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【調査の概要】

対象：195 名（2021 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：2021 年 1 ⽉ 18 ⽇〜2021 年 1 ⽉ 30 ⽇

回答数：184 名

回収率：94.4％
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質問１．　あなたの所属についてご記入ください。

男 女 計 男 女 計
卒業予定者数 19 76 95 33 67 100 195

回収数 16 70 86 31 67 98 184
回収率 84.2% 92.1% 90.5% 93.9% 100.0% 98.0% 94.4%

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
わかりにくい先生もいた
アロマなどなかなか受けられない内容の勉強ができて楽しかったです。
簿記を学べたり、WordやExcelなどのパソコン関係の知識をつけたりでき、よかった。
資格を結構取れた
どの授業もとても楽しかった
資格取得にむけ充実した講義を受けることができた。

授業で資格取得の勉強ができたこと
心理学系は学べてよかったと心の底から思いました。
授業中、話している人が多くて集中できない時がありました。
たくさんの資格を取れたこと。社会人になってから活用できるような知識を得られたこと。
体育の授業は体動かせてよかったです。
全体的に授業を受けるにあっての環境はとても良かったです。
簿記とか、商業系の基本的な授業はやってよかったと思いました。
知らなかったことやこれから役に立つことが沢山学べて良かった。

エクセルの資格を取得できたことがよかった。
分からないところを先生に聞けるところが良かった。
資格取得の講義は全体的に教員の教えがしっかりしており、取得することができました。

様々な授業を受けることで、自分に合うか、合わないかなども確認できたのでとても有意義だった。
９つのフィールドで様々なことが学ぶことができて良かったです。
自分の深めたい知識を学ぶことが出来たので良かった。
授業によって生徒による私語が多かった時があって困った。
どの授業もわかりやすい授業で、どれも役に立つ内容だったと思いました。
今後の生活に役立つような授業がほとんどで楽しかった。
ファッションビジネスがとてもためになった

どの講義も分かりやすくて良かったです。
様々な先生の個性溢れる授業が面白かったです。先生によってスライドが違うので面白味が出ててよかったです
どの授業も自分の知識の糧になるものだったので、良かった。

英語の科目が現代的でスマホを使ってできるので、とても気軽に英語を学べることができた
楽しく聞くことができましたがオンラインでのことでは悲しかったです。

 ちょうどいい課題量でやりやすかったです。うるさい人が多いので自由席はあまり好きじゃなかったです。
自分が全く知識になかった社会福祉についての社会問題のことについて知り、真摯に向き合うことができた。
一部、受講態度の良くない生徒がいることがたまに気になりました。
知識が豊富になりました。知らないことをたくさん知れました。

   椅子の幅が狭いほんとにおしりが痛くなります。椅子と机の幅も狭いです。席の出入りが不便。
私は金融機関に就職するので、金融の基礎や金融論は受講して良かったなと思います。マーケティングは勉強して損は無いと思うので学んで良かったです。
様々な分野のことを学べてすごく勉強になりました。

情報系の授業が多々も分かりやすかったので良かったです。
自分の気になるものを好きなだけ学べる点がとてもよかった。
様々な知識が身について成長に繋がった。
今年はコロナで急遽授業の体制が変わりましたが、早急な対処のおかげで快適に授業を受けることができすごく良かったし、ありがたいと感じました。
サービスマーケティングは受講してよかったと思いました
どの授業も充実していたと感じます。悪かったことは特にないです。
専門的な分野から教養科目など幅広くまなぶことができたので良かったと思った。
様々な資格を取得でき、よかったです。
簿記関係の授業は受講してよかったなと思います。高校時代では習えないようなことや簿記の知識をより深く知ることが出来たと思います。
色んな知識を学びました。

マーケティング、ホスピタリティ論は、自分自身の考え方や、これからの考え方を見直すいい機会になりました。
専門的なことが沢山学べて良かった。
色々学べてよかった。
医療事務系の講義は資格も取得することが出来たおかげで就職先の幅が広がった。
先生たちの熱意が伝わってくる授業が多かった。
途中からオンラインになってしまったがやりやすい授業だった
どの授業も積極的に受けれたと思います。どの授業も特に悪い点などはありませんでした。
対面の授業の出欠がGlexaとかだとちょっとめんどくさかったです。わたしはその場で書いて出す方が忘れなくていいかなと思いました。
コロナの影響が出てすぐオンライン授業になりとても助かりました。
パソコン系は自分のスキル向上になったのでよかった。

 マーケティング、企業論関係の講義が今後のためになるなと思いました。悪かったところは特にありません。
席が決まっていたのが良かった。

パソコンの授業はパソコン操作を覚えるために勉強になりました。
パソコンなど社会に出てから役立つことを学ぶことができた
2年になってからはオンラインが主だったが、オンラインでも分かりやすい内容でよかった。

商学科 経営情報学科
合計

少人数の授業は先生が教室内をまわってくれるのでその時に質問がしやすかったし、お喋りする人がいなかったから先生が注意しないで授業が進んで
いたのでやりやすかったです。逆に大人数は質問もしにくいしお喋りする人がちらほらいて授業が中断されてしまうということがありました。

全ての授業が自分の力になったと感じていますが、特にマーケティングや企業論などはとても勉強になりました。自分が利用する立場でしか考えたこと
がなかったことを、作る立場になって考えることができたので、また違った視点でいろんなお店や商品を利用することができるようになったと思います。

エクセルなどパソコンの資格を取れることは知っていたのですが投資など将来のことにも役立つ授業があったので凄く勉強になりました。先生方もいい人
ばかりで入学してよかったなと感じています。

簿記やWord、Excel、秘書、FP等の検定を受けて沢山の資格を取る事ができて良かったです。高校では学ばなかった、心理学やマーケティングを学べて
良い経験になりました。

オンラインでの授業で気になったのは、ネット環境によって音声や画像が変わってしまう事でした。同じだけ授業料を払っているのにそこで差が生まれる
のは良くないので、きちんとフォローアップしてほしいです。

マーケティングやホスピタリティの授業は特に面白かったです。すごく自分のこれからに役立つことばかりでした。あと心理学の授業も楽しかったです。多
くの資格が取れたのも本当に良かったです。悪かったことはゼミでなんでこんなことしてるんだろうと思う内容が多かったのでもっと自分の身になるような
活動がしたかったです。

中国語の授業は日本語と英語しかしらなかったのでとても新鮮で楽しかったです。簿記の授業やパソコンの授業は資格取得もできて自分の力を伸ばす
ことができたのでとても良い授業だったなと思っています。

地域社会学の講義は地域の方と関われたり、自分たちで企画をすることでコミュニケーション能力をつけることができたり、テストがパワーポイントを使っ
たのでパソコンの技術もつけることができ良かったです。
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経営情報学科
メモを取る授業がほとんどだったため、なるべく早く書くクセがついたと思います。何も言われなくてもメモを取るようになれたのはよかったと感じます。
講義もわかりやすくリモートになってからもやりづらさなどもなくよかったです。

 グループワークの取り組みやパソコンを使った授業が非常に勉強になった。資格などこれからのためになるものも取得できた。
コロナ禍の中で、学校で課題をやらなければ行けない時は少し学校へ行くのが怖かった。

 集中できない時があり寝たりしてしまった。授業外の勉強を頑張った。
 いくつかの資格をとることができたので、簿記など受けてよかった。

簿記とか経済とか秘書検定の授業は、就職して働く上で必要な知識を養うことが出来たと思う。
先生によっては、わからないところもしっかり教えてくれたので、とてもよかったです。
学校に入らないとやらないことばかりで、自分でやるとなったら出来なかったと思います。
簿記の課題がわからないときに直接教えてくださったこと。
どの授業も将来の役に立つ良い授業でした。個人的にはマーケティングと心理学の授業が受講して良かったと思っています。
語学の講義が面白かったです。
資格取得や一般教養など様々な分野で学べて、自分の成長を感じられて良かったです。
地域社会活動、地域のことをいろいろ学べてとても勉強になりました。
出欠席が先生によって違うため非常にやりづらい
マーケティングがよかった
先生とコミュニケーションが取りやすかった。

 色々な知識が得られた事が良かったですけどコロナのせいで家でやることが多かった二年生は色々大変でしたでしたコロナでも極力学校でやりたいと思ったで
大きいスクリーンで見やすい授業ができたことなど、授業環境がすごくよかったと思います。
ExcelやWordを使った授業は、私は高校で商業科だった為、ほとんど知っていることしか授業でやらなかった。
全ての授業がとても勉強になり、良かったと感じています。悪かったことはありません。

ノートを取る授業や実技系の授業は意欲的に取り組めたが、先生が淡々と進めていく授業がいくつかあり、授業に身が入らなかった。
オンライン講義がやりにくかったです

分かりやすく工夫してある授業が多かった。
茶道は実践でできて楽しかった。マーケティングは勉強になった。
分かりやすい授業だった。
Interactive Englishでは英語の学習だけでなく実際に会話をすることでコミュニケーション能力を上げることができとても良かったです。
レジュメと黒板やパソコンを使った授業をして下さった先生の授業はとても分かりやすく良かった。
コロナで大変だったのですがオンラインでテスト等が受けられるよう対応してくれたところがすごく良かったです。
全ての授業がわかりやすかった
全く使えなかったPCが使えるようになったこと
パソコンを使った実技系の授業など、技能を身に付けられる授業が多かった点がよかったです。
リモートの講義が良かった。
学業以外にも人としてもさまざまなことを学ぶことができた2年間だったと思います。

    好きな授業が受けられる。資格が取れる。面白い授業が多い。勉強が苦手でも単位が取れる。先生がフレンドリー。
金融系の授業は今後の生活にも役に立つのでとてもよかった思う。

 良かったことは先生が丁寧に教えてくれたりしてくれて、とても分かりやすかったです！悪い点は、少し教え方が雑な人もいた。
為になる授業が多くてよかった
ゲームプログラミングで作る楽しさがあったこと

スライドをGlexaにアップしてくれるのは助かった。
 秘書検定社会にでて大事だと思いました。

図書館司書の講義がためになった
ブライダルの授業が楽しかったです
作業系の科目で、近くの人と協力して考えてねーみたいに自由にやらせてくれる感じが、やっぱ大学だなと感じた。
経営の授業やマーケティングの授業は面白かった
自分のためになることがとても多かった
マーケティングについて先生の評価の付け方が、同じ内容なのに低く付けられている人がいて、苦手でした。
1年生の時に受けていた商業簿記と工業簿記がとても良かったです。私は会計事務所志望だったので、全経1級総合が取得できて強みになりました。
2年のほとんどはオンライン授業でしたが、なかなか集中して受けることができなかったです。
マーケティングの授業はレポートが大変だったが、自分で必要な情報を判断する力がついたと思うのでとても良かったです。
マーケティングの授業は非常に面白い授業でした、今後の生活や仕事をする上で必要な情報が手に入れることができた。
学生に関してですが、授業中に後ろでアイスを食べていたのが気になりました。
初めて学ぶことが多くて新鮮な授業が多かった

自分に向いていると思った授業をどんどん履修したおかげで、とても楽しめた。
体に関する授業で健康について学べて良かった。

良くも悪くも投げやりな部分が多いと感じた
 パソコン関係の授業で、難易度別に細かくクラスが区切られていたので、早すぎるや遅すぎるということがなかったので、充実した講義になりました。
色んな資格を取ることができてよかったです。
様々なジャンルの科目が学べて色々な知識を身につけられた。

 良かったことは資格が取れた。悪かったことはとりたいって思う授業があまりなかったことです。
 分からない所などは先生に気軽に聞けたので良かった

エクセルやワード、マナーについてなど、これから社会人になるために必要な力を身に付けることが出来て良かった。
短大で受講した授業の内容が、普段生活している中で出てくることがあって自分の知識として入りやすかった。

色々なフィールドがあり、自分の気になるものが何個も出来てよかったです。マーケティング・経営の基礎・法学概論・現代企業論は、 初は聞きなれな
い言葉も出てきましたが、分かりやすい事例で授業を進めて頂けたおかげで、毎回の授業がとても楽しく、自分の身になりました。授業を通して、この２
年間でメモ力がついてよかったです。1年生の前期に、必修の授業が集中していて、もっと１年生の４学期分の中で散りばめて授業を配置していくのもあ
りだと思います。2年生の３学期が授業の選択するのが薄く、コロナ化だったので取りたかった授業が定員に達しなくて受けることが出来ず、とても残念で
した。

マーケティングの授業などはとっても楽しく受けることができました。悪かった事は図書館司書の授業も楽しかったが、他の授業と被ってしまい受けたい
授業が受けれないという事があったので少し残念でした

課題に対する時間を一番かけて良いものを作ろうと努力できた。楽しかった。リモートになってからの授業は慣れていない分難しいことがあった。授業が
始まる前に知らない人が作った通話ルームがあり、間違えて入ったままで 初の説明が聞けないのがちょくちょくあったので対処したほうが良いと思う

先生方によって講義のスピードもやり方も違いますが、藤波先生の黒板に順序立てて説明文を書くのでなく、あちこちに必要な単語を書いていくスタイル
の講義はノートを取り辛かったです。

個人的に興味があった情報処理に関する授業が充実していたため、受講していて楽しかったです。また、その授業の先生との相性も良く、授業もわかり
やすかったです。

想像通りの講義の雰囲気があり充実している内容だったと感じました。悪かった点としてグレクサを資料だったり提出物だったりを扱う場所にしているの
にも関わらずサーバーの弱さから講義でも時間を取られたり、急ぎ足な教授の講義だと追いつかないことがあったりと入学当初は苦労しました。オンライ
ン講義の内容は教授それぞれに個人差はありましたがスムーズで実際の対面講義と遜色ない内容だったと感じました。
訳がわからない授業が数個ありました。もう少し優しい言葉で授業してくれれば私もみんなも分かりやすかったかなと思います。
途中で休憩を入れて下さったり、メモをする場所に印を付けてくださる先生がいました。私たちの目線に立った授業がとても良かったです。

図書館司書取ろうとしてたけど、他にも取りたい授業が色々あって、 初は図書館司書優先したけど結局諦めたから、もっと早く諦めて取りたかった授業
取ればよかったと思った。カウンセリング心理学は知識も技術も身についてよかった。少人数だったことも良い。取ってよかったなと思った。
履修変更の期間はもうちょっと長く欲しかった。コロナのせいかもしれないけど、授業受けてからやっぱ別のやつ取るっていう選択肢が欲しかった。様々
な分野の勉強ができることが短大の特徴で、それを求めて入学してるから、もうちょっとどうにかしてほしい。

interactive English の授業がきっかけで、もっと海外に目を向けたいと思えるようになり、交換留学を実現できた。幅広い分野を学べることで、自分と向き
合うことができ、新しい自分が発見できた。
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教科書や参考書を買わされたのに、ほとんどプリントで使われなかったこと。

自分の好きな言語を受講できたことがよかったです。
途中からオンライン授業になり、 初はうまく進まず、講義の受け方も難しかったのですが、、先生方が色々工夫してくださった事が良かったです。
専門的に学ぶことが出来た。様々な事を広く知識として身につけた。

ノートを書くスピードも生徒に合わせて時間を取ってくれたり、うっかり出し忘れてしまった課題も再提出欄を作ってもらえたりと手厚くサポートしてもらえて
とてもよかったです。
2つの学科が全員同じ教室に集まって講義をする時、きつきつになるのは仕方ないと思いますが、模試など狭くてやりづらく、隣との距離が近くて精神的
に苦しかったです。
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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。

男 女 計 男 女 計
①たいへん役に立った 8 20 28 11 22 33 61
②役に立った 8 46 54 17 44 61 115
③あまり役に立たなかった 0 4 4 3 1 4 8
④全く役に立たなかった 0 0 0 0 0 0 0

質問４．　1年次の「専門ゼミナールⅠ」（第2学期）の中で行われた初年次教育（ノートの取り方、テキストの読み方、要約の仕方、図書館の利用、
　　レポートの作成など）の内容は、その後の授業で役に立ちましたか。

男 女 計 男 女 計
①たいへん役にたった 4 12 16 7 10 17 33
②役に立った 9 44 53 18 46 64 117
③あまり役に立たなかった 3 13 16 6 10 16 32
④全く役に立たなかった 0 1 1 0 1 1 2

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。

男 女 計 男 女 計
①毎日使った 2 15 17 4 19 23 40
②ときどき使った 11 53 64 24 42 66 130
③あまり使わなかった 2 2 4 2 5 7 11
④全く使わなかった 1 0 1 1 1 2 3

商学科 経営情報学科
合計

商学科 経営情報学科
合計

商学科 経営情報学科
合計

18%

64%

17%
1%

全体

18%

62%

19%

1%
商学科

18%

65%

16%

1%

経営情報学科 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

33%

63%

4%

0%
全体

32%

63%

5%
0%

商学科

34%

62%

4% 0%
経営情報学科 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

22%

71%

6% 1% 全体

20%

74%

5%

1% 商学科

24%

67%

7%
2%

経営情報学科 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
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　　【理由等】
商学科
①の理由 パソコンでの課題が多かったから

オンラインになったため
１年生の頃はレポートを作成するのにしか使いませんでした。２年生になってオンライン授業になり授業はパソコンで受けていたのでほぼ毎日使っていました。
オンライン授業や課題の作成に使用したため。
レポート書いたり、teamsで講義受けたりしたから。
レポート作成や調べものに活用しました。
レポートを作成する時やパソコンの検定の練習、パソコンの講義の課題、オンラインで授業を受ける時に使いました。
レポートの作成と今はオンライン講義のためほぼ毎日使用していました
レポートの作成のため
レポート作成や調べ物するのに必要だったから。
オンライン授業や、レポートを作成したりなど、家にいる時はほとんど利用していたと思うからです。調べ物もパソコンを使って調べていました。
講義や課題作成
レポートなど。
レポートなどに使ったため。
ExcelやWord、レポート作成、オンライン授業に利用した。
ExcelやWordなどの検定の練習で使ったり、レポートの作成などですごく使いました。

②の理由 レポート提出で使用した
オンライン授業のため
1年次はレポートなどでもたくさん利用し、2年次では講義も少なくあまり使わなかったから
WordやExcelで作成する課題が多かったから
ワードやエクセル、パワポなどをよく使ったから。
ゼミのレポートとか課題とかで使った
オンラインの授業で使用しました。
レポート用にたまに使った
あまり使う機会がなかった
レポート作成、事前学習のため。
毎日ではないけど、レポートなどの課題をつくったり、卒論を書く時にたくさん利用しました。
レポートを作成した。
毎日必要ではなかったから使わなかった。
レポートの作成や、調べ物に活用したから。
レポート等の作成ではノートパソコンを使いましたが、分からないことを調べるということに関してはスマホの方を利用しました。
レポート作成や卒論作成に利用した。
サクサク動くので使いやすかった。
レポートや調べ物をする時にパソコンを使った。
レポートや卒論を書くときに使ったから。
課題とかやるために
レポートを作るため。オンライン授業を受けるため。
オンラインになってからは使う頻度が多くなったと思います。対面授業だけで、ゼミなどでは使用しなかったので毎日ではありませんでした。
レポート制作時に調べ物をしたりした
毎日は使用しなかったが、レポートの作成でよく利用した。学校に持っていくのがとても大変なので授業で使うことはなかった。
スマホでできないレポート作成などは全てパソコンでやりました。タイピングも速くなったしパソコンに慣れることができました。
レポートを作るときだけパソコンを使いました。
課題やレポートの時に使いました。

レポートに使用したため。
レポートの作成などがあったから。
安いパソコンだからスペックが低くて学校のパソコン使った方が楽
レポートとをつくるため
レポート作成やExcel練習などに役立った。
レポート作成やオンライン授業で使用した
必要があるから。
課題で使った
授業の課題やレポート作成には利用した。タイピングも早くなった気もします。
ゼミのレポートや講義のレポートをまとめるときに使った。
レポートなどの課題提出
特にWordなどのレポート作成時にはよく使いました。学校でやっても終わらなかった課題を家でやったりしていました。
エクセルやワードの練習
毎日使うようなことがなかったから
レポートの提出があったので使った。
課題や検定試験大策として使ったが、学校のパソコンと使うこともあったので毎日は使いませんでした。
課題の時に使いました。
レポートの作成や、Excel、Wordの練習に利用した。
家で課題をやったりするため
他の大学と比べてレポートは少ない気がするが、多少はレポートを書くことがあったため。

③の理由  自宅のパソコンを主に使っていたから。
基本的に学校で使うことが多くあまり自分用では使わなかったから
パソコンがボロかったから

④の理由 デスクトップパソコンを持っていたため。

毎日ではないがかなりの頻度で使用しました。レポートを書いたり、調べ物をしたりする時等に使ってました。Word・Excelが入っているのはこのパソコン
だけだったので利用頻度が高かったです。
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経営情報学科
①の理由 オンライン授業やレポートの作成、なにかを調べるのに使用しました。

便利なのでレポートを作る際はよく使っていました。
レポート作成やteamsを使うため
オンライン授業のため。
レポートを家で作成するときや、殆どがオンラインだったため使った。
レポートを作成するのは大変でしたが、復習になって本当に頭に残りやすいというかとてもいいなといった感じでした。
パソコンの方が使いやすいツールがあったり、スマホじゃ画面が小さいと思ったため
課題のために使った。
PCの方が操作が慣れているから使いました。

ノートパソコンは買わなくて良かったのに、友達に言われてましたが、個人的にはとても役に立ちました。休みの日でもレポートの課題をやるのに助かりました。
課題にも使ったけど、オンライン授業になって使った
オンライン授業になったから
レポート作成から就活の情報収集まで、スマートフォンだけでなくパソコンの活躍する機会があったため。
学校から出されたレポートをusbメモリに保存したおかげで、レポートの提出を早めることができたから。
学校の時間だけでは終えられない課題や、データで提出する課題もあったため。
オンライン授業のために買ったので毎日使ってました。
リモート授業になってからパソコンは毎日使いました。また、卒論を書くのもパソコンを使ったので入学時に購入しといて良かったと思いました。
講義や課題で使っていたから。

②の理由 レポートを書く時などに使いました。
課題提出やゼミ関係の提出物、teamsで使う機会があったため。毎日ではないが、三日に一回くらい使った。
課題などに使った。
毎日レポート課題がないから
レポートを書くため
レポート作成とかで必要だったから
限りなく、知識と能力は増えた
パソコンを使っての課題提出以外使い所がなかったため
WordやExcelの講義をとっていたから。
ノートパソコンを利用して作成するレポートがあったため。
課題作成やレポートなどで使った。
レポート
レポートやオンライン授業では必要だったから。
主にレポート作成と検定前の練習と卒論に使った。
レポートや卒業論文の作成でWordを利用したりネットで調べたりしたため。
レポートなどで使いました
レポート時に使った

Excelとかパワーポイントの練習につかっていた。
パワポや、卒論
レポートを書く以外使い道がなかったから。
オンライン授業が多かったから。
レポートを調べながら作る時に使用した。
ノートパソコンではありませんが、レポート作成や調べ物等に利用しました。
課題があったから。
レポートなどを書くときに使いました。
課題、ゲームなどに使用した。
レポートの課題などで使った。
ゼミがパソコン使うやつだから
レポートを作る時などに使っていた
レポートを作成するため
使うことが少なかった。筆記の方が多かった
レポート作成などで利用した。
オンライン授業、授業レポート、卒業制作なとで使った。
レポートやメール作成などで使った。
出席レポートを書いたため。
レポートを作るときは毎回所有しているノートパソコンを使ったから。
私のパソコンは処理が遅いので学校のパソコンを主に使っていた。
課題のレポート作成やオンライン授業で活用した。
wordやExcelなどを使うから
デスクトップやスマホなどのほうがアクセスが速く便利であった。また顔を出したり、声を出すことがなかったのでマイクなどは要らないと思った

 レポートなどで使った。
必要な時に使ったりしていてあとは私用や趣味で使ってました。
 レポート作成時など。
課題がある時にしか使っていませんでした。
生協で勧められて買ったパソコンは高いのに使いづらかった。だったら電気屋で普通に気に入ったものを買えばよかった。
レポート作成や報道局での資料作り。
パソコンで取り組む事が多かったから。
卒業論文やレポートの作成などに使用した。
レポートをパソコンで行ったため。
アンケート･レポート作成、就活の際にも家にパソコンがなかったので申し込み等に使った。
レポート作成などで使いました。
そこまで、パソコンはつかわなかった。
レポートや課題作成に使った。

③の理由 安いやつを買ったので動きが遅くてイライラするから使いたくなかった。1年生の時は特にレポートが多かったから使わざるを得なかった。
自業自得ですが使えなかった時期があったのであまり使えたませんでした
たいていの学習は学校に設置されているパソコンが、スマートフォンを用いれば用件が済んだのであまりノートパソコンは使用しませんでした。
学校でやることが多かったから
レポートを出すときしか使わなかった
授業後のレポート作成など
授業以外ではあまり使いませんでした。

④の理由

オンライン授業がある時や、レポートの提出の必要がある場合に使いました

マーケティングのレポート作成をする際に、１番初年次教育は役立ちました。ノートパソコンに関しては、家でレポート作成をするときに主使いました。その
他にも、学校に持参し使用しました。また、メソフィアやGlexaを毎日確認していたので、それにも使用しました。

現在は全てオンラインで受講しているのでほぼ毎日使用していますが、前はレポートを書く時くらいしか使いませんでした。レポートはパソコンでやった方
が楽ですが他のことは携帯からでも出来るのでそんなに頻繁には使いませんでした。

自分はデスクトップPCを所持していることもあり家ではノートPCを使わないことが多いです。それを考慮しても学内でノートPCを利用する機会というのは
全くと言っていいほど無かったです。
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質問6．　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？

男 女 計 男 女 計
①非常に良かった 9 39 48 20 40 60 108
②良かった 7 27 34 11 25 36 70
③悪かった 0 4 4 0 2 2 6
④非常に悪かった 0 0 0 0 0 0 0

　　【理由等】
商学科
①の理由 とても親身になってくれた、雑談などもした

就活にむけて、大切な話が多くできた。
就活のときも積極的に声かけしてくれ助かりました。
進路の事でお話できた。
就職活動や普段の生活において色々アドバイスを貰えたから。

  時間ある時に話して楽しかったです。お身体には気をつけて過ごしてください。社会人頑張ります。
色々な相談にのってもらい、良いアドバイスを分かりやすくしてくれたため。

親身になって相談にのってくれた。
就活の質問や疑問を全て解決してくれた。
特に就活の支援の面で、本当に助けられたから。

近では卒業するにあたっての不安など、親身になって聞いてくださいました。
就活の時にとても心強かった。
とてもフレンドリーで話しやすかった。
就職活動でも相談することができて、学校に行った時に研究室に行って話をしたり、とても楽しい時間を過ごすことが出来たからです。
就職活動の時に的確なアドバイスをいただけた
親身になって話を聞いてくれたので嬉しかった
学生生活でわからない事や困った事をよく相談にのってもらいました。おかげで、楽しい学生生活を送る事ができたと思っています。
色々な面で手厚くサポートしてくれた
一人一人の就職活動を把握していて、いつもアドバイスや自分にあうような企業を教えてくださってとてもお世話になりました。
何度か気にかけてくれたからです。
相談をするととても親身になってアドバイスをしてくださいました。とても話しやすかったです。
就職活動の際に文章の添削などを見てもらえたからです。

 就職活動の際にとても親身になってくれたから。添削だけでなく、オンライン面接など慣れないことについても指導してくれたのでとても良かったです。
親身になって話を聞いてくれた。

なんでも話を聞いてくれた
親身に相談を聞いてくれた
常に相談に乗ってくれたり、沢山助けていただいたので。
就活時などたくさんの相談をすることができた
わからないことがいっぱい有って、先生がよく説明してくれる。
いつも話を聞いてくれたり、気にかけてくれた
就活の手助け（履歴書、エントリーシートの添削）などをしてもらってとても助かったし、会社の選択も一緒に考えてくれてありがたかったです。
就職活動の際、親身になってアドバイスをして下さったり、添削なども丁寧にして下さったからです。
進路のことから学生生活のことまで、相談に乗ってもらったから。
就活の際にとても親身になって考えてくれた。たくさん気にしてくれた
ゼミの提出のことについても分からないことがあったら教えてくれたし、就職活動についても相談にのっていただきました。
成績関係でも進路関係でも心配したり、こちらの不安をなくしたりサポートをしてくれた。
就活の時色々サポートしてくれた。

後まで親身になって相談に乗っていただけたから

商学科 経営情報学科
合計

とても優しくて、相談しやすい先生だったので、分からないことや不安なことを話したい時に話すことができました。特に就職活動のときは沢山相談に乗っ
て頂きとてもお世話になりました。

本当に親身になって下さり、細かいことなど分からないこと全てに対応してくださったからです。また、心配をしすぎるのでもなく、ある程度本人に任せつ
つ、対応をするなど、適度な距離を保ってくださったのでとても頼りやすく、安心して生活することができました。

59%

38%

3% 0%全体

56%

39%

5%
0%商学科

61%

37%

2% 0%

経営情報学科
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
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卒論や、就職の相談に対応していただきました。
就職活動で分からないことや不安なことをたくさん相談させてもらいとてもお世話になりました。
とても話しやすく接してくれました。
履歴書の添削や、就活中の相談などのってもらえたため。

②の理由 いろんな面から話を聞いてくれた
あまり話す機会がなかった
就活中に様々なアドバイスや意見をくださり、とても助かったから。
優しかった
自分の悩みをしっかりと聞き、アドバイスをくれた
就職活動でたくさんアドバイスを頂いたため。
叱ってくれたりいろいろ教えてくれたから
時々電話をかけてアドバイスを貰っていたからです。
就活中に気にかけてくれた。
自分が分からないことに相談に応じてくれたり、授業でいろいろなことを教えてくれたから。
就活の面で心配してくれたりしました。
親身に就職相談や丁寧に授業を教えてくれました。
相談した際、親身になって聞いてくれた。
進路で迷った時にアドバイスをしてくれて参考になった。
しっかりと指示とかしてくれたから
履歴書等の添削をしてくれたり、進路の相談を親身に聞いてくれたから。
いろんなこととか細かいことまで考えて助けましたことがたくさんありました。
授業とか分からないところを聞きやすかった
学生に親身になって接してくれる先生だったので、就活中も相談しやすかったです。
本音で語ってくれる人でした。
就活のことについて相談にのってくださったり、面接練習もしてくださったから。
就活や卒論の相談など、直接でもメールでも丁寧にアドバイスを下さって助かりました。
進路指導の相談を聞いてくれて、アドバイスも頂いたから。
親しみやすかった。
いろんなアドバイスをしてくれたから
就活の相談にのってくれました。
就職に際して良いアドバイスを提示してくれた。
いつも、的確にアドバイスをくれたから

③の理由

そんなに学生生活でしゃべることはなかった。

あなたはしっかりしてるから、つい後回しになってしまうと言われました。先生も大変だとは思いますが、ちゃんとやっている人がそんな扱いを受けてしまう
ような指導は良くないと思います。
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経営情報学科
①の理由 進路を決めるときや履歴書などを作る時も相談に乗っていただいたからです。

就職のことなどでたくさん相談にのっていただいた。
分からなかったり、心配なことを親切に教えて貰ったりした。

 いつも寄り添って考えてくれた。素敵な先生
たくさんアドバイスをいただいたから。
就職活動ではエントリーシートの書き方からお礼状の書き方までとても丁寧に教えもらえて、学校生活以外の悩みも聞いてくれたのでとても支えになりました
聞いたことはちゃんと返してくれる
就活以外でも、色々教わった。
結果内定も決まり、助けられたから。
就活のときに親身に相談に乗ってくれたので心強かったです。
すぐに相談できる環境で、すごくありがたかったです。
就活や普段のことなどよく相談に乗ってくれたため
とても相談しやすくて、たくさん話を聞いてもらえた。
先生には色々迷惑を掛けてしまっていて大変心苦しいです
進路のアドバイスをもらった。
就活のことや、その他のことでもたくさん話を聞いてくれたりしてくれた。
先生が支えてくれなかったら無職になっていたと確信するくらい本当に助けていただきました。感謝しかありません。
留学のことに親身になって考えてくれ、相談に乗ってくれた。
様々な内容の話も親身に聞いてくださったり、アドバイスを頂いたりしたため。
進路相談などでアドバイスをくれました
とても生徒のために就活に対して、相談などをしっかりしてくれて良かったです。

いつも気にかけてくれていたのですごく助かりました。
就活でアドバイスをしてくれた。しっかり聴いてくれた。
就活の時など、いろいろ相談できてよかった。
就職活動の時に面接の練習や履歴書の添削を引き受けていただき的確なアドバイスをしてもらえたからです。
親身になっていろいろと相談に乗っていただいたため。
親切に教えてくれました。
一年の初め頃休みがちだった時にどうにかしようと話を聞いてくれたりして熱心だなと思ったから。
就職に関してや学校生活のことを話しに研究室に行き、話したりしました。色々な面でサポートをして下さり、ほんとにありがとうございました。
就活とかにも優しく、授業も丁寧で素晴らしい人だった。
就活の時お世話になりました
いつも困った時にすぐに相談できました。就活の時でも色々相談することが出来たので、飯塚ゼミで良かったなと思います！！
親身になって聞いてくれた
相談にのってくれた。
わからないことを聞くと求めてる以上の答えをくれたり、内定報告をしたときも、 後にもう1回だけしっかりと家族と話し合ってと、冷静なアドバイスをくれた。
就職活動でお世話になったので
親身になって相談に乗ってくれたので話しやすかったです。

主に就活関連の相談がゼミ担の先生に気軽にできたことが良かったです。
とても親身になって接してくれて困ったことがあればすぐ相談できた
ゼミナールでのアドバイスだけでなく、日頃から、自分の就職や将来について、真剣に考えてくれていたから。
親身になって話を聞いてくださり、話もしやすかったから。考え方が似ていたから。
相談したら親身になって聞いてくれたので嬉しかった。

分からないことなどなんでも相談出来たから。
学校生活だけじゃなく日常生活などの話をしやすいのもあり、気軽に相談できるからよかった。
親身になって話を聞いてくださったり、アドバイスを沢山頂きました。就職活動も、一緒に探してくださり、面接練習など大変お世話になりました。
様々な場面でお世話になった。

②の理由 悩みを親身になって聞いてくれました。また的確なアドバイスもとてもありがたかったです。

非常に発表の機会がありテーマに沿って二年間を通して向き合っていただきました。
相談事などをよく聞いてもらったから。
就活支援をしっかりサポートしてくれた。
いろんな事の面倒を見てもらった
就活の文章の添削はとても助かりました。
優しく指導してくださいました。
経済の興味深い話や社会にでてからの知識などを教えていただきました。
就活で気にかけてくれたから。
私が就職のことや卒業研究などで困っていた時に様々なアドバイスをもらいました。
そんなに良くなかった
色々相談できたから。
どういうことをやりたいのかをめいかくにすることができた
話しやすかった。

後まで就活に熱心に取り組んでくれたので
就活時にお世話になった
親身になって就活をサポートしてくださいました。
話すと物知りで自分の知らないことを教えてくれる。
特に困ったことがなかった
就活などではアドバイスを貰ったが距離があった気がする
就職のときなど相談にのってもらった。
家庭内の悩みや何気ない雑談、講義の課題のサポートまで手伝ってくださいました。
進路について助言してくれた。

就職や卒研について、丁寧に細かく指導していただきました。
就活や卒論を提出するときにも、サポートしていただいたり、アドバイスをたくさん頂きました。
色んなことを教えてくれて自分のためになったと思うから
特に就職活動では沢山相談に乗ってくれてとても安心した。
他のゼミより早め早めに動いてくれて、面接で話せるような活動を勧めてくれた。

③の理由

コロナで大学が基本出入り禁止の時に荷物をロッカーに取りに行きましたが、その時に親切にして頂きました。それ以外にも卒業研究のアドバイスなど
相談に乗っていただけてとても助かりました！

就活についても親身に相談やアドバイスをくれたり、企業についても教えてくれて本当にありがたかったです。就活以外にも普段からたくさん話をしてくだ
さって、相談も聞いてもらったり、私の学生生活になくてはならない存在でした。
普段の生活から就活のサポートまで全ての面を見てもらいました。特に就活はゼミナールの先生がいなければあんなに早く内定を貰えてなかったと思い
ます。自分一人ではないという心の支えにもなりました。

就活時にコロナ過というのもあり気分が落ち込んでいた時に励ましを貰えた。自分は相当自由に好き放題やらせてもらっててそれでも許容していただい
たことに感謝しています。

優しいから良かった。体育祭に対する姿勢が自分の考えと合っていて良かった。学生側の意見を尊重してくれるのはいいけど、卒論とか就活とか、もう少
しアドバイス欲しかった。

やはり周りのゼミと比べてしまいますが、他より厳しく課題も多い中で入ったゼミに後悔したときもありましたがお世話になった部分も多くあるので「良かっ
た」とさせていただきました。今思えばゼミ長としてもっと貢献してくればよかったなと思っています。

主観や偏見が凄かった。話を聞く分にはこういう人もいるのかって思えて面白かったけど、自分の嫌いなものやすきなものを絶対と思っていて押し付けが
ましかった。

11



質問7. 　大学には、学生課・教務課・キャリアセンター・情報センター・総務課などがあり、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。

男 女 計 男 女 計
①たいへん満足している 5 26 31 11 27 38 69
②満足している 11 40 51 16 36 52 103
③あまり満足していない 0 4 4 4 4 8 12
④全く満足していない 0 0 0 0 0 0 0

　　【理由等】
商学科
①の理由 特に学生課、教務課の職員の方にお世話になりました。いつも親身に話を聞いてくださったり明るく接してくださって嬉しかったです。教務課は冷たい印象です。

優しく対応してくれた
就活、資格取得など様々な場面でお世話になった。
就活時に欲しい資料はすぐにメールで送っていただけたので助かりました。また内々定をいただいたときも凄く喜んでいただけて嬉しかったです。
親切に対応してくださいました。
分からないことを聞いた時に丁寧に教えて貰えたし、学生生活や就職活動をしっかりサポートして貰えたから。
丁寧に対応をしてくれた。

丁寧に教えてくれた。
就活などでキャリアセンターの皆さんがしっかり対応してくれていました。
あまりお話する機会はなかったのですが、それでも非常に丁寧に接してくださったと感じています。
丁寧な対応だった。
学生課では、話しかけやすい雰囲気で気軽に話すことができた。キャリアセンターでは、就職のアドバイスをもらって、役に立ちました。
キャリアセンターでは、就職活動をする中で相談することが出来ました。

 試験前試験後に電話をしてくださったり、1社受かったけど…県内で働きたいんですと告げた時も色々な企業を教えて頂きとても有難かったです。
優しく対応してくれた

 キャリアセンターは特にお世話になりました。相談事にすぐに対応してもらって嬉しかったです。
就活で参考にしたい資料などをメールで送ってくださった点がとても良かったと思います。
とても優しかったです

就活のときに面接練習や相談に乗ってくれた。
本当に親身になって支えて下さり、一人一人へのサポートが手厚勝ったからです。
沢山お世話になったので。
情報センターは特に、困ったことがあるとすぐに改善して下さったので助かりました。
就活の際は本当に色々な面でサポートしていただいたため。
電話で相談したいことや聞きたいことがあった時すごく丁寧に対応してくださいました。
こちらも 後までわかりやすい解説をして頂けたので
就職活動の時に履歴書の添削や面接練習をしてもらいました。

②の理由 わからないことなど、丁寧に対応していただきました。ですが、入りづらい気がしたので気軽に行けるようになると良いと思います。
就活のことでいろいろ気にかけてくれたから
キャリアセンターの方々はとても優しい方々でしたが学生課や教務課の人達はちょっと怖いです。
就職や進学に関して丁寧に説明してくれたから。
キャリアセンターによく電話をしたが、質問にも日程決めにも丁寧で迅速に答えてくださって、就活もスムーズに進んだから。助かりました。
丁寧にまた、就活のための情報をたくさん仕入れてくれました。
もう少し早めに連絡が欲しいと思う時があった。
就活のときに支えになった。
ちゃんと聞いてくれる
困った時に手助けをしてもらい助かりました
何度か質問を電話でしたときに、親身になって返答してくれたから。
連絡がギリギリの時があり、少し困りました。
就職についてなど自分から行けばしっかりと相談に乗ってくれるから。
たまにどこの課、又はセンターに相談すれば良いのか分からなくなることがありました。
とても話しやすかっです。

それぞれ専門のサポートをして頂いたのでよかったと思います
助けてくれたから。

丁寧に指導してくれた。
相談したら親身になって考えてくださった
私の話や聞きたいことをわかりやすく丁寧に教えてくださったから。
対応がとても良かったです。

どんな時も相談に乗ってくれたりしていたから
必要なことがあれば多少無愛想でも対応してくれたため。

③の理由 感じが悪い
役に立たなかった
呼んでも気づかない時があった

就活の時本当にキャリアセンターの人がいなかったら内定をもらえなかったと思いました。本当に親身になって協力してくださりました。教務課？の女の
職員の方はいつもニコニコで壁がなくて話しやすかったです。

ほとんどの事務職員の皆様はよかったのですが、学生課の一部の職員の方が不親切なことが多かったので、あまり頼りたくないなと思うことが多々あり
ました。
券売機に忘れ物をしたら直ぐに連絡をくださったり、就活のサポートもしてくださったりなど、あらゆる面で大学の職員の方々に助けて貰っていたなと改め
て思います。

キャリアセンターの皆さんは就活の時には大変お世話になりました。とても学生に親身になって相談にのっていただいてありがたかったです。
どことは言いたくないのですが、すこしだけいい印象ではない方がいて、話しかけにくかったところがありました。

キャリアセンターへ相談をしに来てと言われるが、入りにくい雰囲気があった。体温のアプリが使えない時に出席の確認もそれであると言っていて、心配
して行っているのに事務の人のいちいち来ないでという感じが気になりました。アプリができない時は紙でなど、ちゃんといれろと言うわりには適当な時が
あってちゃんと入力を見ているのか気になりました。

商学科 経営情報学科
合計

資格取得や、就職活動、さらには学校生活で分からないことや不安なこと、その全てを学校の職員の方々にサポートして頂きました。入学してから不安
なことも教務課や学生課に行って解決したり、就職活動の時にはキャリアセンターの先生方にたくさん助けて頂いたのでとても満足しているし、感謝して

37%

56%

7%
0%

全体

36%

59%

5%
0%

商学科

39%

53%

8% 0%

経営情報学科
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
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経営情報学科
①の理由 わからない事など聞いて教えていただいたり、進路の事などで相談に乗っていただいたからです。

就活などで気にかけてもらった。
 学生生活に対していつも気にかけて下さった

キャリアセンターが少し入りにくい雰囲気だと思いました。
それぞれの課のみなさんが優しく対応してくださった。
就活のとき、キャリアセンターの職員の方達にとてもお世話になりました。対応も丁寧かつ迅速でありがたかったです。
進路について、沢山情報を伝えてくれたので、就活しやすかった。
ここがなかったら色々無理でした本当に!
困ったときに、対応してもらった。
就活のことなど、すぐに対応してくれた。
優しい先生ばかりで助けていただくことも多くありました。ありがとうございました。
資格奨励金の案内や資格取得へのサポートを丁寧にしてもらった。
就活の際役立った。
就活の時などとてもお世話になりました。
学生生活をする上でとても必要な方々です。
キャリアセンターの人とかも優しかったです。
就活の時など親身になってくれた
みんな優しい

 どれも困ったらすぐに相談できました。キャリアセンターでは就活中にとてもお世話になりました！
困ってることを聞いたら、すごい丁寧にアドバイスくださって助かった。
たくさんの方にお世話になりました
キャリアセンターの先生方にはとくにお世話になりました。
いろいろと困ったことがあっても、すぐに相談ができやすい環境だと思ったから。
 キャリアセンターでは、コロナ禍の就職活動は学生だけでなく、先生方も初めてなのに親身になって指導していただきました。ありがとうございました。
分からないことを直ぐに教えてくれる。
どの課も丁寧に教えてくれたり助けてくれたりしてくれた。とくにキャリアセンターにはすごくお世話になりました。
キャリアセンターは就職活動の時に何回かお世話になったが、どんな企業があるか私の希望を含めて的確に教えてくれ、助かった。
自分の質問に適切に答えてくれた。
とてもよく利用したから。

②の理由 キャリアセンターには大変お世話になりました。相談もしやすく、アドバイスをたくさんしてくださってとても助かりました。
 お電話を通して進路関係のご相談をいただく機会があり、ほかにも何人といる中で大変お世話になりました

親切に就職の対策などを対応していただけたから
分からないことはしっかり教えてくれた。
就活のことについてキャリアセンターに問い合わせたら相談に乗ってくれたのでとても助かりました
すごく学生のことを気にかけてくれる
親切な対応でとてもいきやすい環境でした
親切に対応してくれました
正直あまり利用しなかったのでとても良い印象があるわけではないですが特に悪い印象もありません。いまだにどこにあるのか知らない所もあります。
対応がやさしかったと思う
学生課にいっても、気づいてもらえない
困っていた時に相談をしに行くといつも丁寧な対応をしていただいた点です。
相談しに行くと、とても丁寧に対応してくださった。
キャリアセンターを就活の際に利用したため、お世話になりました。
親身になって丁寧な対応をしてもらったからです。

自身があまり利用しなかった。
よかった
満足してるため特にないです
学籍番号言うタイミングがわからなかった
学生課の高圧的な感じは苦手だった、教えてもらおうとしても｢は？｣みたいな感じを何回か受けて行くのが億劫になったことは度々あった。
すごく細かく対応してくれる人はいたが、冷たい人もいたので普通だった
笑顔で優しく話してくれる方もいれば、塩対応な方もいらっしゃいました。
就職支援でのサポートを主に利用させてもらいました。
分からないことは聞きにいけば丁寧に教えてくださりとても助かりました。
丁寧に対応してくれた
とても親切だった。
多くの職員の方はとても丁寧に対応して下さったが、たまに気持ちのいい対応でない職員さんの時があったから。
厳しくしてくれたので身にしみました。
たまに窓口に行くのが嫌だなと感じる対応の方がいました。
就活時にはたくさんお世話になりました。利用してよかったなと思っています。
合格証書を頂いた際に笑顔で渡してもらった。

丁寧な対応をしてくださりました。

③の理由 友達でもないのに、タメ語で話さないでください。
 教務課の人達が怖い。突き放してくる感じ

コロナの自粛期間中特にサポートが欲しかったなと思いました。
困ったことがあり頼ってみようと思い相談したが明らかに機嫌が悪そうな感じでイライラしながら対応された
私としては職員の方がいる場所は行きづらい場所なので、もう少し職員の方には優しい対応をしていただきたいです。

特に情報センターの方たちには、 初の頃よく機能等が分からずに頻繁に利用していました。少しした疑問等にも、迅速に対応して下さり嬉しかったで
す。たくさんサポートをして下さりありがとうございました。

授業の単位は足りるかなど質問したことに全て答えていただいて有難かったです。授業料を納めなきゃいけないとき数分遅れてしまったのですがそれに
も対応していただけて助かりました。
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男 女 計 男 女 計
①たいへん満足している 3 6 9 7 11 18 27
②満足している 7 41 48 16 38 54 102
③あまり満足していない 4 16 20 4 10 14 34
④全く満足していない 1 0 1 0 3 3 4
⑤利用していない 1 7 8 4 5 9 17

　　【理由等】
商学科
①の理由 パソコンを使った課題などにパソコン室をとても使ったからです

パソコン室をよく利用したのですが、印刷の機能やパソコンの充実がとても満足しています。
コンピュータ教室は次の講義の合間によく使用していました。使いやすかったです。
駐車場はとても使いやすかった。
冷暖房の設備が良かったです。
設備が整っていた。
つかいやすい
便利だから。
全体的に綺麗だったから

②の理由 冷暖房の効き具合が場所によって違いすぎてそこが少し不便だなと思いました。
空いてるパソコン教室が自由に使えて良かったが、授業で使わない自習室用のパソコン教室が欲しかった。
綺麗で使いやすかったです。
大きい講義室(階段状になっているところ)の下の方に座ると、冬に講義を受ける時に暖房入れてもかなり足元が寒いのでそこだけ改善されればいいと思った。
パソコンがいろんなとこにたくさんあるから
使いたいときに自由にパソコンが使えるので、設備がとてもいいと思う。
基本的に満足していますが、コンピュータ教室のパソコンが、場所によってはワードの仕様が異なっていたのが少し気になっていました。
どの施設も使いやすかった。
利用しやすい
パソコンのものを印刷したい時に、自由にパソコンを使えてよかった。
1、2号館の教室は少し狭いし冷暖房があまり効いてなかった。

駐車場のカードが毎回読み取りエラーになる
いつも綺麗にされていたので。
パソコン室のパソコンがたまにつかないやつがあって不便でした。
コンピュータールームが一時期使いづらかったが、すぐに治った。
コンピューター教室の設備がしっかりしていたから。
パソコン室にゴミ箱が欲しいと思った
PC教室は授業で使っていない時間は自由に利用できる制度はいいと思った。
パソコンが使いやすかったです

いつでも使えたので良かったです。
設備が大変整っていて、大変快適な生活をおくることができたからです。
冬になると寒い教室もあったので暖房器具がもっと充実すればいいと思う。
コンピュータ教室をよく利用させて頂きましたがとても使いやすかったです。

綺麗で気持ちよく使えました。
トレーニングルームの説明会は聞きたい人だけだったような気がするので、全員にすればいいと思いました。
コンピューター教室の仕切りがある部屋よかったです。
全体的に施設は快適に過ごせました。
綺麗に掃除をしていただいていたので使いやすかった。

 コピー機が無料で使えるのがとてもよかったです。しかし、時々誰もいないのにエアコンが付いている教室がありもったいないなと思いました。
とても使いやすく教室が空いていればいつでも使えるから
必要なことは事足りたため。

③の理由 駐車場代金が高い、返金がない
駐車場代が高かった
駐車場代タダでもいいと思う。いちいちチャージしに行くのがめんどくさい。
コロナによってトレーニングルームをほぼ使えなかった。
駐車券のシステムが使いづらいと感じました。
パソコン室のWiFi環境が悪くたまに遅い時があった
パソコン室のパソコンがたまに停止してしまうのが不便でした…。
短大側は色々と施設が古い
駐車料金が高すぎる
パソコン室で印刷する時にインクがない時があった
利用したくてもできない機会が多かったから。

④の理由 エアコンが臭い

質問8．　あなたは本学の施設・設備（コンピュータ教室、トレーニングルーム、体育館、教室、グラウンド、駐車場等）に満足しましたか。
           その理由や要望など、お気づきの点を記入してください。

商学科 経営情報学科
合計

コンピュータ教室ではレポートを作成したり、印刷をかけることが出来たからです。グラウンドや体育館をもっと自由に使うことが出来れば、私も利用した
と思います。駐車場は親が迎えに来てくれた時に停めることが出来ないので困ります。教室はもう少し暖房がしっかりしてくれていればいいなと思いまし

いつもきれいに掃除をしてくれていて本当にすてきでした。あいさつも掃除の方がにこにことしてくれてうれしかったです。第1駐車場と第2駐車場は解放さ
れるのに第3駐車場だけ解放されないのでそこだけちょっと解放してほしいなと思っていました。

学校でパソコンが使えてとても助かりました。教室はエアコンが利いていて快適だったのですが、コロナウイルスで換気をしなくてはならず、授業中ドアを
開けていてドアのそばでの授業の時は寒かったです。

15%

55%

19%

2% 9%
全体

11%

56%

23%

1% 9%

商学科

19%

55%

14%

3% 9%

経営情報学科
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利用していない
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経営情報学科
①の理由 特に家から短大まで遠いので駐車場はとてもありがたかったです。

コンピューター室で課題などをやる機会が多く、1番使っていた。
ないです　強いていうとこのままの感じでいて欲しいです
使いたいときに使える
どこも綺麗に掃除されていて気持ちよく利用できました。
課題作成のため、よくコンピュータ教室を使った。

 サークルなどで使った時に楽しかった。
特に施設に不満はなかった。
上記の場所はあまり利用してないですが、満足しています。
コンピューター教室は、空いている時間に学習ができやすい環境だと思ったから。
車で登校しているので駐車場が広いのがとても良かったです。
コンピュータ教室は沢山あって空きコマの時に使えたのでよかった。

②の理由 設備も整っていたので利用しやすかったです。
 大学側の施設は利用していない。短大の大教室(232とか121とか)は前が暑くて後ろが寒いのが嫌。あと穴空いている椅子とかあるから、補修工事して欲しい。

非常にいつもきれいで清掃員の方には感謝しており、施設も使いやすく満足している。
設備しっかりしてるいが、自由に使えない
サークルで体育館を利用し、設備が整っていたから
不満を感じた事はないから。

 駐車場の料金が高かった。今年はコロナで学校にいけてなく、駐車場のチャージが余ったのは返金してほしかった。
申請すれば使わせてくれる
駐車場代が高い
サーバーが少し重かったから。
いつも綺麗に保たれていた。
使いやすかったです
あまり利用はしませんでしたが利用したときに不満なことがなかったので満足してると思います。
不満に思うことはなかったし良かったと思う。
教室の空調の効きが悪い部屋もあったので直して欲しいです
教室は基本的に綺麗だったから。
パソコンのキーボードを統一してほしいと思ったことがあります。
授業のレポートを作成する際にとても有効的に利用することができました。

トレーニングルームは身体を鍛えたい時に来ることが多かったため満足している
大きい部屋の椅子が新しくなったので良かったです！
駐車場高い
コンピュータの起動が早くて便利でした。
いつでも使用できるパソコンがあり使いたい時に使えるのがいい。
とても使いやすかった
コンピュータ教室のパソコンは少し立ち上がりが遅い時もありましたが、おおむね使いやすく利用させていただきました。
Wi-Fi環境を直して欲しいぐらいです。
コンピュータ室以外とくに使わなかったのでよく分かりません。
コンピューターは接続がたまに悪かったりしてた。
図書館の冊数が多く、居心地も良かった。
コンピューター室は空いてればいつでも使えたのでよかったです。駐車場は料金が少し高いなと思いました。
Wi-Fiがつながりにくいところがありましたがそれ以外は満足でした。
2年になってからネット環境があんまり良くなかったけど良かったと思います。

 サークル活動や、講義で体育館を使わせていただきましたが、設備が良く、綺麗でした。駐車場は料金が高めだったと感じています。

③の理由 駐車場代が高いと思います。コロナで学校に行けない日が多く、駐車券の回数がすごく余っているので返金してほしいです。
駐車料金の謎の値上がりと教室で座る場所によって寒さが違うところはどうにかして欲しかった
パソコン教室によって読み込みの速さが違うのがどうかと思った。試験なのにすごい遅いパソコンなどもあって困った。
駐車場の代金が高い
駐車料金が高い、他の施設も使ってないのに、設備費が高すぎる。

駐車場と料金が高かった
 教室が寒い。駐車料金が高い。PC教室のパソコンが重く固まりやすい。

コロナの関係でジムが使えなかった、pc室は回線を良くてし欲しい、Photoshopなど特殊なソフトを入れているパソコンを増やして欲しい
コンピュータ教室の設備に偏りがあり、利用しづらかったから。

トレーニングルームなどは運動部に属している男性などしか利用しておらず行きづらかったです。駐車場の返金をしていただきたかったです。

④の理由

コロナウィルスの影響でオンライン授業になったのに駐車場代が返金されないのはおかしい

設備の整った校舎でしたが、二年生の間はコロナの感染防止で使う機会が少なく残念でした。冬季は232教室の暖房の効きが均等ではない（上の席は
暑く下の席は寒い）ので調整をすると良いと思います。

室内環境もよく、利用しやすかったです。駐車料金に関してですが、今回のこのコロナ化で突然１月にリモート必須となり、困ったので、時と場合を考え
て、今回は返金してもありというのにしてほしかったです。

主に体育館。.コロナの影響で先生が付き添いしなくてはいけない理由がわからない。それによって始まる時間が変わってしまい満足したサークル活動が
出来なかった。

大学側の所はたまに無料解放になる時あるが、短大の方はあまりそういうのがない。火曜とか人が多くて、短大の駐車場が満車になるし、空いてるのに
満車って表示されている時がたまにあります。

コロナになってオンライン授業に切り替わってからあまり学校に行ってないにもかかわらずお金は例年道理取られるし、駐車場代もコロナになる前に30回
分買ってしまったから余り過ぎちゃってるのに返ってこないのは不満でしかない

短大生が主に使う教室は冷暖房の効きが悪かったり、古い設備だったり、四大生が使っている施設と比べて不便。冬は寒くて学習に集中できなかった。
5号館などの教室で受講すると肩や腰の痛みもないので、1号館なども改善して欲しかったです。
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質問9．　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。

男 女 計 男 女 計
①たいへん満足している 2 8 10 6 14 20 30
②満足している 9 33 42 7 27 34 76
③あまり満足していない 1 4 5 3 3 6 11
④全く満足していない 0 0 0 1 0 1 1
⑤利用していない 4 25 29 14 23 37 66

　　【理由等】
商学科
①の理由 1度、具合が悪くなったときに健康安全センターで休ませてもらいました。とても優しくて丁寧な対応が印象的でした。

図書館は本の貸出だけでなく、映画等見れたのがとても嬉しかったです。
国際交流センターには留学の際にお世話になったから。

各サポートセンターに行くことはなかったですが図書館には結構行っていて本当に思い出の場所です。もっと行けばよかったと悔やんでいます。
設備が整っていた。
手厚くサポートをして頂けたからです。
留学を成功させることができた。
こちらも設備が綺麗だったから。
図書館はとても充実していてよかったです。

②の理由 あまり利用する機会がありませんでしたが、健康安全センターの方には優しく対応していただき助かりました。
図書館にときどきいくことがあった。
図書館を利用していました。静かだし席も多かったので勉強するときなどたくさん利用しました。
図書館は居心地が良かった。
基礎教育センターで、丁寧に分からない問題を教えていただきました。ですが、入りづらい気がしたので気軽に行けるようになると良いなと感じました。
あまり活用することは無かったけど、対応が丁寧だった。
いろいろな環境がそろっていてとてもいいと思う。
図書館で映画鑑賞出来るのはとてもありがたかったです。
図書館しか利用していないが、広くて使いやすかった印象だから。
もっとそのようなものを利用すればよかった。
図書館で映画を観れるのがよかった。
図書館はとても静かで設備が整っていた
図書館に勉強スペースがあったので居心地が良かったです。
図書館を利用しましたが、蔵書も多く満足でした。
図書館は卒論で利用した。
空きコマに図書館で映画を見たり時間をつぶせたのでよかったです。
図書館を空き時間などに利用できたから。
図書館で欲しい資料を探す時にとても親身になって探してくださったから。
基礎教育センターは入りにくくてあまり利用したことはなかったですが、もっと利用すれば良かったかなと思います。
先生が優しいから。
図書館は静かに本が読めて、勉強もでき、空き時間にビデオも見ることができてとても良かったです。
図書館には学習できるスペースがあり非常にありがたかった
図書館以外は利用したことがないけど、図書館はすごく使いやすかったです。
様々なサービスがあってよかったから
図書館以外のそのような施設はあまり利用しなかったが、図書館はとてもよかったと思う。

③の理由 ほぼ利用しなかったから。

地域づくり考房『ゆめ』では、ボランティア活動に参加させて頂きとても良い経験になりました。図書館では検定勉強をしたり、卒業論文の為に本を借り調
べものができました。

商学科 経営情報学科
合計

16%

41%

6%1%

36%

全体

11%

49%
6%0%

34%

商学科

20%

35%

6%
1%

38%

経営情報学科
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利用していない
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経営情報学科
①の理由 図書館でレポートを書く時などに利用しました。図書館の中は静かで勉強しやすかったです。

本がたくさんありよかった
図書館が特に立派で、とても楽しく何度も利用させていただきました。しかし、食事を取れる場所が少し狭いかなと感じました。
留学の支援をしてもらった
わたし自身ゆめに所属していたため大変お世話になりました。
勉強したい時に、静かな図書館を利用してた。
充実していてよかった
勉強したい時に図書館をとても利用していました。
図書館司書の関係で図書館を使用していたが、様々なジャンルの本に触れて楽しめることができたから。
必要な時に利用したい設備が整っていたから。
レポート作成のために資料を活用出来た。
図書館をよく利用しました。環境も良く、蔵書も多いのでとても満足しています。

②の理由 地域づくり工房『ゆめ』で保育園のボランティアをする時に少しの間だけお世話になりましたが、サポートしてくださりとてもありがたかったです。
健康安全センターには毎日健康チェックでお世話になる機会がありお気遣いしていただきました。
昨年の夏にオーストラリアへ研修に行ったときに、国際交流センターの方がとても丁寧に対応してくださった。
図書館をよく利用させてもらいました。ノートパソコンを借りられるのがありがたかったです。
図書館が広い。
図書館は季節後このイベントがあってとても楽しかったです。
丁寧に対応してくれた
図書館と基礎教育センターしか利用してませんが良かったと思います。強いて言えば本の種類がもう少し欲しかったです。
学生生活をする上で、健康のことや地域のことを知ることは、大切なことだと思います。

図書館で映画を見れたのはよかった。
図書館は本だけではなく映画を見るスペースもあり満足している

図書館の雰囲気好きです
ゆめでの活動はいい機会でした。
図書館の先生が優しかったです。
空きコマに図書館で時間を潰すことが出来て良かった。
気軽に使いやすかった
図書館がとても静かで勉強に集中することができました。
ボランティアで大学の人とも知り合えた
留学行った際にわかりやすく説明をされていたから。

１番利用したのは、図書館です。ＤＶＤが見れる空間があったり、席もいろいろな場所にあり、どこに座っても心がほっとする空間でした。卒業してからも、
行きます！！

図書館、冬はちょっと寒かったけどとても使いやすかったです！要望なのですが、女子トイレに荷物をかけられるフックが欲しいなーと思いました。1人で
図書館使ってる時に貴重品をカバンに入れていた場合、トイレに持っていきたいのに置く場所がなくて少し不便でした。検討よろしくお願いいたします
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質問10．　あなたは生協のカフェテリア、購買、ミニショップ、9号館食堂等に満足しましたか。
 　 その理由や要望など、お気づきの点を記入してください。

男 女 計 男 女 計
①たいへん満足している 5 20 25 8 18 26 51
②満足している 5 28 33 18 38 56 89
③あまり満足していない 4 8 12 1 5 6 18
④全く満足していない 2 0 2 1 1 2 4
⑤利用していない 0 14 14 3 5 8 22

　　【理由等】
商学科
①の理由 みんな優しい

たくさんあったので使いやすかったです。
ミニショップの営業時間をもう少し長くして欲しかった。
料理がとても美味しかったからです
学食がとても美味しかったし、購買もたくさん利用させてもらいました。とても美味しかったです。
9号館の食堂の唐揚げがとても美味しかったです。
おいしかった
購買で食べることもあったのですが、とてもおいしかったです。ありがとうございました。
入学前思ったよりも品数が多くて良かったです。
食べたいものがいつも購買に売っていてよかった。
日替わりだったり特別なメニューがあって毎回楽しみにしていた
学食、とても美味しかったです！
美味しかった

便利だった。
種類もあり、少し時間を潰すのにも 適だったからです。
生協や購買の方はとても愛想がよく品ぞろえもよくてとても良かったです。
欲しいものがちゃんとあってよかったです。
購買はお昼ご飯を買うのにとても重宝した。

②の理由 お昼頃になるともの凄く混むし、短大側の方は商品が置けるスペースも少ないのですぐにお昼になるようなものがなくなってしまうのが少し残念でした。
美味しかったから
いろいろなものが売っているから。
利用しやすい環境だった。
短大のほうの購買は営業時間が少し短いなと感じた。

生協では、いろいろなものが売っていたので便利でした。
毎日のようにお世話になりました。4

 美味しいものがいっぱいありました。購買の時間をもう少し長くして欲しいなと思いました
欲しいものが手に入る
よく利用させて頂いていました。
よくコモンルームを利用させて頂きましたが、とてもいやすい雰囲気でよかったです。ただ、WiFi環境が少し不安定なのでそこを改善して欲しいです
メニューも多くて、楽しみの一つでした。
種類豊富でよかった
お弁当の時に食べる場所が少なかったのでもう少しカフェテリア的な場所を増やしてほしいと思いました。
利用させていただいたから。
あまり品揃えが良くないかなと思いました。
おいしい学食を提供してくれていたから

③の理由 狭いと思った。
購買は狭く混雑しやすいことと、品揃えをもう少し増やしていただくと良いと思います。
九号館にいかない。
メニューを増やしたり品数を増やしたりすればもっといいと思う。
短大のところからだと生協がちょっと遠い、お昼じゃないと7号館空いてないし混んで使う気にならない
ミニショップの営業時間が使いたい時間帯になかったのが残念だった。
すぐなくなる
短大の購買は時間が限られているし、大学の方は遠くて授業の休み時間に利用しにくい。

商学科 経営情報学科
合計

すごくお世話になりました。自動販売機に鬼滅缶が売っていてうれしかったです。あと台湾まぜそばだけ復活してほしいです。あれが大好きでした。本当
にたくさん利用したのでここも思い出の場所です。そして食堂も美味しかったです。また食べたいです。

購買やミニショップではお昼を買ったりすることに利用させて頂きました。9号館食堂にはお昼を食べに行きましたが、短大の教室からは少し遠すぎると感
じました。

28%

48%

10%

2%
12%

全体

29%

39%
14%

2%

16%
商学科

27%

57%

6%
2%

8%
経営情報学科

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利用していない
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経営情報学科
①の理由 食堂はメニューの種類が多く美味しくいただきました。

購買があったので、すぐ行きやすかった。
お世話になりました
ご飯がとても美味しかったですし、購買も欲しいものが沢山売っていて良かったです。
清潔感もあり使いやすかったと感じました。
お昼によく利用してた。おいしかった
品揃え良かったと思います。
ご飯食べる時とかに、友達と楽しく食事が出来た。
ご飯が美味しい
唐揚げ丼やラーメンとっても美味しかったです！
よく利用したし、美味しかったので
9号館の唐揚げすごく美味しかったです！
昼食を摂る時にカフェテリアを利用していたが、そこで出された料理は大変美味しかったから。
職員さんの対応がとても丁寧でよかったから。
たまにしか利用しませんでしたが、良かったです。
安く買えるものや種類が豊富でよかった。
ご飯がないときなどとても助かりました。
ご飯が買えたから。
困ったときになんとかなる品揃えなので満足しています。

②の理由 幅広いものが販売されていてよかったと思います。
席も多くいろいろな方とコミュニケーションをとることができた。
もう少し空いてる時間が長かったらよかった。
基本的なものが売っているから
よく利用させてもらったから。
3号館食堂のメニューをもう少し増やしてくれると嬉しいなと思いました。
よく利用させてもらった。商品の種類が少し少ないので遅く行くとお昼が買えなかったりした。
もっと弁当を増やしてほしかった
9号館の食堂の唐揚げ丼が美味しい
お昼を食べる時に利用し行きやすかったです
購買くらいしか利用しませんでしたが珍しい品揃えで選ぶのが楽しかったです。
よく利用したしありがたかった。
他の大学は、マックとかスタバとかも入ってる。
一人暮らしで、食堂も購買もよく利用させてもらったからです。
昼食の時にとても利用させていただきました。
充実したラインナップやメニューで、よかったです。
よかった
食べ物の種類も多く良かった
電子レンジなどがあっていいと思った

 美味しかった使用済み割りばしを集めるのがなぜかわからなかった
短縮営業の時間などホームページにも記載してほしかった。
メニュー、品揃えが豊富だった。
働いている人が話しやすくていい人でした。
食堂のメニューが豊富でよかった
便利だったが席数が少なく感じた

おいしかったです。
いろんな種類のものが売っているのでよかったです。
学食を何度も利用させていただきました。とても美味しかったです。

③の理由  高い。購買とかミニショップは開くの遅いし閉まるのが早すぎると思う。
食べるところが少ないため3限に間に合わなかったり。購買のお昼が買えなかったりした。
短大の校舎からカフェテリアは少し遠いと思います。
食堂も高いし他も割高だから近くのコンビニで買ったほうが種類もあるし便利だった

 7号館の購買が混む。割と直ぐに品切れになってしまう。

どのお店も品揃えが豊富でとても助かりました。また食堂は3号館の食堂を 後に少し利用した程度ですが、とても美味しいメニューが揃っており満足の
いく食事ができました。要望は購買だけでいいので生理用品を売っていただきたいです。また、注文の仕方ですが、生理用品を堂々と陳列するのではな
く、キーワードか合言葉を決めておき、それを店員さんに伝えることで購入可能になるスタイルを取っていただけるとありがたいです。

食堂の食べ物が栄養バランスが偏ってる上に量が多すぎる。少なくしてもっと価格を抑えて欲しい。購買もコンビニと同じくらいの値段なので、もう少し値
下げして欲しい。
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質問11．　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）

男 女 計 男 女 計
①サークルに参加した 6 22 28 17 27 44 72
②学友会役員活動に参加した 1 9 10 4 14 18 28
③地域づくり考房『ゆめ』の活動に参加した 0 2 2 0 9 9 11
④「松ナビ」の活動に参加した 0 14 14 1 15 16 30
⑤参加しなかった 9 34 43 10 15 25 68

　　【理由等】
商学科

どれもいい経験になった。
大学フットサル部に入った。
サークルは高校時代からやっている内容だったため。
新しいことを始めたいと思い、積極的に参加しました。仕事をしっかりやらない役員が中にいたので、先生から指導をしていただきたかったです。
コロナの影響でほとんど活動が出来なかったけど、色んな人と関わることでたくさんのことを経験したり学べることが出来て良かった。
めんどくさい
家までの距離が遠く活動している時間がなかったからです
興味があったから。
マツナビは1度だけ、オープンキャンパスで活動しましたが、初めての体験でとても勉強になりました。
あまり興味がなかったから。
長野市から通いのため時間が無かった
興味がなかった
サークル活動を通じて友達を作りたかったから。
高校から引き続き同じようなサークルに所属しました。
興味わくものがなかった。
サークルに入っておけばよかった。
2年になってからほぼ行かなくなったけど、楽しく活動できた。
保育園でのボランティア活動をすることが出来たからです。

コロナで特に活動が出来なかったができる仕事はやれた。
バイトに専念してしまったから。
短大生だけではありませんが、学友会に自分から入ったはずなのに、サボる人が多くて残念でした。
活動があまりなかった。
アルバイトをしたかったから。
とてもいい経験ができた。
吹奏楽サークルに入り、2年生はコロナでほとんど潰れてしまったけど、1年生の時には充実した活動ができたので良かったです。

学校の知らないことを知れたのでよかったです。
サークルに入ることで大学の方とも関わりをもて、好きなことが仲間と共に一緒にできるからです。
学業で手一杯
通学時間が長かったのでサークルは興味があったけれど、すごく入りたいものはなかったのでやってなかったです。
短大での学友会活動があまりないと思ったので何かあればいいと思う。
体育局の局長として学友会活動に参加させて頂きましたが、今年度はコロナの影響で何も出来なかったのが残念です。
時間があまり無い。
サークルは楽しくできた
オープンキャンパスの時にとても親切にしてくれたマツナビの方がいて、私もこれから入ってくる新入生の力になりたいと思ったからです。
体育の書記を務めましたが、企画力を養うことができました。
家が遠くて活動できないため。
しようか迷っていた
自分の成長につながった
通学に時間がかかるので参加しませんでした。
人と関わることが苦手だったから。
途中から用事のある日とサークルの曜日がかぶってしまい行かなくなってしまいました。
活動内容自体は満足しているが、他校のサークルとの交流などもっと行ってほしかった。
友達が誘ってくれたからやり始めた
アルバイトをたくさんしたかったため。

経営情報学科
ボランティアをやりたいと思い、短期間だけでしたが参加しました。
サークルに入るか悩んだのですが勉強に力を入れるためにはいりませんでした。
学友会の活動は参加してよかった。大学の人とも関われるし、先輩方の雰囲気もいいし、いい経験になった。
バレーボールを続けていたため志望しました。楽しい機会であり、充実した活動になりました。
友人に誘われたため。
アルバイトに専念したかったから。
学友会活動が思った以上にできなかった。お金の動きをもっと柔軟に対応してほしい。
サークル増やして欲しかったです
弓道部に所属しました、ゆるいサークルの雰囲気で良かったです。
色々な経験が出来て良かった。自分の経験として就活などでも大変役に立った。
コロナ禍であまり活動ができなかったのが残念でした。
情報の共有がうまく出来ていない
コロナであまり活動できなかったが、学校の役に少しはたてたのかな思います。
友達に誘われたり、興味がわいたものがありました
学友会活動はほとんど出来ず、残念だった
サークルがもっとあればいいなと思いました。
音楽を続けたかったから

ダンスと軟式野球に所属していました。軟式の方は行かなくなってしまったけどダンスはすごく楽しくて部活に入ったからできた友達は本当に大切な存在
でそんな風な経験ができたのでサークル入ってよかったと思いました。

サークルではないが、ゆにまるという活動に参加させて頂きました。ゆにまるは商業系の高校生しか知らない活動だと思いますが、もっと活躍を広めて行
けたらいいのかな。と思います。

商学科 経営情報学科
合計
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高校生の時にオープンキャンパスに参加した時からマツナビに入ろうと思っていました。短大だけでなく大学の方とも関わることが出来て良い経験になりました。
家が遠いからです
参加する気分にならなかった。
就活で使えるからと思って 初は入ったのですが、今では大切な友達が出来たので入って良かったと思っています。
あまり活動しなかった。
コロナの影響であまり活動ができず残念でした。
地域のことが学べました。
ずっとテニスをしてきたから。
入るきっかけもなかったから。

 高校の部活でやっていた軽音楽を大学でもやりたかったから。学友会の活動は貢献できていなくて申し訳ないです。
やる理由がないから。
サークル活動は、友人関係作るきっかけにもなったので、とても有意義な時間でした。
少しでも、自分の成長した部分があったりしたので、いい経験になってよかったです。
学校で知り合った友人とより仲良くなるために利用した。
パレーボールのサークルが楽しかった。
サークルではいい運動になり友人関係を増やす良い場になった
学祭に関わりたいと思ったから
反省会等上級生が怖かった
LINEがほぼ2年間無活動だったのでやってる実感はなかった
友達に誘われて参加した。
コロナであまり行かなかった
就職活動に役立てたかった。

 マツナビ以外にゆにまるという高校生の商品開発、商品販売などを手助けする団体に所属していましたが、とても充実していました。楽しかったです。
興味がなかったため。
大学の人とも関わることができたことが一番よかった。
1年の時にマツナビに参加しましたが、先輩が少し怖かった。
あまり自分に機会がなかった
顧問の先生が立ち会っていないとサークルが出来ないと言われたがいても居なくてもコロナになるかが変わるわけではないし不便であった
高校生の頃に文芸部に所属しており、そういったクラブがあるなら入りたいと考えていたため。
就活関係について考えていたので、入る余裕がなかったから。
自分から動き、何かを成し遂げる仕事をしてみたかったから。興味があったから。
台風とコロナが憎いです。
勉強と両立出来ないと思ったから
何もやらないのはどうかと思って。
今年は比較的活動できなかったけど、私は報道局で出来ることを考え少しだけど活動することができたので良かったです。
硬式テニス部に所属していましたが、色んな交流がありとても楽しかったです。

初は履歴書のために入ってみたが、意外とためになって面白い活動だった。
マツナビは初めから興味があり参加しました。コロナの影響であまり満足いく活動はできませんでしたが、 後まで協力して活動をできたのでよかったです。
楽しかったです。
国際に興味があったから。
保育園の頃からダンスをやっていたので、ダンスサークルに参加していました。
参加する余裕がなかったから。
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男 女 計 男 女 計
①たいへん満足している 1 5 6 3 4 7 13
②満足している 5 25 30 12 25 37 67
③あまり満足していない 2 22 24 6 19 25 49
④全く満足していない 3 2 5 1 5 6 11
⑤参加していない 5 16 21 9 14 23 44

　　【理由等】
商学科
①の理由 学祭が出来なかったのが心残りです

学祭はオンラインでしたが楽しかったです
企画等沢山していただいて、楽しい学生生活をおくれたからです。

②の理由 もっと参加したかった
学祭2回ともちゃんとできなかったの残念です。台風やコロナで仕方なかったと思います。

 楽しかった。欲を言えば大学祭をやりたかった。

コロナ禍でミニ学園祭など頑張ってくれた
大学祭は参加することが出来ませんでしたが、今年度はオンライン学祭等、工夫してできていて良かったと思います。
学友会の人が頑張っていたのを知っているから。
体育祭やアウトキャンパスがとても楽しかった
楽しかったのでよかったです。
体育祭では学生同士で多くのコミュニケーションがとれたと思います
楽しかった
体育祭など楽しかったから

③の理由 文化祭や体育大会がなくなってしまった。
めんどくさい
あまり参加できなかったため。
文化祭が出来なかったからです
コロナで活動できていない。
台風やコロナで中止になってしまって、残念だった。
行事がほぼなくなったから。
文化祭が2年連続出来なかったり、体育大会もできなかったからです。
コロナでなくなったから
天候や感染症のせいであまり実施できなかったから。
渉外局でしたがなんの活動もなかったです。
そもそも、学友会関係のイベントがほとんどできなかったのでなんとも言えないです。
クラスマッチはいい経験だったけれど、全体的に行事もほとんどなくなってしまったので少し残念でした。
楽友会行事がなにかよく分かりませんが、学祭は二回とも行えずとても悲しいです。
あまり行事ができなかった。
二年とも予定通りの学際ができなかったので残念でした。
あまりイベントができなかったのが心残りです。
学祭が2度開催されなかったので、学友会行事を楽しむ機会があまりなかったと思う。

④の理由 コロナと台風で文化祭が一度も出来なかった
どんなのがあったか覚えてないし祭りごとが嫌い
コロナでイベントが中止になってつまんなかった

商学科 経営情報学科
合計

2年間で学祭がちゃんと出来なかったのが少し悲しかったですが、仕方のないことだと思うので、学友会の方々をはじめ、多くの方が計画してくださったこ
とに感謝したいと思います。その他でも、学校で冬に花火を見たり、レクが出来たことは思い出です。

質問12．  あなたは本学の学友会行事に満足しましたか。その理由や要望など、お気づきの点も記入してください。
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経営情報学科
①の理由 自分の世代というのは様々な理由で多くの学校行事が無くなってしまいましたが行った行事というのは充実していたと感じました。

感謝しています。

②の理由 オンラインという場ではありますが、文化祭を盛り上げていただきました
焼き芋大会で焼き芋を食べることができて美味しかったです。
2年生になってからはマツナビの活動もあまり出来なかったけど、精一杯頑張れたのでよかった。
１年次はとても充実していたのでよかった。コロナ禍でできなかったのが残念です。
文化祭やりたかったなと心残りです。
2年間学祭がないのが非常に残念でした
体育祭などが楽しかったです
コロナでほぼ何もできなかったのは残念でした。
コロナウイルスなどで色々あったのですが、色々な行事を見たり体験することができたのでよかったです。
２年次は、コロナ化ですべてが中止になってしまいましたが、１年次の体育祭等楽しかったです。学祭というものに、参加せずに卒業するということは残念です。
体育祭などは、ゼミの打ち上げや、ゼミで試合出るので、仲良くなれた。
コロナの影響であまり参加できていませんが参加した時は楽しかった
行事が沢山あってよかったと思う
多すぎず少なすぎず、1.2年が交流できる機会があってよかった。
行事がたくさんできた頃は、バーベキューや花火、焼き芋などに参加させていただいた。
とても楽しめた
文化祭はできなかったけど、体育祭ではゼミナールの皆と一緒に盛り上がることができたから。

体育大会は1回しかやったことがないが、ゼミの仲が深まるのでいいと思う。
焼肉や焼き芋など楽しい行事ばかりでした。今年はできなかったですが来年以降できるなら続けて欲しいと思います。

③の理由 コロナの関係で行事がかなりなくなってしまったのは残念でした。
仕方の無いことだけど、普通に学祭やりたかった。
体育祭で体を動かすのはいいけども、あまり動かすことがなかった。
コロナの影響や、台風等で学祭ができなくて残念だった。
ほとんどできてないから

文化祭が2年とも中止になり、コロナで行事がほとんどなかった
コロナでほとんどできなかった。
大学祭や体育大会など、例年通りに開催できなかった。
文化祭に参加したかったです。
行事の開催が中止になったり制限されてしまったため。
やはり女子が多いため平等のルールが難しく、男としては不完全燃焼感があった。（1年時のバレーボール）
文化祭2年間できなかったのは辛かったです
文化祭がなかった
中止になりすぎて何も分からないから
このご時世仕方がないが、中止になったものが多すぎました。

2年とも例年のような文化祭ができなかったから。2年生の時のものも生徒全員が参加できるというものでもなかったから。(コロナの影響で仕方ない事ではある)

２年間のなかで実行できた学友会活動が少なく、仕方のないことですが残念でした。
どんな活動をしていたのか知らないから。

④の理由 コロナのおかげでほぼ仕事がありませんでした。常任の書記はこの1年何もしませんでした。
中止になって思い出がない。
学祭が1度も出来なかった。
活動がなかった

文化祭ができなかったのは残念でしたが、2年生のときはオンラインで開催してくれたのでありがたかったです。1年生のときに開催した体育祭はとても楽
しかったです。

私は体育祭や文化祭は参加したくないので、強制参加が苦痛でした。それにコロナが流行っているにもかかわらず秋に体育祭をやろうとしたのは無理が
あった。(結局なかったが)出席するかしないかもゼミで聞かれたが、行かないとは言いづらい空気。行きたい人が応募する制度にして欲しい。ゼミごとのT
シャツは作らず他にお金を回すか返却して欲しかった。普段も着れないし、いらない。

私達の代の短大生は災害やコロナの影響でろくにイベント（学園祭等）を経験できなかったためです。どうしようもないことだとわかっていますが、とても残
念に思います。

季節ごとに沢山あってよかった。参加者とか少ない時があると思うし仲良い人しか集まってないと思うので皆参加にして、クジみたいなのでグループ決め
みたいにした方が交友広がると思う。
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質問13.　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。

男 女 計 男 女 計
①たいへん満足している 8 22 30 7 26 33 63
②満足している 5 32 37 17 30 47 84
③あまり満足していない 2 16 18 7 10 17 35
④全く満足していない 1 0 1 0 1 1 2

　　【理由等】
商学科
①の理由 とてもよかった

思ってた以上に勉学に力を入れることができた。
無事就職できてよかったです。ありがとうございました。

充実した学生生活が送れた。
PCスキルがとても上り満足です
授業を通して生活で活用できる知識を身につけることが出来たと考えます。他にも、短大生活を通して友人が増えたのが嬉しかったです。
2年間で資格をたくさんとれた。
勉強もそうですが、昼休みなどに香取先生とお話をしたり充実していました。

初友達ができるか心配だったけどみんなと仲良く出来て良かったです
2年間で今までやってこなかったこと（英語など）に挑戦できたから。

後の年はあまり行けませんでしたが、自分のやりたい学習が出来ました。
いままでで1番楽しい学生生活を送れたと思います。
文化祭や体育祭ができなかったのはとても切なかったですがこれからの人生に本当に大切な多くのことを学ぶことができました。
決まった分野だけでなく、幅広く学ぶことが出来たからです。
楽しかったから
今思うとこの短大に来て良かったなと思います。
就活の際は多くの先生方が手助けをしていただきとても助かりました。
たくさんの知識を勉強したから。
大学の支援のおかげで、学生生活を充実させることができた。
充実した学生生活を送れました。
自分の望む通りの進路に進めたから。
希望の就職先に就職でき、友達もできたため。

②の理由 資格取れたからよかった
授業や検定、就活でそれぞれしっかりみていただけて助かりました。
資格をもうちょっと取りたかった。コロナが邪魔だった。
高校とは違った勉強ができたし、多くの出会いがあったため満足しています。
資格を取得できたからです
コロナの関係で2年次は思うように学校に行けなかったが満足出来た。
たくさんの資格を取得できた。
就活とか大変なことはいろいろあったけど楽しかった。

知識をつけ、無事に就職先を見つけることができたので満足です。
大変だったけど楽しかった
社会に出るうえでの教養や必要な知識をたくさん得ることができました。
2年生になってオンライン授業になり、学校へ行けず友達と会えないのが残念だった。一人暮らしなので孤独を感じていた。生活面では、とても楽しい2年間でし
2年という短い間だったけど、たくさんのことを学べたのでよかったです。
新しいことを学べてよかっです。
やりたいことを見つけられたので、満足してます。
資格取得や進路決定もでき良かった。
短大の先生方がいい人ばかりで、仲間にも恵まれて充実した二年間だったと思います。学祭が二年ともなかったのが心残りです。
オンラインでの対応も早かったし、就職活動も順調にできたから。
いろいろと学ぶことができました。
学びたかったことが学べたり多くの友たちをつくることができたので良かったです。
無事に就職先も決まり、たくさんの友達を作ることができ満足している

③の理由 文化祭や体育祭がなかった
2年目があまり学校に行けず、もう終わりなのかと思うと早い。仕方がないけれどもう少し充実した学生生活2年目にしたかった。
1年次は学校に通え友達に会えたりサークル活動を行えたが2年次はコロナウィルスの影響でオンライン授業になってしまったから。
ほとんどコロナ禍のせいで学校に行けてなかったから
コロナ禍で2年生になって全く学校へ行けなくなった。
2年生になってから学校にいってないから
コロナのせいで友達にもなかなか会えず、学校にすら行けないことに不満を感じた
コロナで行事ができなかったので悲しかった
全てしょうがない理由だったけど、できないイベントが多かったり学校に行けなくなってしまったりしてあまり学校で生活した感じはしなかったです。
2年生の時はあまり学校に行けなかったからです。

新しい友達とも出会い、先生方にも出会い、多くの出会いがありました。大学生しか経験できないことも多く経験させていただき、たくさんの学びがありま
した。2020年は大変な年でしたが、その中でも学生生活を十分に楽しむことができました。

将来活かせる資格が取れたり、たくさんの友人が出来たり、ゼミや学友会で様々な経験が出来てそれぞれの活動から得られることが沢山あったので良
かった。

勉強では短大でしか学べないことや高校生の時から取りたかった資格の勉強が充実していたので資格が取得できたことです。オンライン授業になってか
らはゼミでの交流や友達との関わりが減ってしまったのでもっと学校に行きたかったです。進路についてはしっかりと決めることが出来たので良かったで

商学科 経営情報学科
合計

34%

46%

19%

1%
全体

35%

43%

21%
1%

商学科

34%

48%

17%
1%

経営情報学科
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
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経営情報学科
①の理由 学びたかったパソコン関係の勉強などを学んだり進路も決まりとても充実した短大生活でした。

先生方が親切に教えてくれた。

たくさん資格取得できて、出来なかった事ができるようになって良かった。
目標の進路に進むことができた
やってみたかったことも学ぶことができたし、入学した頃は将来なりたい職業もなかったけど、無事就活も終えることができた。
留学ができて、授業でもいろんなことに出会えた
とても楽しくて濃い2年間でした。あっという間に終わってしまいました。
とても楽しい2年間を過ごすことができました。ありがとうございます。
友達ができ、切磋琢磨できた。

友達が多く出来たし、授業も楽しかった。
楽しかった
授業含めゼミなどもとても楽しかったです！
簿記など役立つことが勉強できた。
自分の長所を更に伸ばせる良い機会だと思ったから。
たくさんの分野の授業を受けることができて楽しかったです。
自分が持っているスキルが少しアップした気がする。
取れる授業は全部取る気持ちでやっていたので知識が増えて良かった。
進路が自分にとって良い結果だったから。

②の理由 幅広い分野を学習できました。商業関係から図書館、心理学系まで学べたのはよかったと感じます。

進路はかなり焦ってしまいましたが紳士に向き合っていただき大変お世話になった。
コロナがなかったら
新しい友人関係もでき、就職もできたから。
コロナ禍で想像とは違う学生生活になりましたが、先生や職員の方が様々な対応をしてくれたので無事に学生生活を送ることができました。
無事に就職まで行けたから
資格がたくさん取れた。
ほとんどオンライン授業だったのが少し寂しかったです。仕方ないことですが。

自分がやりたい勉強ができたと思っている。
就活で 後切羽詰まってましたが、ちゃんと決まったのでよかったです。
様々な能力を身につけられたから。
色々な発見だったりを学ぶことができたので、人として少し成長するができました。
コロナのせいでやりたい事が満足に出来なかった。
様々な経験をすることができ良い経験になった
ゼミの先生が進路について聞いてくれたのが助かった
卒業生が働いてどうおもっているかもっと知りたかった
学業は満足したが、学校の活動的にはコロナや台風の関係で満足いってないところがある

今年はコロナのせいで 後の学生生活は寂しかったですが、基本は楽しかったです
 行きたい就職先に行けるのでよかったです。関わってくださった先生方のサポートのおかげです。オンラインでの授業は、お金がかかりました。

短期大学だから勉強しかしないと思っていたので空きコマなどに仲間と過ごした時が楽しかった。
無事に内定を頂けたため
いろんな資格を取得することができた
学生らしいことができた。
様々な種類の授業があり、知識を広げることができたから。
大学生の時にしかできないことをもっと経験したかった。旅行で色々なものを見たかった。コロナでしょうがないですが。
1年次でパソコン系の資格が取れた。
とりたかった日商も取得でき高校では学べなかった授業も学ぶことが出来たのでよかったです。
コロナで大変だったけど学校の対応に満足していた。
友達と仲良く過ごせたから。

③の理由 漠然とではあるが、学友会にしても普段の勉強にしても、もっと色々やれたなと思った。
このご時世なので思った通りの学校生活ができなかったから。
コロナのせいで二年生の思い出そこまでない事感じがしてしまって来年入ってくる新入生にこんな事にならないように願ってます
就職がうまくいくことができませんでした
コロナのせいで大きな行事の思い出があまりないし、友達と関わることがあまりなくてたのしくなかった。
ゼミでのオリエンテーションや文化祭がなくなったのであまり学生生活 後って感じがしなかったです。
あまり自信をもって学習に取り組んでいたと言えないため。
イベントがほぼなかった
結局、大したアルバイトをせずに終わってしまったため、社会経験を積む機会を活かせずに卒業することを今とても後悔しています。
友達が途中で他の学校に進んだので一緒に卒業したかったです。
勉学、進路にはとても満足していますが、コロナ禍により、思うように学校に行かなかったり、サークル活動ができなかったので残念でした。

④の理由

WordやExcel、心理学、マーケティングなど色んな分野の授業が学べてよかった。入学前から16フィールドがこの学校の売りなのは有名だったが、実際2
年間過ごしてみて想像以上に良いものだった。

進学もキャリアに相談したけどキャリア的にはとにかくどこでもいいから就職してほしい感じで話されたし、話を聞いても納得のいく答えは返ってこなかっ
た

1年時は、資格取得と海外研修に専念することができ、毎日とても充実していました。2年時はコロナの影響で、思うように勉強することができず、心残り
がありますが、ゼミの先生や教務、キャリアセンターの方などの支えがあり、無事進路も決まる方ができたので、とてもよかったです。

あっという間に２年間が過ぎてしまいました。その中で、自分が勉学を通して、成長出来たり知識も少しだけでも増えてよかったです。何より、良い友人や
先生に出会えたことがよかったです。

これは言ってもどうにもならないことだけど、学校に行って授業受けたかったし、行事もやりたかった。でも、1年生の時は忙しかったけど充実してたし、就
活もオンラインの方が挑戦しやすかったし楽ではあったから、短大に進学して良かったと思った。

高校時代に志していた販売業に就くこともでき、資格面でも取得したかったものは取得できたのかなと思います。生活面でも充実しており健康的な生活
ができていたのではと思います。
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質問14．　あなたは「松本大学松商短期大学部」を誇りに思えますか。

男 女 計 男 女 計
①すごく思う 8 28 36 12 24 36 72
②少し思う 7 37 44 13 37 50 94
③あまり思わない 0 4 4 5 6 11 15
④全く思わない 1 1 2 1 0 1 3

質問15．　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、こんな授業があったらいい、こんな制度があったらいい、こんなところを変えてほしい等、なんでも結構です。）
　　【意見・提案】

商学科

 教室の冷房や暖房が均一に届くようにして欲しい。授業では使わない自習用のパソコン教室が欲しかった。

講義室の足元寒すぎる問題が解消されればと思います。

 語学の教科をさらに充実させたらいいと思う、
生物に関わる講義などがあったら勉強してみたいです。
今のままで十分いいと思うが短大の施設がボロいので変えた方がいいと思う
要望は特にないが、4学期制は自分に合った科目を見つけるうえでも良かったので、変えないでほしい。
重要な連絡をもう少し早めにした方がいいと思った時があった。
購買の営業時間を長めにして欲しかった

 もっと色々な種類の授業があるといいと思う。取りたい授業が被った時どっちが取れないのでそこを改善できたらして欲しい
行事等の情報が出るのが遅いのでもう少し早く出していただきたかったです。
いっても仕方がないですが、自分はコロナや台風の影響で学校行事があまりできなかったので、できればもう少し行事に参加したかったです。

科目によっては取りたくても時間割の関係で取れないなんてことがたくさんあったので、そう言った面を改善して欲しいです。
一人一人の技量にあった学習ができるように整っているので、これを土台として続けて言って欲しいです。
とりあえず男子トイレは何とかして欲しいとは何回も思った、外から丸見えだし水道の出が悪い

取りたい科目が微妙に重なっていて取れなかったこともあったので、もっと幅広く科目が取れるようになればいいと思った。
中国語の授業が少ない。もっと増やして欲しい。
編入学の支援をもっとおこなってもらいたい。
図書館司書みたいに専門的な資格が取れる授業があればいいなと思いました。

 講義はとても分かりやすかったのでこのままで大丈夫だと思います。2年間とても楽しかったです。
キャリアセンターがもう少し行きやすい雰囲気が良いと思いました。
取りたい授業が重なってしまうことがあったので先生たちの都合もあると思いますが、毎年人気のある授業などはかぶらないようにしてほしいなと思いました。
パソコンのアプリで一部の教室でしか使えないので使えるようにしたい

実家に帰らないとネットが使えない人もいると思うので、そういう人たちのためにも学校のパソコンにTEMSをインストールしてだれでも使えるようにしたほ
うがいいと思う。

もっと英語を教わりたかったなと思いました。いきなりインタラクティブイングリッシュ？の方だときつかったので日本の先生の授業と中間くらいの授業を受
けたかったなと思いました。

色々な分野の科目が取れるのはとても魅力的だと思うけれど、取りたい授業が重なって取れないというのは仕方がない事だと思うのですがなるべく重な
らないように組めばいいなと思います。せっかく色々できるのに少しもったいないなと思います。特に図書館の授業と重なる科目はほとんど取りたい科目
だったので少し残念でした。

資格を取得するために簿記やパソコンの授業がレベルでコース分けされているのはとてもいいと思いました。大学側の教室を短大の授業でも利用させて
欲しいと思いました。レポートを印刷する場所が短大側にもう少し多くあるといいと思いました。

もう少しいろんな授業を受けやすく時間割ができたらいいなと思いました。私自身受けたくても他のものを取らなきゃいけなくて受けられなかった授業がい
くつかありました。

授業中と休み時間のメリハリをつけると良いと思います。授業中でも友達と話したりして周りに迷惑をかけている学生が多いので、そこを改善するとより
良くなると思います。

表計算や文書以外にパソコンの基本的な操作や、就職してから役立つような技術を、パソコン初心者でもできるような、パソコン入門みたいな講義があっ
たら嬉しいなと思います。もしすでにそのような講義が存在していたらすみません、。

商学科 経営情報学科
合計

39%

51%

8% 2%

全体

42%

51%

5% 2%

商学科

37%

51%

11% 1%

経営情報学科 ①すごく思う

②少し思う

③あまり思わない

④全く思わない
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経営情報学科

特に提案等はありませんが、後輩には本当に就職活動頑張ってほしいです。
空き時間に気軽に行ける軽い授業や、補足をする時間があるといいかもしれない。

 校舎を新しくしてほしい。
 大学側の校舎だけ新しくなっているので、短大ももっと校舎の造りを充実させてほしいです。あと、駐車場代の返金制度も作ってほしいです。

違う教室も使ってみたい
今後はコロナ禍で行事の開催が難しいと思うので、感染対策をしつつ楽しめる行事ができたら良いと思います。

新しい校舎をもっと使う機会がほしかった
出欠席の方法の統一化
今のままで満足、強いていうと短大にも料理授業見たいのがあったら面白いところ思います。

オンライン授業だったためかもしれませんが、生徒同士で関われる授業が欲しいなと思いました。
これから先、留学したいと言う人が出てきた時のサポートをしっかりとして欲しい。
教養10科目だと自分の取りたい講義が教養と重なってて教養の科目が取りづらいと思いました
資格をとるのにもう少し案内をしてほしかった。
一号館がとても寒いので床暖房的なものがあればいいなと思いました。
もっと厳しくしてもいいと思います。
SPIの授業をもう少しちゃんと教えて欲しいなと思いました。
4学期制をこれからも続けていってほしいです。4学期制にすることで、たくさんのいろいろな分野の授業を受けることが出来たので、とても充実しました。
授業がコロナのためなくなり、取りたかった教科が取れなくなったのは非常に残念でした。お金とか返していただけなかったのでしょうか。
一部の学校のパソコンでしか、使えないアプリがあるので他の所でも使えるようにしてほしい。
今のままでも十分満足出来る学校生活を送れると思います。
教務課の人が私は怖いと思ったのであんまり利用することが出来なかった
授業が被ってしまい悩むことが多かった

English1みたいな、小さいクラス分けの科目がもう少し多かったら人間関係がもーっと作れたかも。
暖房設備をしっかりして欲しい

商業科の人たちとももっと交流したかった
今現在、コロナウイルスの影響で飲食できる場所が限られていますが、場所を決めたことにより逆に密になっていると思います。
今のままでも十分いいと思う
資格の制度には満足しているが他校との交流などが少なかった
学校近くの電車の本数を増やしてほしかった。
卒業生と交流できる機会をもっと増やして欲しいです。
経営関係の授業の内容に、有名店を話題とした企業の成功などを入れたら盛り上がるのではないのだろうか。
駐車場代が高い。
コンピュータ室の設備をそれぞれしっかり整えて欲しい。
思いつきませんでしたが今のままでもいいと思います。
結構幅広い授業あるのでいいと思う。
会社でのマナーについてもう少し授業かあれば良かったと思います。
穴埋めの課題は、自分で忘れた部分を探す癖が着くと思うので、多くしてもらいたい。

商学科も経営情報学科も講義の内容が同じなので、学科を分けているなら講義も違うものにしたほうがいいと思いました。

会計をやっていて、こんなに予算があるのに来年のための費用とか言ってお金を使うのを渋ってる理由が分からなかった。今年はただでさえ学友会の活
動がなくてお金なんて溢れ返ってるのに、全くと言っていいほど有効活用できなかった。使わないくらいなら現金で返すか今後我々が使えるような商品券
なんかにして返してもらいたいなと思いました。

1年生の時にやっていた秘書検定の内容を2年生の就活前にももっとやって欲しかった。内容を忘れていたので、もっと直前に復習して就活に活かせばい
いと思った。

高校在学時に取得した検定で一級を取得しても奨励金は出なかったものがあるが、短大で同じものを取得していれば奨励金がもらえたので、早く検定は
合格できているけど少し残念だった。

もっと質問を気軽に聞けたりする雰囲気にして欲しい。全体的に硬いし、聞きたいことあったら直接お願いします。と言われてもいないことが多くて不便
だったことが多々あった。

駐車場が高い気がします。料金値上げ前にたくさんチャージをしていたので、コロナでオンライン授業になり、とても余ってしまいました。
仕方がないですが、返金して欲しかったです。

高校で検定をとった授業も必修として受けなければいけないものがあったので検定をもう取得済みの人は免除してもらえるなどの制度があったら良かっ
たなと思います。

学校全体のマップがもっと何箇所かにあれば良いと思います。短大の方は複雑な場所にあったりわかりにくいところもあるので一年生にわかるように掲
示していただければありがたいと思います。
1号館１階とコモンルームのパソコン、便利で皆使うから場所を増やして欲しい。学生証があればその場で印刷できるのも便利。1号館１階のスペースが
ストーブつけてても寒いのどうにかなって欲しい。パソコンから印刷する方法はわかるけど、コピーの方法が分からなかったので、コピーしたい時にどうす
ればいいのかどこかで説明が欲しかった。あと前にも書きましたが、履修を 低でも1回受講してから決められるように月から金まで変更期間をとって欲
しい。こちらも学費払ってるので、授業はちゃんと選ばせて欲しい。ゼミの先生によって就活支援の差が大きいと思う。先生から学生に求人の話やアドバ
イスをしてくれるゼミ羨ましかった。
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【調査分析結果について】 
 
1. 満⾜度等の経年変化について 

2020 年度は新型コロナ感染症対策のため、前期は学内への⽴ち⼊りを制限し授業は原則オン
ライン授業、後期には原則対⾯授業を再開したが、様々な⾏事は中⽌となり、また年度末には再
び原則オンライン授業となったため、その影響がこのアンケートにも⼤きく出ていると考えら
れる。 

とくに、「所有しているノートパソコンの利⽤」(質問 5)については、「毎⽇使った」割合が 5%
程度から 22%に、また「設備・施設」(質問 8)や「各サポートセンター」(質問 9)、「⽣協」(質
問 10)の「利⽤していない」の率が例年に⽐べて⼤きく上昇している。 

さらに、「サークル活動・学友会活動」(質問 12)では、これまでは「⼤変満⾜」「満⾜」で 7〜
8 割だったのが、「あまり満⾜していない」＋「全く満⾜していない」＋「参加しなかった」が半
数以上(57%)、また、「2 年間の短⼤⽣活」(質問 13)に関しても「あまり満⾜していない」＋「全
く満⾜していない」の回答は例年 10%以下であるが、今年度は 20%と増加している。 

それ以外の点では、⼤きな変化はなく、「ゼミ担当教員の満⾜度」(質問 6)、「事務局員の対応」
(質問 7)は「⼤変良い・⼤変満⾜＋良い・⼤変満⾜」は、この 5 年間とも 90%程度と⾼い割合と
なっている。 

短⼤の独⾃の取り組みである「出席レポート」(質問 3)や「初年次教育」(質問 4)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（今年度は若⼲⾼く 96%）、初年次教育は 70%程度（今年度は若⼲⾼く 82%）
と⾼い割合となっており、本学の取り組みが学⽣に認められていると認識している。 

さらに、「短⼤を誇りに思うか」(質問 14)に関しても、この 5 年とも⼤きな変化はなく、この
5 年間とも「すごく思う」「少し思う」で 90%程度となっており、⾼い結果となっている。 
 
2. 授業に関する不平や不満について 

授業に関する不満や質問についても、オンライン授業の影響が強く現れている。多かった不
平・不満については、授業での出⽋確認や課題の提出⽅法が教員ごとに違っていることに対する
不満点等、オンライン授業に慣れていない点などシステムに対する不慣れな点が苦労した点と
してあげられている。 

また、対⾯の授業に関しては、学⽣の授業マナー、とくに私語に関する不満が少なからず⾒受
けられる。オンライン授業が多かったこともあり、例年に⽐べると減っているが、座席指定を⾏
うなどの対策を教員 FD をとおして実施するようにしているが不⼗分な点もあったと考えられ
る。より徹底した対策を考えたい。 

さらに、例年⾮常に多い「授業が重なる」という不満点も、今年度も少なからず現れている。
⾮常に解決が難しい問題もあるが、教務委員会を中⼼に可能な限り解決に向けて取り組んでい
きたい。 
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3. 授業以外に関する不平や不満について
授業以外での不平・不満に関しては、施設に関するもの（教室の室温等）、駐⾞料⾦、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。この 3 点に関しては例年とほぼ
同様なもののため、早急な解決が求められる。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で
あると認識しており、そのような指⽰もしているが解決に向かっていない。とくに、施設に関す
る不平や不満は短⼤だけでなく学園として考えていただく⼤きな問題のため、今後、学園全体と
して解決に導けるように取り組んでいきたい。

また、コロナ禍の影響により、学友会活動やサークル活動があまりできなかったことに対する
残念だったという意⾒が多く挙げられていた。短期⼤学として解決ができる問題ではないため、
⾮常に難しい問題ではあるが、学⽣委員会を中⼼にできることから取り組めるように進めてい
きたい。
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