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２０１９年度 

駒沢女子短期大学・保育科の教育活動に関するアンケート調査 

分析結果 

 

 

１．実施概要 

（１）実施時期 

・２０２０年３月中旬から下旬 

（２）回答者 

・２０１９年度卒業生１０３名（有効回答者４９名：４７．６％） ※保育科２年生 

（３）手続き 

・「Ｇｏｏｇｌｅ ｆｏｒｍ」を用い、インターネット上で回答を求めた。 

（４）アンケート内容 

 ・全２３項目 

 ⇒授業に関する質問…………Ｑ１～６ 

   学生生活に関する質問……Ｑ７～１８ 

   就職支援に関する質問……Ｑ１９～２１ 

   総合的振り返り……………Ｑ２２～２３ 

 

２．結果 
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授業に関する質問 

 
Ｑ１．駒沢女子短期大学・保育科で開講している科目数（種類）に満足していましたか？ 

  

 

Ｑ２．駒沢女子短期大学・保育科の時間割編成（時間帯や１週間の密度など）に満足していましたか？ 

     

 

Ｑ３．これまで履修した授業を振り返って、最も印象に残っていることは何ですか？ 

 

   ●身体表現…………………２４件 ※身体表現１４件，身体表現発表会１０件 
   ●実習……………………… ４件 

●体育……………………… ４件 ※体育２件，保健体育２件 
●ピアノ…………………… ３件 ※ピアノ２件，音楽基礎１件 

   ●保育・教職実践演習…… ２件  
   ●その他………………………３件（造形指導法１件，乳児保育１件，心理系科目１件など） 
   ●特になし…………………１０件 

 

 

 

 

 

 

満足点：４．０６点／５点満点 
●満  足（５点）：２１件（４３％） 
●やや満足（４点）：１５件（３１％） 
●普  通（３点）： ９件（１８％） 
●やや不満（２点）： ３件（ ６％） 
●不  満（１点）： １件（ ２％） 

 

満足点：４．６３点／５点満点 

●満  足（５点）：３６件（７４％） 
●やや満足（４点）： ８件（１６％） 
●普  通（３点）： ５件（１０％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 
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Ｑ４．在学中にもっと勉強したかったことはありますか？ 

 

 ●ピアノ…………………… ５件  
   ●造形関係………………… ３件 ※保育教材１件，造形１件，イラスト１件 

●手遊び…………………… ２件  
●保護者対応……………… ２件  

   ●その他……………………１０件（社会人基礎１件，実習生の日誌添削１件，児童養護１件， 
乳児保育１件，海外研修１件，先輩の講話１件など） 

   ●特になし…………………２７件 

 

Ｑ５．駒沢女子短期大学・保育科の授業に関して、総合的に満足していますか？ 

     

 

Ｑ６．この他、駒沢女子短期大学・保育科の授業に関する意見・要望 

 

   ●自由意見………………… ３件 
    「実践的で具体的な事例を多く取り上げた授業で現場をイメージしやすかった」 
    「クラスでもっと授業を受けたかった」 
    「行事を増やして欲しい」 
   ●その他…………………… １件 
   ●特になし…………………４３件 

 

満足点：４．６３点／５点満点 
●満  足（５点）：３６件（７４％） 
●やや満足（４点）： ８件（１６％） 
●普  通（３点）： ５件（１０％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 
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学生生活に関する質問 

 

Ｑ７．駒沢女子短期大学・保育科の各教員の学生への対応に満足していましたか？ 

     

 

Ｑ８．担任制に満足していましたか？ 

     

 

Ｑ９．友人関係に満足していましたか？ 

     

 

 

 

 

満足点：４．４３点／５点満点 
●満  足（５点）：３２件（６５％） 
●やや満足（４点）： ６件（１２％） 
●普  通（３点）：１１件（２３％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 

 

満足点：４．８０点／５点満点 
●満  足（５点）：４３件（８８％） 
●やや満足（４点）： ２件（ ４％） 
●普  通（３点）： ４件（ ８％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 

 

満足点：４．７３点／５点満点 
●満  足（５点）：４０件（８２％） 
●やや満足（４点）： ５件（１０％） 
●普  通（３点）： ４件（ ８％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 
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Ｑ１０．クラス制（美・善・真・聖）に満足していましたか？ 

      

 

Ｑ１１．事務職員の対応に満足していましたか？ 

      

 

Ｑ１２．通学時のバスの運行時間や本数に満足していましたか？ 

      

 

 

 

 

 

 

満足点：３．２７点／５点満点 
●満  足（５点）：１２件（２５％） 
●やや満足（４点）： ９件（１８％） 
●普  通（３点）：１３件（２７％） 
●やや不満（２点）：１０件（２０％） 
●不  満（１点）： ５件（１０％） 

 

満足点：４．５１点／５点満点 
●満  足（５点）：３４件（７０％） 
●やや満足（４点）： ７件（１４％） 
●普  通（３点）： ７件（１４％） 
●やや不満（２点）： １件（ ２％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 

 

満足点：４．６５点／５点満点 
●満  足（５点）：３８件（７８％） 
●やや満足（４点）： ６件（１２％） 
●普  通（３点）： ４件（ ８％） 
●やや不満（２点）： １件（ ２％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 
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Ｑ１３－１．学生食堂を利用しましたか？ 

      

 

Ｑ１３－２．学生食堂のメニューには満足していましたか？ 

      

 

Ｑ１３－３．学生食堂のメニューの値段に満足していましたか？ 

      

 

 

 

 

 

 

満足点：３．４９点／５点満点 
●満  足（５点）：１２件（２５％） 
●やや満足（４点）：１１件（２２％） 
●普  通（３点）：１７件（３５％） 
●やや不満（２点）： ７件（１４％） 
●不  満（１点）： ２件（ ４％） 

 

満足点：３．８６点／５点満点 
●満  足（５点）：１４件（２９％） 
●やや満足（４点）：２０件（４１％） 
●普  通（３点）：１１件（２２％） 
●やや不満（２点）： ２件（ ４％） 
●不  満（１点）： ２件（ ４％） 

 

●よ  く（４点）：１５件（３１％） 
●利用した（３点）：１９件（３９％） 
●た ま に（２点）：１４件（２８％） 
●全  く（１点）： １件（ ２％） 
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Ｑ１４－１．図書館を利用しましたか？ 

      

 

Ｑ１４－２．図書館の蔵書に満足していましたか？ 

      

 

Ｑ１４－３．図書館にある絵本や紙芝居の蔵書数に満足していましたか？ 

      

 

 

 

 

 

 

満足点：４．０８点／５点満点 
●満  足（５点）：１９件（３９％） 
●やや満足（４点）：１６件（３３％） 
●普  通（３点）：１３件（２６％） 
●やや不満（２点）： １件（ ２％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 

 

満足点：３．９２点／５点満点 
●満  足（５点）：１８件（３７％） 
●やや満足（４点）：１０件（２０％） 
●普  通（３点）：２０件（４１％） 
●やや不満（２点）： １件（ ２％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 

 

●よ  く（４点）： ８件（１６％） 
●利用した（３点）：２５件（５１％） 
●た ま に（２点）：１２件（２５％） 
●全  く（１点）： ４件（ ８％） 
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Ｑ１５．授業時間以外の学内の居場所に満足していましたか？ 

      

 

Ｑ１６．施設・設備に関して、総合的に満足していますか？ 

      

 

Ｑ１７．学校生活に関して、総合的に満足していますか？ 

      

 

 

 

 

 

 

満足点：４．４５点／５点満点 
●満  足（５点）：２９件（５９％） 
●やや満足（４点）：１３件（２７％） 
●普  通（３点）： ７件（１４％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 

 

満足点：４．４１点／５点満点 
●満  足（５点）：３２件（６５％） 
●やや満足（４点）： ８件（１７％） 
●普  通（３点）： ７件（１４％） 
●やや不満（２点）： １件（ ２％） 
●不  満（１点）： １件（ ２％） 

 

満足点：４．３１点／５点満点 
●満  足（５点）：２５件（５１％） 
●やや満足（４点）：１５件（３１％） 
●普  通（３点）： ８件（１６％） 
●やや不満（２点）： １件（ ２％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 



9 

Ｑ１８．この他、駒沢女子短期大学・保育科の学校生活や施設・設備に関する意見・要望 

 

    ●通信環境（Ｗｉｆｉ）の整備…… ４件 

    ●８０周年館………………………… ４件（コンビニ３件，給湯器１件） 

    ●ピアノ練習室の整備……………… ２件（８０周年記念館からの距離１件，空調１件） 

    ●スクールバスの値段の高さ……… ２件 

    ●その他……………………………… ３件（大学館の椅子が辛い１件，学食の味と量１件， 

                        広さの割に施設・設備が少ない１件） 

    ●特になし……………………………３３件 
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就職支援に関する質問 

 

Ｑ１９．教員の就職指導に満足していましたか？ 

      

 

Ｑ２０．進路総合センターの就職指導に満足していましたか？ 

      

 

Ｑ２１－１．就職ガイダンスやセミナーなどの企画に参加しましたか？ 

      

 

 

 

 

満足点：４．３３点／５点満点 
●満  足（５点）：２７件（５５％） 
●やや満足（４点）：１１件（２３％） 
●普  通（３点）：１１件（２３％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 

 

満足点：４．５７点／５点満点 
●満  足（５点）：３４件（７０％） 
●やや満足（４点）： ９件（１８％） 
●普  通（３点）： ６件（１２％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 

 

●毎  回（４点）：１５件（３１％） 
●半分以上（３点）：１０件（２０％） 
●１，２回（２点）：１６件（３３％） 
●全  く（１点）： ８件（１６％） 
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Ｑ２１－２．就職ガイダンスやセミナーの内容に満足していましたか？ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足点：４．００点／５点満点 
●満  足（５点）：２１件（４３％） 
●やや満足（４点）： ９件（１８％） 
●普  通（３点）：１８件（３７％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： １件（ ２％） 
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総合的振り返り 

 

Ｑ２２．駒沢女子短期大学・保育科におけるこれまでの授業や学生生活などを振り返って、「コマジョ

らしさ」とはどのようなものだと思いますか？ 

 
●良好な人間関係……………………２４件 
（温かさ３件，人間関係の親しみやすさ３件，教員と学生との関係性の良さ１４件， 
 クラスの雰囲気の良さ４件） 

●独自な学び…………………………１０件 
（身体表現３件，遊び力２件，仏教２件，実践知３件） 

●全体的な雰囲気の良さ…………… ７件 
（楽しい３件，明るくて元気 2 件，穏やかさ１件，笑顔 1 件） 

    ●自然環境の豊かさ………………… ４件（自然２件，山や池２件） 
●その他……………………………… １件（切り替えの良さ１件） 

 
Ｑ２３．駒沢女子短期大学・保育科での２年間に、総合的に満足していますか？ 

 

      

 

満足点：４．５７点／５点満点 
●満  足（５点）：３４件（７０％） 
●やや満足（４点）： ９件（１８％） 
●普  通（３点）： ６件（１２％） 
●やや不満（２点）： ０件（ ０％） 
●不  満（１点）： ０件（ ０％） 




