくい雰囲気が少しあるのかなと感じたので、1年次から気軽に入れる空気感があると利
用しやすかったかなと思います。
奨学金を借りているのですが、学生課の方が優しく接してくれました
真剣に分からない事を聞いてくれたから
親身になってアドバイスしてくれた
親切でした
親切に対応してくれた
全ての人が困った時に相応の対応をしていたから。わからないことは気軽に聞きに行けていたと思います。
相談しやすかったからです。
対応はよかったと思う。
大変お世話になりました。
駐車券や奨学金などしっかり対応してくれました
丁寧な対応だった。
丁寧に関わりやすく接してくれた。
丁寧に教えてくれた。
丁寧に教えて頂きました。
分からないことなどを丁寧に教えてくれた。
分からないことは丁寧に説明してくれたので助かった。
雰囲気がよかった。
名前を覚えてくれる方がいてすごくうれしかったです。
優しく教えてくれた
優しく対応してくれたから
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履歴書の添削をしていただいたり、インターンシップの申し込みをしていただいたりしたからです。
理由は特にないです。
話をちゃんと聞いてくれたから
③の理由

一概にこれというものはすぐ思いつかないが融通や便利に不便を感じる時が多々あった。
休講の連絡が遅いです。電車で通っている人からすると、既に電車の中だったりするのでもう少し早めに連絡が欲しいです。パソコンの修理の際に生協
では修理できないと言われたのですが、なぜ大学は修理可能で短大は自分で修理に出さないといけないのでしょうか。もし、出来ないのであればその旨
をパソコンを買う際に伝えて貰いたいです。
教務に呼び出されて（メールで）行ったのに、呼び出した方が、内容を把握していないことがあった。
掲示板に紙を貼るのが遅かったため。
講義の先生の方が話が合ったから。
提出書類やボランティア参加の日程などでこちらが伝えたことが伝わっていなかったり、間違ったことが伝わってくることが何回がありました
冷たくあしらわれたことが多く活用することが二年はほぼなかった。

経営情報学科
①の理由
いろいろサポートしてもらった
うまくいかない時に、面接のことについてたくさん教えてくれた。
キャリアセンターでは就職まで丁寧に対応して頂きました。情報センターでは、自分のパソコンの原因を見ていただいて助かりました。
キャリアセンターでは親身になって就職について相談にのってくれた。教務課なども丁寧な対応だった。
キャリアセンターで面接の練習をしてもらえたので本番で自信を持って臨めた。
キャリアセンターに行ったおかげで今の就職先につながった
キャリアセンターの方がとても丁寧な対応だった。
キャリアセンターは就職活動でよく利用させていただきました。
キャリアセンターは全く使わなかった。
しっかり聞いたことに対して丁寧に教えてくれた。
たくさんお世話になった。
とても分かりやすく説明してくださったので困らず利用できました。
みなさん本当に丁寧に分からないことは教えてくださって、力になれることは沢山力になって下さいました。個人的に忘れ物が多かったので、忘れ物を預
かって頂いたのには感謝しております。
みんなさん丁寧に対応してくれた
就職活動の中で、些細な相談にも親身になって乗ってくれたのがとてもありがたかったです。
情報センターではパソコンやコピーについてたくさんお世話になったから。
親身になって聞いてくれたから
親身に話を聴いてくれたから。
親切だった
親切に教えてくれた
声をかけてくれたり、内定の話をした時に一緒に喜んでくれたのが嬉しかったです。
相談にのってくれたり、話を親身に聞いてくれたから。
丁寧な対応をしてくれて良かった。
特にキャリアセンターには、就活でとてもお世話になりました。就活中に相談にのっていただけて、とても良かったです。
分からないところを分かりやすく教えてくれた
面接練習など丁寧に対応していただけた。
用事があって声をかけたときにどの職員の方も丁寧に対応してくれるから。
②の理由

「東京で就職を目指されていますよね」と声掛けをして貰い、驚いたと同時に、多くの学生がいるにも関わらず、そうして目をかけて貰っている事を嬉しく
思った。
キャリアセンターではしゅうしの際、面接練習でお世話になった。
キャリアセンターでは面接の練習になった
キャリアセンターの方は我々学生にマナーや礼儀を教えてくださる一方、学生に対して態度が高圧的であったり無礼であったりして嫌だと感じる事が多
かった。立場が上であれば横柄な対応でもいいという訳ではないと思う。
キャリアセンターは就職活動の悩みに対して親身に相談に乗ってくれた。面接練習もしていただけて、大変満足している。学生課が携帯に電話をかけ、
出られなくて折り返した際に、その通話で長い話しをされた事に不満を持った。あちらからの質問だったので通話料金の問題で、一回切ってかけ直してい
ただくか手短に終わらせていただきたい。
サポートしてもらったから
サポートして頂いたから
しっかりと対応してくれたし、アドバイスとかもくれた。
すぐに対応してくれたからか。
たまに威圧的というか、少し怖い時がある
ちゃんと対応してくれたから
とても頼りになったから。
わからないところを聞きに行ったら親身になって聞いてくれた
学校生活の上でなにか不安があれば学生課と教務課をよく利用した。
学生課であたりが強い方もいましたが、就活でキャリアセンターや教務課の職員の方々にお世話になりました。
学生課の先生の対応がとてもよかったと思う。
結構お世話になったから。
私はそんなこと無かったのですが、短大の教務課の先生の態度が悪かったという声を2件ほど友達から聞きました。
質問したことなどを丁寧に教えてくれたから。
質問に対する答えがとても完結で分かりやすかった。
就活でうまくいかなかった時声をかけてくれたり気にしてくれたりしてアドバイスを沢山もらったから
就活の際に良くしてもらった。
就職のことに関して相談乗ってもらった
就職の時とても親身になって話を聞いてもらえた。
親身になって話を聞いてくれたので
進路相談時には助かりました
人によってなのか、その時の状況なのか、面倒だなっていう対応をされるとちょっと悲しいなと思いました。
丁寧に対応してくださった。
丁寧に対応してくれたから。
丁寧に話に乗ってくれた。
普通に接してくれたから。
優しい方もいれば忙しかったからか対応が冷たい方もいました。

③の理由

キャリアセンターの空気が入りづらい
キャリアセンターの方々は凄く優秀で親身になって相談にのってくれるが、学生課が本当に雑でまったく機能していない、電話対応も酷くさっさと終わらせ
対感じが伝わってくるし、窓口に関しては聞いていることを理解していない、しかもなにかとすぐに「キャリアセンターで聞いてくれ」と投げやりで大変不快
な思いをした。健康診断書の印刷方法ぐらい教えろ
県外就職希望者の対応が冷たすぎる
履修抹消申請を出したのに処理されなかったため（後日こちらから連絡をして処理してもらいました）
冷たかった

④の理由

教務課の人がカウンターにいなかったり、メールの内容に誤りがあったりすることがありました。

11

【2019年度 松本大学松商短期大学部 卒業時アンケート】

質問9． あなたは本学の施設・設備（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室、体育館、教室、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、駐車場、7号館1階ｺﾓﾝﾙｰﾑ等）に満足しましたか。
その理由や要望などお気づきの点も記入してください。
商学科
女

男
①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

1
11
1
0

全体
11%

2%

17%

70%

【理由等】
商学科
①の理由

13%

計
8
63
12
3

男
9
74
13
3

商学科
3% 9%

75%

経営情報学科
女
7
18
10
52
3
5
1
0

経営情報学科
1%
8%
26%

合計

計
25
62
8
1

34
136
21
4

①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

65%

いつもフリーで使えた
コンピュータ教室の設備が整っていたため使いやすかった。
コンピュータ教室は空き時間にたくさん利用させてもらって、レポート作成や卒論などで役に立った。
パソコンが使えるのが助かった
特にありません。
様々な施設が充実していて良い。
利用したい時にいつでも使え、便利だったから。

②の理由

3号館トイレの手洗い場の水が勢いが全然なくて手が洗いずらいです。
グラウンドに囲まれていて風が強い時など砂が待って大変だった。短大からは少し距離が遠かった。広いスペースで初心者でも駐車しやすかった。
コンピュータが空きコマの時間に自由に使えたのがとてもよかった。
コンピュータをいつでも使えてよかった
コンピュータ教室が多くあるのでレポート作成以外にも空き時間も時間を潰すことが出来ました。
ゼミなどで使った。
たくさんパソコンがあって使えたから。
どの教室も冷房、暖房がきいててすごく良かったです。
トレーニングルームなどは、時々活用していました。
のびのびとサークル活動が行えました！
パソコンの部屋も沢山あって空き時間にパソコンを使うことが出来て良かった。
パソコンを気軽に使えてよかった
パソコンを使う講義で何回も電源が落ちて授業が自分だけ進まなかった時はとても不快だった。
パソコン室など利用したい時に教室が沢山あってよかった
パソコン室のルールを徹底してほしいなぁも感じました。
もう少し温度調節を上手くなって欲しい
過ごしやすい環境だったから
快適だった
休日に友達と遊ぶために体育館を借りられたのが嬉しかったからです。駐車場の料金が高すぎな気もしました。
教室が綺麗だったため。
空き時間に課題を進めることができた。
空き時間の時につかった。
広かった。
講義以外で使うことはなかったが役立った
使いやすかった
使いやすくていいけど立ち上がりが遅かったりするのが難点です
使う機会がなかったのですが、特に悪い噂等も聞かなかったので。
体育館がきれい
体育館がきれいだったから
大きい講義室の場所によっての寒暖差が激しいところは直して欲しいと思います。
沢山の台数の車が停められるようになっていたため、快適に登下校することができました。
暖房、冷房などの設備も整っていた
駐車場の料金が毎日200円（150円）というのは高いので、もう少し配慮してもらいたいです。
駐車場は回数券はやめて欲しかった。駐車場が結構空いているのに満車表記になって入らないのは直した方が良い。教室の空調。
丁度いい距離にパソコンがあるしかしたまに不具合もあり困る
特にコンピュータ室を利用することが多く、部屋数も多いので、とても助かりました。
特に不自由なことは無かったです
普通によかった。
満車でないのに駐車場に入れないときがあった。
満足です。
綺麗だったから。

③の理由

あまり使っていないから。
パソコンの数が少ない
学生なのに駐車料金をとるな金ヅルかよ
共有スペースのパソコンで食べ物を食べる人のせいでキーボードがカップラーメンのスープが飛んで汚かった。パソコン・スマホの電波が悪すぎた。駐車
場混雑時に満車になると全員がバックをしなければいけなくて危険。
顧問ルームのパソコンで誰もいないのに座席をとっている人がいて、気分を害した。
短大の方の教室や廊下は寒い。
駐車場の雪かきして欲しかった
駐車場の料金設定が高いと感じる。1日150円も取るくせに雪が降ったときに雪かきを全くしていなかった。1台分のラインもわからず、とまどいながらも他
の車に当てないように駐車した。学生の安全を全く考えていないと感じた。
駐車場は学生証をあてれば無料で使用できるようにして欲しかった。
駐車場代が高い
駐車場代が高かった。トレーニングルームの説明会に参加できなくて使用できなかった。

④の理由

体を動かさないから

12

【2019年度 松本大学松商短期大学部 卒業時アンケート】

経営情報学科
①の理由
いろいろ使わせてもらったから。
コンピューターも自由に使える事で、課題やレポート作成がとてもスムーズでした。それ以外でも、パワーポイントを使いたくて利用させてもらったり、CDを
読み込みたいときだったり、助かりました。
コンピュータ室や体育館などはよく利用したが、いつもキレイだった。
どの施設も綺麗だった
なに不自由なく取り組めたから。
パソコンなどとても使いやすかった。
パソコン室で印刷が時々使えないことがあったから使い方など教えて欲しいと思った
パソコン室は8時まで使えるから
パソコン室はレポート作成に役立ちました。
課題の制作
空いている時間などに、時間をつぶしたりやりたいことができたのでよかったです！
空いている時間にパソコン室を使えることが良かったです。
空きコマの時間に勉強できる
設備が整っていていいと思いました。
全ての設備が綺麗で不便なく利用できた
日曜日もコンピュータ教室を開けて欲しいなと思いました。
不便なくてよかった
不便なく利用できたから。
②の理由

1号館ロビーにあるパソコンは短大の人は多く使うと思うので、新しいものに変えて、物も増やしてもいいのではと思いました。
Windowsのバージョンが違うことで作業しづらいところがあったりしたので、できれば統一してくれるとありがたいなと思いました。
あまり使わなかった。
あまり利用していないからわかりません。
コンピューター室は教室によって立ち上がりが遅いパソコンもあった。
コンピュータはよく利用した
コンピュータ教室はよく使用して、使いやすかった。
たまに暑すぎたり寒すぎたりすることがあったから。
パソコンとパソコンの間に仕切りがあるのがよかった。
パソコン使用できて便利だった
パソコン室が多いことがとても助かった。学校でレポートや検定対策をしたい時に空いてないという状況があまり無かった。
パソコン室が多く、レポート作成の時に有効に使ったから。
パソコン室に印刷の仕方(機械の動かし方)の説明書が欲しかった。古いパソコンは起動が遅かったが、他は良かった。
よく利用した。
よく利用したから
レポートや卒業論文作りに役立ちました
レポートを作る機会が多かったのでパソコン室はよく使った
課題が出た時に、パソコンごとに入っているアプリなどは違うので、空き教室じゃない場合は利用出来ないが、講義がなくて暇な時にパソコンが自由に使
えるのはいいと思う。
皆が使いやすい場所であった
学生証で印刷できるパソコンの数をもっと増やしてほしい。
学生証で印刷できる場所がもっとあったら嬉しかった。
起動しないパソコンが何台かあったり、反応が遅いパソコンがありました。
空き教室がweb上で確認できるのが、空きコマ等を有効活用することができ、とても良かったです。
空き教室があると自由に使えるのはいいと思った。
使えなくなっているパソコンがいくつかあってコピーしたくてもできなかったりするから、早く直して使えるようにして欲しい。
使用するのに難点はありませんでした。
重たいパソコンがある
図書館をよく活用していました。
正直使わなかったのでよく分からない
短大生だとトレーニングルームは使いづらい
暖房が効いていたり、最新の物があったりしたから。
駐車場が3つあるので、止めるところが沢山あったから。
駐車場は学校に近い場所だったので大変助かりました。休みは無料開放してるのもありがたいです。
駐車場除雪してほしかった。
駐車場料金が高いと思う

③の理由

PCが使えないものが多い
トレーニングルームの道具が少なかった
パソコンが繋がりにくかったり、室内の温度が寒かったりした。
使いソフトがひとつの教室しかないので使えない時とても困った。
第1、第2駐車場が開放日のときは、第3駐車場も開けておいてほしい。
駐車場が何台か空いているのに満車の表示になっていることがあった。

④の理由

別の駐車場に車を止める時に別料金を取られるのがいや！(第三駐車場から第二駐車場に止める時)後5回駐車場に停めるだけで750円 は高い
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質問10． あなたは各ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（基礎教育ｾﾝﾀｰ、国際交流ｾﾝﾀｰ、地域づくり考房『ゆめ』、図書館、健康安全センター等）に
満足しましたか。その理由や要望など、お気づきの点も記入してください。
商学科
女

男
①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

1
7
3
2

11
48
19
8

全体
商学科

7%
16%

19%
22%

10%

計

12%

男
12
55
22
10

経営情報学科
女
3
22
9
48
6
4
3
1

合計

計
25
57
10
4

37
112
32
14

経営情報学科
4%
11%

①たいへん満足している

26%

③あまり満足していない

②満足している

④全く満足していない

58%

【理由等】
商学科
①の理由

56%

59%

ゆめの職員さんには活動のことだけではなく、就職活動中や授業のことなど様々な相談に乗ってもらった。活動についても、学生がやりたいことについて
的確なアドバイスをしてくれたり、自分が行っている活動以外の情報ももらって参加したりと、人と関わる機会をたくらんもらった。
学生一人一人にこんなに寄り添ってくれるのは松大くらいだと思うから。
自分のやってみたかったことを見つけ、協調性を学んだり、他学年、他学科の方々と関わったり、地域の方々との交流が沢山できたりしたからです。
図書館の個人の席が集中できて良いと思います
図書館の設備が整っていて、勉強に集中しやすい環境であり休み時間もゆっくり休めてとてもよかった。
図書館を主に使いました。本やDVDが充実していてよかったです。
卒論を書く時に図書館で本を借り、スムーズに作成できたから。
対応がすごく優しかったです。
留学の際に大変親切にしていただいた。

②の理由

あまり活用することがなかった
あまり関わりはなかったけどなくてはならないものだった。
あまり使わなかった。
さまざまな施設があり、普通では学べない事が学べたから。
過ごしやすい環境だったから
基礎教育センターで教えて欲しい問題を丁寧に教えてくれたり、わざわざ問題をコピーして勉強できるようにしてくれたから。
工房ゆめでの活動によって地元の人達と関わりを持つことが出来て楽しかったです。
国際交流センターにはたくさんお世話になった
国際交流センターにはとてもお世話になりました。お忙しいのに一人一人に丁寧に接してくれてとても助かりました。
試験対策でお世話になりました。ありがとうございました。
職員の人が優しかったから。
図書館で集中して課題をすることが出来てよかったです。
図書館で卒論の参考資料を借りたから
図書館にはよく勉強しに行っていてとても善い環境だった他のサポートセンターはあまり利用しなかった
図書館のパソコンが撤去されて、ノートパソコンを借りにいかなきゃいけないのが面倒だった。
図書館は勉強する時に利用させてもらいましたが、落ち着いて取り組むことができる環境だったのでとても満足しています。
図書館は利用していたが、ほかのところはほとんど利用しませんでした。
図書館よかった
図書館をよく利用していました。無料で印刷ができるのが、レポート作成に役立ちました。
図書館以外あまり利用することがなかったのですが空き時間に利用できてとても良かったです
図書館以外はほとんど利用しなかった。図書館の方は親切で、席も多く、DVDも見れて、よい場所だった。
図書館司書課程を履修していても、使いやすい。
対応が丁寧でよかった。
部屋が綺麗だった
部屋が綺麗なため。
本が多い
留学の相談によくのってもらったから

③の理由

あまり、使用しなかったのでわからない。
あまり活用しなかった。
あまり行ってない
あまり使っていないから
あまり使っていないから。
あまり使わなかった。
あまり利用していない
あまり利用しなかったため。
あまり利用することがなかった。
あまり利用する場面がなかったため。
使いませんでした。
使っていないからわからない。
使ってない
時間が合わず使わなかった。
図書館に娯楽本が少ない
利用していないから。
利用していないからです。
利用しなかったためわからない
利用する機会が少なかった

④の理由

あまり使ってないためわからない
一度も利用していない。
使ってないので分かりません。
全く利用しなかったため
特に用が無かったから
利用していないから
利用しなかった
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経営情報学科
①の理由
DVDが充実していた？
ゆめを結構利用して、よかった
基礎教育センターでは就活のときに大変お世話になりました。
空きコマがある時に図書館で映画をみてリフレッシュ出来ました。
就活の際にとても役にたちました。
図書館では静かな環境のため、レポート作成が捗り、よかったです。また紙を購入しなくてもレポートを印刷できる点も良かったです。
図書館のみ利用。図書の充実性やイベントの開催など大いに快適に利用できた。
図書館の品揃えがすごかった。
図書館の雰囲気が集中できたため
図書館はたくさん利用して満足している。
図書館はよく利用した。作文の練習でお世話になった。
図書館は休みの日も利用できて、助かりました。
図書館は個室の机やコピー機があって使いやすかった。
図書館をよく利用したが、集中して勉強ができる場所だった。
図書館をよく利用して勉強などが出来たので満足してます。
体調崩したときに健康センターの方のお世話なになりました。
落ち着ける場所だった
留学の時など大変お世話になった。
②の理由

DVD最高だと思います。
あまり使っていない
あまり利用しなかった。
コピー機があるから
とくに利用しなかった
資料が揃っていた
資料が沢山あったので良かったです
時間が空いてる時は、図書館でレポートやお昼を食べることが出来たから。
図書館が使いやすくてよかった。
図書館でDVD見れる
図書館では本の他にDVDなども観ることができ、良いと思ったから。
図書館には、レポート印刷等で活用させていただきました。
図書館には大変お世話になったから。
図書館の季節のイベントなど楽しませていただきました。
図書館の空間は広く、テスト勉強の空間にとても良かった。
図書館の入口が邪魔
図書館の雰囲気がとてもよく、落ち着く場所。
図書館はいつでも入れるのでよかった
図書館はよく利用していた
図書館は秋冬、寒い時がありました。暖房についてもう少し見直ししていただきたいです。
図書館は誰でも利用しやすい環境だった
図書館を主に利用した。WiFiが繋がりにくいところ(2回のカウンター周辺の席など)があり、対策をして欲しい。
図書館を多く利用しましたが、とても居心地が良く集中できる場所でした。
静かで過ごしやすかったから。
朝の時間に基礎学力をつけることが出来た。
役に立った

③の理由

あまり関わっていないのでよくわかりません
あまり使用していない。
あまり利用しなかった。
あまり利用しなかったため。
使用していないから
定期的に利用して役に立った。
余り利用していないため
利用しなかった。

④の理由

1回も利用したことがない
あまり行ったことがないから。
そもそも使ってない。
活用してないから
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質問11． あなたは生協のフォレストホール、ラウンジ、購買、ミニショップに満足しましたか。その理由や要望など、
お気づきの点も記入してください。
商学科
女

男
①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

全体 0%
6%

3
9
1
0

商学科
9%0%

【理由等】
商学科
①の理由

18
60
8
0

男
21
69
9
0

経営情報学科
女
7
27
13
46
1
2
0
0

経営情報学科
0%
3%
35%

70%

合計

計
34
59
3
0

55
128
12
0

①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない

21%

28%
66%

計

④全く満足していない

62%

おいしい
お手頃の価格だったから。
ご飯がすごく美味しかったです。
ご飯が美味しかった
ショップの店員さんも明るく気さくに対応してくれてとても良かったです。
とても美味しいご飯で満足しているから。
よく利用させていただきました。
安くとても助かった！
学食美味しかった
種類も豊富でおいしかった
大学からでなくても美味しいご飯が食べられたり、必要なものが揃ってとてもありがたかったから。また、お店の方がとても親切でよかったから。
値段が安くて嬉しかったです
特にこれといって悪いところはありません。
美味しかった。
美味しかったから。

②の理由

9号館は利用したことがないですが、購買などは利用しやすくよかったです
いつも人がいっぱいなので、もう少し机などが多くても病んでる人もいるので思います。
お菓子とか食べたい時に買えたから
お昼の時に購買はよく活用したが便利だった
お昼の時間に購買に行ってもご飯がなくなっていることがあり、若干の不便さを感じた。
お腹がすいた時に買えたから
すぐに買いたいものが買えて満足している。
ポケモンパンが売っていたのが意外で、面白かったです。
ミニショップの方が開店も閉店も早くて少し不便さはあった
メニューが美味しかった。
もう少しだけ早く開店して下さると助かる。
もう少し安くても良いのかなと思ったり、種類が同じパターンでつまらなかった。
もう少し営業時間を長くしてもらいたかったです(特にミニショップ)
もう少し長い時間やってほしかった。
もう少し品数を増やしたらいいと思った
リーズナブルで美味しかったです。
安い上に美味しいので活用した
過ごしやすい環境だったから
学食のご飯は基本美味しかった。
学食美味しかったです！！
好きな時間に、自由に使えたから。
購買、少し高いような気がした。
購買が少し狭い気がしました。1番混む時間になるとゆっくり買い物ができませんでした。
種類が意外とあってよかった
食堂はよく利用させてもらいましたが、安くて美味しかったので満足しています。
新しく出来た9号館食堂はとても綺麗で種類豊富なメニューに毎回楽しませて頂きました。
凄くいいと思う。しかし、短大の方の締まる時間が早いと学生のみんなでよく話していた
生協で色々買った。
生協のカフェテリアのメニューはどれも美味しくて満足している。しいて言えば、ミニショップの品数が少なく、2限が終わってから行くとおにぎりやお弁当が
ほぼないのが残念。
沢山お世話になった
短大側の購買が少し終わるのが早いと感じました。
値段がお手頃だった。
買い忘れの時に買ったり食堂にも行った。
美味しかった。
品揃えが豊富だったため。
便利だった。
弁当を持ってこなかった日はとても助かりました。
満足です。美味しいものをありがとうございました。コンビニ、めちゃくちゃ便利でした。

③の理由

すぐに売り切れて食べるものが無いことが多々あった。学食はオカズがご飯の多さと比例していない。
営業時間が短いと思った。
五号館前の生協にしかないものが多く不便。
購買の商品の値段が高い。
年中同じ物があるのは良いが目新しさがない
利用したいのに生協がやってない時は残念です。
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経営情報学科
①の理由
おいしかった
お昼ご飯などを買わせて貰ってました。
お昼は毎日お世話になった。
お昼を学食結構よかったです
コモンルームの購買のお姉さんが優しかった
しっかり活用させてもらった。
たくさん食堂を利用して満足しているから。
たくさん利用した。
とてもよかった。
ミニショップの開店、閉店時間を伸ばして欲しいです。
一人暮らしで、お弁当を作っていくのがめんどくさかったのですが、カフェテリアは値段も安く、講義がある日は毎回利用させて頂きました！
何でも売っていてとても利用しやすかった。
学食が安くて美味しかった。。
学食が美味しかった。
学食の値段をもう少し安くして欲しいなと思いました。
学食はとても美味しかったです。
給湯器、レンジが常設されておりとても便利でした。
購買の時間を長くしてほしいです。
購買や、学食はほぼ毎日と言っていいほど利用させてもらった。
週に一度は利用していた。
美味しかった
文句なし
②の理由

3号館がもう少し広くなったらなと思いました。
7号館の購買の営業時間を延長してほしい。
あまり利用しなかったです。
いきやすい場所にあった
いろんなものが売っていて良かったから。
お昼はどうもありがとうございました。
お弁当が少し高いかなと思う。野菜を増やして欲しい。
コモンルームにある生協がもう少し長い時間開いてたら嬉しかった。
コモンルームの生協の商品のバリエーションそ増やして欲しいです。
ご飯が美味しかった
たくさんの種類の物が売っていたからよかった
とくに利用しなかった
ミニショップが閉まる時間が早すぎるので困ります
ミニショップの営業時間をもう少し長くしてもいいと思った。
ミニショップは短大から近くて使いやすかった。
安くて品揃えも良かった
簡単に食べれるものがあった
購買でしか買えないものなどが多くあるので、できればミニショップにも置いていただけると、短大の人がもっと利用しやすくなると思いました。
購買はよく利用させてもらいました。使いやすくてよかったです。
時々使用していた。
種類の少なさ
助かったから
食堂のご飯が美味しかったし３号館のカフェテリアのマダムたちは優しかった
新しい食堂は綺麗で、使いやすかったから。でも、短大からはちょっと遠かった。
短大の棟の学食が安くて種類も多く、美味しかったです。
昼食の購入などでしばしば利用した
美味しい
美味しかったから。
品揃えが良く、とても便利でした。
品揃え良く満足です。
普通のお店の値段より安く提供してくれるものが多く助かった。
弁当を持ってこなくて、食べることができとても、便利でした！

③の理由

ミニショップの営業時間をのばしてほしい。
混みすぎ
少し高い、時間が短い
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質問12． あなたはサークル活動、学友会役員活動、課外活動に参加しましたか。（複数回答可）
商学科
女

男
①サークルに参加した
②学友会役員活動に参加した
③地域づくり考房『ゆめ』の活動に参加した
④「松ナビ」の活動に参加した
⑤参加しなかった

11
4
1
2
3

全体

計
28
10
13
11
42

商学科

男
39
14
14
13
45

経営情報学科
女
14
27
2
14
2
5
0
20
4
25

経営情報学科

合計

計
41
16
7
20
29

80
30
21
33
74

①サークルに参加した
②学友会役員活動に参加した

34%

31%
14%
9%

36%

26%

31%

③地域づくり考房『ゆめ』の活動に参加した

36%

④「松ナビ」の活動に参加した
⑤参加しなかった

12%

11% 11%

18%

11%

6%

14%

質問13． あなたは本学の学友会行事（大学祭、新入生歓迎会、体育大会、クリスマス会等）に満足しましたか。
その理由や要望など、お気づきの点も記入してください。
商学科
女

男
①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

5%

全体

14%

13%

1
10
1
1

2% 商学科
7%
11%

計
6
69
10
1

男
7
79
11
2

経営情報学科
女
5
13
7
47
6
11
3
4

経営情報学科
7%
19%
18%

68%

【理由等】
商学科
①の理由

②の理由

80%

18
54
17
7

25
133
28
9

①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

56%

どれも楽しかった。
楽しかったし、思い出になった。
交流のない1年生ともこういったイベントを通して交流し、いい思い出が作れたから。
今年はできなくて残念だった。
文化祭はとても楽しかった。ゼミの人とたくさん話せたので良かったです。
2年の際に台風でできなかったことはとても残念でしたが、1年の時は充実した文化祭を経験できて良かったです。
2年の大学祭は中止になってしまったのが残念だった。
あまり参加していないが楽しそうだった
ゼミのみんなで協力し合えたから。
ゼミのみんなといつもよりも話せる良い機会になりました
ゼミ生と楽しめる機会があってよかったけど、グダグダしてたなって思いました
それなりに楽しめた
とても楽しかった。
ビンゴが楽しかった
よかったです。
皆で協力して行えてすごく楽しかったです。
学祭が中止になってしまい悲しかったから。
学生が楽しめるように工夫してあり、実際に参加をして、全体で楽しさや盛り上がりを共有できたと感じたから。
学年関係なく交流できたから。
楽しかった。
楽しかったから
楽しかったから。
楽しかったけど、もっと出場できる種目を増やしてもいいと思った。
楽しかったし、盛り上がった。
企画してくれてる人に感謝します。
基本楽しかった。
局の方がいつも楽しく盛り上げてくれて楽しかったから。
行っていない
今年の学園祭を楽しむことができず、残念だった。
今年の学祭がなくなってしまったのが悲しかったです。
今年度の学祭は残念でしたが、ミニ学祭を企画するなど、皆のことを思って取り組んでいた点についてよかったと思う。
出たイベントは楽しかったから
初めてだらけで楽しかった
色んな球技をしたかった
色んな人と仲良くなることが出来たから
体育局としてしっかりと進められた。
体育大会が毎回競技が少しずつ違って楽しかったからです。
体育大会はもっと競技が多くても良かったと思う。
台風で学祭が中止になったので、予備日が必要だと思いました。
台風の影響で大学祭は中止となってしまいましたが、準備を通してとても楽しく過ごせました。
大学生とも関われて、交友が広がったから
入学当初の歓迎会が楽しかった。
普通やった！
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③の理由

2年目は残念ながらなかったから
なかなか参加出来なかった
バスでの移動学校面倒だったため。
学友会の運営の仕方が良くないと思う。子どもが来るイベントなのに子どものことを全く考えず、予算のことしか考えてないと感じた。子どもは動きが予測
できないこともあるのに、紙コップにジュースを注ぐとかありえない。お菓子も小分けのものではなく、ポテトチップスとかだったので不公平感がある。親御
出てないのがほとんどだから
体育大会のために休日学校に行かないといけないのがだるい。
体育大会は１年に一度でいいかなと思います
大学祭が中止になってしまったのが残念だった。
大学祭が無くなったので

④の理由

参加していない

経営情報学科
①の理由
２年生の時は役員として参加することができた。
いい思い出になった
ゼミでの仲が深まった。
ゼミで協力する事が出来たから。
ゼミなどの交流が深まってよかった。
ゼミの皆と協力していいものが作れたし楽しかったのでよかった
とても楽しかったです。
楽しかった。
準備の時間をもっととるべきだった
体を動かすのが好きだから
大学と合同なので盛大で楽しかったです。
②の理由

ゼミのみんなとより仲良くなれる機会が多くて嬉しかったです。学祭が中止になってしまい、ミニ学祭を開きましたが、休みになったので全然人が来ませ
んでした。なので、できたら次回そうなったら学校がある日にお願いしたいです。
ゼミの仲間と楽しく過ごせたから。
ゼミの仲間と仲良くなれた。
とても楽しかった。
とても楽しく、交流も深めることができたイベントだった。
まあまあ良かったから。
よかった
運動系を増やして欲しい。トーナメントだと、初回で負けるとすることが無くなって暇になった。
可もなく不可もないです
学祭はとても楽しかったです。
楽しかったです
楽しかったです！
楽しくやれた
去年のクリスマス会に参加した。一年生が進行している姿がとても良かった。
新入生歓迎会のサークル紹介が楽しかったです。
体育大会が楽しかった。
体育大会の大縄を八の字飛びをやめて欲しかったから。
大学祭が中止になってしまっても、その後のミニ梓の森祭の企画等凄かった。
大学祭では、みんなで力を合わせて屋台などを成功させられたから。
大学祭ではゼミの皆と協力しながら商品を売ることが出来て良かった。
大学祭のシフトがなかったりしてすることがなかった。
大学祭の中止ではなく、延期にした方が良いのではと思いました、、
特にないです
普段体を動かす機会がなかったため、楽しかったです。
文化祭が台風で亡くなったのは残念だった

③の理由

さいごの大学祭が中止になって残念だった
一年の時楽しかったが、2年の時延期ではなく中止になったため。
学祭がとても残念でした
今年の大学祭に関しては、年末に小規模で行われましたが、参加者が非常に少なかったのが寂しかったなと思います。
参加任意にして欲しい
授業や休日までを潰してやる意味は？
出席に反映されるのがいや！
積極的に参加しようとは思わなかった
体育祭はもっと球技がしたかった。文化祭は、とても楽しかった。台風で2年目がなくなったのが残念だった。
体育祭はやらなくてもいいのではないのかなと思った。
体育大会が嫌だった
大学祭中止になったから
大学部と短大の間に境界線が引かれているように感じた
中止のため

④の理由

とくに参加していない。
運営側であったためにこれくらいで満足してはいけないのではないかと常に後悔と反省の日々を過ごしています。
興味がなかったので。
参加が強制だったため、勉学を行いたくても休むことが出来ず理由をわざわざ用意しなければいけなくなるから。来年度からは自由参加にしてほしい。
体育大会は競技内容、得点の仕方に不満があったから
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質問14. あなたは勉学、生活、進路を含めて、２年間の短大生活に満足しましたか。その理由や要望など、お気づきの点も記入してください。
商学科
女

男
①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

全体

6%

1%

8
3
2
0

商学科
4%
0%

計
30
54
2
0

男
38
57
4
0

経営情報学科
女
6
33
14
34
1
7
0
1

経営情報学科
1%
8%

合計

計
39
48
8
1

77
105
12
1

①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない

39%
38%

54%

【理由等】
商学科
①の理由

50%

41%

④全く満足していない

58%

2年間、たくさんの経験ができた。
2年間がとても短く感じるくらいとても充実していました。
あっという間の2年間でしたが、すごく楽しく過ごせ、また自分の成長もしっかりできたと思います。
いい友人に恵まれたし授業も楽しく受けられた
この2年間で自分が凄く成長できたなと感じる事が増えたから。
すごく勉強面でも遊び、バイトでもとても充実してたから。
とても楽しく大学生活をおくれました！ありがとうございます！
とても頑張ったから。
学習だけでなく、学習以外の部分も充実していた。
学生として学べました
学生生活は楽しいものでしたし、内定を頂くこともできたから。
自分のやりたいように自由に過ごせたから
社会に出るための知識をつけられ、ゼミなどではたくさんの良き友人に出逢えたからです。
授業だけでなく、就活中や就職後のサポートまでしてくれてこのまま社会に出てもある程度の経験があるので役に立ちそう。
色んな友達との出会いがあったから
色々なことが学べた
専門的な講義が多く取れて良かったです。
単位も落とさずに通えたから
短い時間でしたが、充実していた
入学前よりは成長できたかなと思うので
友達と楽しい時間が過ごせたし、仕事も決まった
良き友達に恵まれた。

②の理由

２年という短い期間ですが、留学も経験できてよかったです。
いろんなことを学べたから
いろんなことを経験できた。
ゼミや行事がとても楽しかった。充実していた。
たくさんの資格を取ることが出来たし、就活もキャリアクリエイトで細かいことまで教えて貰えてとても助かりました。
とりあえず就職先が決まったから良かったと思う。パソコンの知識もまあまあついたとおもう。
もう少し授業数を増やせばよかった
一年次に講義を詰め込みすぎて二年の授業の空きがおおくなってしまった。取りたい講義が被っていて取れないことがあって残念だった。
学校生活は快適で、親切な方が多く、よい短大生活だったと思う。
楽しかった
楽しかった。
楽しかったし、たくさんの人に出会えた。
自主的に勉強する力がついたと感じたから。
自分が学びたい勉強が学べた。
自分で納得が行く選択ができた。
自分の満足できる企業から内定を頂けたから。
就職先も満足しているしこの短大に入らなかったらこの企業に入社することはできないと思うから。入社前から専門知識が沢山身についたと思うから。
充実した学校生活がおくれた
充実していた。
充実できたから。、
少しでも自分の身になったと思えばとても良い二年間だった。
色々なことにためになったと言える。
色々なことを学べたと思う。
振り返ってみれば、皆さんに支えられてここまで来られたのだと思いました。
人と出会えた事が1番の宝でした。パソコン等でも役に立った事がたくさんあり、自分のスキルアップにつながりました。
人間関係に恵まれた
大学のサポートもあり無事、就職が決まったから。
短大でも学べるものがあった
長すぎず短すぎずよかった。
入学前に学びたかったことが学べたからです。
勉強の方で自身が身につけたい能力を身に付けられたので良かったです。
留年しても暖かく見守ってくれた先生たちのおかげでなんとか卒業出来そうです。その点も踏まえて満足してます。

③の理由

サボりすぎた
忙しかったため。
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経営情報学科
①の理由
2年という短い期間の中で社会に必要な知識を身につけることが出来たと思うから。
たった2年間だったけど、社会人になるために身につけるべきこと等を身につけられた。とても充実した二年間を過ごせた。
パソコンの力や、たくさんの資格を取ることができた。
もっと居たいと思えるくらいにいい学生生活だった
学業面だけでなく友達との交友関係も広がってきたのでよかった。
楽しかった！
楽しかったから
楽しかったから。
希望の職種に就けた。
自分が成長できたと感じるし、充実した2年間でした。
自分の学びたいことを選んで学べたこと。無事、就職先が決まったこと。
自分の好きが伸ばせるので強みになって就活に役立った
自分は何が出来て、どんな人間なのかがこの二年でよく分かった。
社会について学び、資格を取り、第1志望の会社に入れたから。
就職できたし、授業も楽しかったです！
就職活動が大変だったが、キャリアセンターの人が相談を聞いてくれたり、サポートをしてくれたのでとても、やりやすかったです。
充実した生活を送ることができました。
充実して授業に取り組めたから。
色々な分野のことを学べたり、沢山の行事に参加出来て楽しかったです。
辛い時もあったけど友達や先生の支えがあってここまでこれたし自分自身すごく成長できたと思う
短すぎると感じているから。
勉強・ボランティア・人間関係・進路など、全てにおいてこの短大に入ることが出来てよかったと感じています。
忙しく大変な2年間でしたが、とても充実していてやりがいのある2年間でした。
本当にたくさんのことを体験、経験させていただき、多くの友人にも出会え、本当に楽しい2年間でした。
友達ができたから
友達もたくさんできたし、サークルも学友会の活動も全部楽しかった。
友達も増えて、充実した生活ができた
様々な分野の学びに触れることができ、楽しかったです。また資格もたくさん取得することができ、とてもよかったです。
②の理由

あっという間で、もっと時間が欲しいなと感じました。
いい学校だった
いろいろ楽しめたから。
サークルに入ればよかったかなあって少し思う。
たのしかった
とくにパソコンなどは全く出来なかったことが出来るようになった。
パソコン操作が苦手だったけど、得意になったし、それを生かせる仕事につくことができたから
もっと時間を有効に使えたかなと思う
学んだことをこれからに役立てていきたいと感じたから。
楽しい仲間と学園生活をおくれたから
楽しく過ごすことができました
資格が沢山取れた
取りたい科目が被っていて、受講出来なかった科目があった。簿記などは資格も取れて良かった。
就職も決まったし、資格も取得でき、新たな友達もできたから。
充実してました、
色々学べたので良かったですが、もう少し能力を高めていけば良かったなと思いました。
進路に役立つ資格や能力の向上ができ、良かった
先輩、後輩間のコミュニケーションが取りやすい
専門的な科目が少なかったと感じる。
専門的な知識を身につけられた
短大に入る理由になったパソコンの授業や、様々な勉強ができて良かったです。
無事就職先が決まってよかった。

③の理由

2年という期間はとても短くて、あまり落ち着いてる時が無かった。
もう少し頑張ればよかったと思う
結果論ではありますが、この2年間の内容なら高卒で就職してもよかったのでは？と思っている。自分が積極的に動かなったのが原因です。
資格をもう少し取得したかった

④の理由

商短で勉強したから今の会社に内定できたと思う。
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質問15． あなたは「松本大学松商短期大学部」を誇りに思えますか。
商学科
女

男
①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

全体
9% 2%

7
3
2
1

37
41
5
3

商学科
7% 4%

男
44
44
7
4

経営情報学科
女
5
31
13
36
3
8
0
0

経営情報学科
11% 0%

45%

41%
48%

計

38%

合計

計
36
49
11
0

80
93
18
4

①たいへん満足している
②満足している
③あまり満足していない
④全く満足していない

51%

44%

質問16． 松本大学松商短期大学部および所属学科をより良くするための、あなたの意見・提案を聞かせてください。
(例えば ①こんな授業があったらいい、②こんな制度があったらいい、③こんなところを変えてほしい等、何でも結構です。)
【意見・提案】
①の理由
2年後期の授業をもっと増やしてほしい
このままで良いと思います。
ゼミの先生を始め、キャリアセンターの先生など、就活で困っている時は手助けしてくれて、とても嬉しかったです
できればもう少し全体的に費用を減らして欲しい。
とてもいい先生と友達に出逢えた。
フィールド制等いいと思った
夏休みを減らす分、祝日を休みにして貰えると家族との予定も立てやすいと感じました。あと、3親等までの葬儀の時は試験の時以外も講義が欠席にな
らないようにして頂きたいです。
検定試験中に廊下の私語がとてもうるさかったことがありました。そこら辺をもうちょっと指導して欲しいです。
講義中の私語が多いので細かく注意してほしい。
合わない先生がいた時の対処があれば、みんながより良い環境でできるのかなと思いました。（1つの科目で2人先生がいる場合など）
不十分なところもあったがそこも思い出になるんで大丈夫です！
今の状態を継続してほしい。
私語の目立つ講義がちらほらあったので、何か対策をして欲しいです。
取りたい講義が重複していてどちらかの講義を諦めなければいけなかった時がとても悲しかったので、何か改善できれば良いと思いました。
授業の休講のお知らせなどは、自宅が遠い生徒もいるのでなるべく早く連絡して欲しい。
就職するにあたって専門的な勉強を更に増やしてほしいです。
進路サポートがたくさんあって就職活動がしやすかったので続けた方がいいと思います。
大きい教室の場所での寒暖差！
大部屋の席をもう少し広げたほうがいいと思った。横が狭すぎる。
駐車場の雪を少しでもいいのでかいてほしい
特にないです。今の松商短大に満足してます。
美術的な科目もあったら良いなと思いました。
簿記の授業をもう少し工夫して欲しかった
②の理由

4学期制でもいいが、15コマだと足りない講義もあると思うのでそこは直してほしい
ホームページに年間スケジュールを載せて欲しい。他学部履修をしているのに金曜日の授業日程だったという情報が届いていなかったということがあっ
たので、メールで流すのもいいと思うけど、自分で確認できるようにしてほしい。また、間違いや変更があった場合もホームページ上に修正情報を掲載し
てほしい。今どき学生便覧を毎日持ち歩いている人はいないと思う。
メソフィアやGlexaなどちょっと難しい。
もっと活気のある授業、学校になれれば良いと思います
英会話の授業
韓国語の授業をもっと受けたかったので、もっとたくさん学びたい生徒には授業を開講してほしいと思いました。
教室の温度をどうにかして欲しいです。
教室の冷暖房の設備を良くして欲しい。
教室内の寒暖差がすごい
講義が被っていて取れない授業がなかなかに多いと感じたので、前期だけでなく講義にも同じ講義を開講するなどしてほしいと思いました。
講義が被って取れないものが多かったのが残念だった。最高の学生生活を送れたので松商短大で本当に良かったです。2年間ありがとうございました。
再試験と成績発表の間の時間が短すぎる。もう少し成績発表を早くするとかした方が助かります。
取りたい授業が同じ時間で被っていた時、どちらかは諦めなければいけないので、どうにか両方取れるようなシステムがあったらより良かった。
授業中の環境はもう少し改善して欲しいと思いました。
大教室の温度に差があること。前の方の人は冬足元が冷えるので改善してほしい。
第一、第二駐車場のゲートが開いてる時は第三も開けてほしい
二年になってから授業が無くて、でも同じ授業料なのはちょっとどうかなと思った。

③の理由

掲示板に教室変更の紙を貼るのをもう少し早めてほしい
講義で話を聞いているだけではつまらなく感じるから作業のできるような工夫をしてほしい。
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経営情報学科
①の理由
1号館が古いので直して欲しいです。ミニショップの営業時間を長くする。
1号館のロビーも暖房がついたら嬉しいなと思います。
Web試験など、会社を受けるにあたって、試験が多くあるので、筆記試験対策はもっとした方がいいと思います。
Wi-Fiをもっと接続よくしてほしい。
インターネットでのアンケートはやるのが大変なので普通に紙に戻して欲しいです
トイレの乾燥機を使えるようにしてほしい
とりたい授業が重なって、とれない授業があったため授業時間の配置をもっと考えて欲しかった。
皆が楽しめるようなものがもっとあったらよかったと思う
学食をもう少し安くして欲しいです！
学内のパソコンに使えるフォントと使えないフォントのバラツキがあり、卒論作成の際とても困りました。統一してくれると嬉しいです。
行事を自由参加にしてほしい。それどころではない人が、安心して欠席出来るようにしてほしい。
講義が選択制なのはよかったですが、取りたい講義が重なるのを改善してほしいです。
今のままで十分なので思い浮かびません。
今のままで十分満足した。
取りたい授業が被るのが非常に残念に感じました。仕方ないとはいえ、人気の授業は時間をずらすなど、対応ができればいいなと思います。
人数の多い講義があり、もう少し人数を減らしてほしいと思った
冬は大きい教室の下の方がとても寒いので改善できたらいいと思う。
友達がたくさんできて良かったです
②の理由

1限の始まりは電車の関係でどうしても大変な部分があったので、あと5分でも遅かったらもう少し余裕がもてた。
2年でも前期に簿記の授業を設けて欲しい。
オリエンテーション時に配られる時間割表をもっとわかりやすくしてほしい。
この講義が将来どのように生かされるのか具体的に知りたかった
メールが自分のスマートフォンに届かなくなってから不便になった。
もっとコピー機を増やせばいいと思った。また、購買ではお弁当の数が限られてすぐなくなるので増やした方がいいと思った。
基礎的なところをもう少し授業として取り上げた方がいいと思った。
行事の予定や時間を、もう少し早くメール等でいいから教えて欲しい。予定が立てにくかったので、そこを早めにして欲しかった。
今のままでいいと思います
取りたい授業が他の授業とかぶることが多かった。検定日と授業日の相性が悪い先生が研究室にいるかどうかがわかりにくい
受講科目が重なっていると、どうしても取りたい授業がとれないと言うことがあるので、もっと、取りやすくして欲しいと思いました。
就活についての講座や教育の中には県内就職を目指す生徒に向けてのものも多く、関東で活動していた私は少し不安に思ったり物足りなく思ったりした
事もあった為、生徒に合わせ多用的に指導した方が選択の幅も広がっていいのではないかと思った。(キャリア面談時に相談しても余り良いアドバイスを
貰えなかった為、生徒の希望に合わせ県外や関東の合説等を積極性に勧めるなど)
短大近くの学生マンションに住んでいるのですが、駐車場に車を停めている学生がいたと思うので、駐車場を大きくするか増やす（第3駐車場も満の時が
あるので…）など、無断駐車する学生がいなくなるよう今後は徹底して頂きたいです。
男子トイレを増やして欲しい
男子生徒が少なく、女子生徒に偏った体育祭だったり、女子生徒が多い授業があったので、もう少し男子生徒が過ごしやすい環境にしてほしい。
地域の企業就職に有利だから。
遅刻した人が普通に出席扱いになっていた授業や、受講票を休んだ人の代わりに書いてる人もいたのでそこはもう少しちゃんと見てほしかったです。先
生方もとても丁寧に教えてくれたり、優しく接してくれたのでとても充実した2年間でした。
美術系の科目があったら受けたかった。

③の理由

もっと学べる環境を作った方がいいと思う
学校の一部のパソコンにしか入っていないソフトを講義で使っていたので、課題などをやりたい時もその教室が他の教室でもできるような授業で埋まって
しまっていて、いいタイミングで学習をしにくかったのが残念だった。
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【調査分析結果について】
1. 満⾜度等の経年変化
全体的に⼤きな変化はなく、
「ゼミ担当教員の満⾜度」(質問 7)、「2 年間の短⼤⽣活の満⾜度」(質問
14)は「⼤変良い・⼤変満⾜＋良い・⼤変満⾜」はこの 5 年間とも 90%程度であり、また、「事務局員の
対応」(質問 8)や「施設整備の満⾜度」(質問 9)の満⾜度も、「⼤変満⾜＋満⾜」はこの 5 年間とも 80〜
90%と変化はない。
「サポートセンターの満⾜度」(質問 10)や「課外活動の満⾜度」(質問 12)に関しては、参加している
学⽣の満⾜度はある程度あるが、利⽤していない・参加していない学⽣数が 30%程度いる。（2019 はサポ
ートセンターの「利⽤していない」選択肢がなかったため、前年度と同様だと考えると 30%程度だと考
えらえる。）
短⼤の独⾃の取り組みである「出席レポート」(質問 3)、
「初年次教育」(質問 4)、「ノートパソコンの
所有」(質問 5)に関してもこの 5 年とも⼤きな変化はなく、出席レポートは「⼤変役に⽴った＋役に⽴っ
た」でこの 5 年間とも 90%程度、初年次教育は 70%程度、ノートパソコンは「毎⽇使った＋時々使っ
た」がこの 5 年間とも 80%程度となっている(iPad のときを除く)。
⼤きな変化があったものとして、
「就職⼿帳「EYE」は学⽣⽣活の役に⽴ちましたか」(質問 6)で、
2015, 2016 で「⼤変役に⽴った＋役に⽴った」割合が 30%弱だったところから、2017 で 10%程度と極端
に減り、2018 で 50%程度、2019 で 70%と急激に回復した。そのときの学⽣への指導⽅法の違いや、ま
た就職⼿帳の内容の充実が影響していると考えられる。また、「⽣協の満⾜度」(質問 11)が、2017 は「⼤
変満⾜＋満⾜」が 50%、
「利⽤していない」が 40%だったのが、2019 は 90%を超える「⼤変満⾜＋満
⾜」となっている。（2019 は「利⽤していない」の項⽬はないが、2018 を⾒る限りほとんどの学⽣は利
⽤していると考えられる。）ただし、不満や要求等の⾃由記述は⾮常に多い。さらに、「サークル活動や学
友会活動の満⾜度」(質問 13)は、2017 は「⼤変満⾜＋満⾜」が 50%弱だったのが、2019 は 80%まで伸
びている。
2. 授業に関する不満や質問について
授業に関する不満や質問でもっとも記述が多かったものは「私語」に対するものであった。前年度も同
様の不満があったため、座席指定を⾏うなどの対策が考えられていたが、まだまだ不⼗分だったと考えら
れる。より徹底した対策を考えたい。また、時間割等に対する授業システムの不満や質問としては、「授
業が重なる」が最も多い。4 学期制による影響や科⽬数が多すぎる点も原因の 1 つとして考えられる。例
年、多くあげられる不満点ではあるが、即効性のある対策は⽴てづらいのが現状である。今後も、根気強
く教務委員会を中⼼に考えていきたい。
3. 授業以外の不満や質問について
授業以外での不満等に関しては、施設に関するもの（教室の室温等）
、駐⾞料⾦、パソコン教室のパソ
コン、持参させるパソコン、⽣協（7 号館のショップの営業時間や品揃え）が数多く挙げられている。例
年と同様な部分も⾒られるため、所属部署や各委員会で対策をたててもらうとともに、できないものに関
しては、なぜできないのかを含めて、丁寧に学⽣に説明することが⼤切だと考えられる。
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