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Ⅰ.調査の概要 
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１ 趣旨 

魅力ある大学づくりのため、本学のどのような点に満足を感じ（あるいは不満を感じ）卒業していく

のかを調査する。 

定点調査により，現在の問題点を把握しその改善・解決に向けて各種委員会などで活用される

べき基礎資料を得る。 

現状を踏まえて、継続的かつ時系列的な学生生活調査への展望を明らかにする。 

 

２ アンケート調査の実施概要 

（１）実施主体 学生委員会・学生課 

（２）実施対象 経営情報学部 2019 年度卒業生 320 名 

（３）実施期間 2018 年 2 月 28 日（金） 〜 3 月 24 日（火） 

（４）実施方法 T-Next・記名式 

 

３ 調査内容 

（１）大学入学に対する満足度 

（２）身につけることができた能力 

（３）キャリア支援について 

（４）多摩大学の評価（イメージ） 

（５）あなた自身のことについて 

 

４ 回収結果 

 
 

※ 2019 年度回答率  86.1％ 卒業生：245 名 回答者：211 名  

※ 2018 年度回答率  29.1％ 卒業生：247 名 回答者：７２名  

 

 

４ 報告書の見方 

（１）図中の中の数は回答者の総数です。 

（２）比率は、回答者数を 100％とした百分比で算出し、小数点以下第２位を四捨五入しました。そ

のため、百分比の合計が 100％にならない場合があります。 

（３）複数回答が可能な質問では、その比率の合計が 100％を上回ることがあります。 

（４）図表作成の都合上、選択肢表記や回答の小さい比率は、短縮：省略している場合があります。 

（５）自由記述については個人名や不適切だと判断したコメントや同じ内容のコメントは省略してい

（１）回収数 （２）回収率 （３）卒業生数
構成比 基数 回収率 構成比 学生数

全体 100.0% 99 全体 30.9% 全体 100.0% 320

男性 89.9% 89 男性 31.7% 男性 87.8% 281

女性 10.1% 10 女性 25.6% 女性 12.2% 39

４年 97.0% 96 ４年 31.0% ４年 96.9% 310

３年 3.0% 3 ３年 30.0% ３年 3.1% 10

２年 - 0 ２年 - ２年 - 0

１年 - 0 １年 - １年 - 0
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る場合があります。 

 

 

 

 

  

Ⅱ.調査結果 



黒瀬�洋 �� � 前回���� ����������������

�����集計結果参照

�����実施期間�������������金�������〜�����������日�������

対象人数�����人�回答人数����人�回答率������

�����令和元�年度卒業生満足度調査

本調査��魅力��大学�������情報�収集�����実施����卒業生対象�調査���本学������点�満足�感������不満�感��
卒業��行�����������調査����

 

��多摩大学�対��満足度
大学生活�通��今�満足度���程度����

����多摩大学全体�対��満足度��必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 ��� ��人

�不満 �� �人

�����������必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 �� �人

�不満 �� �人

����語学教育��必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 ��� ��人

�不満 �� �人

����情報教育��必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 �� �人

�不満 �� �人

����教授陣��必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 ��� ��人

�不満 �� �人

������������必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 ��� ��人

�不満 �� �人

��������教育��必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 ��� ��人

�不満 �� �人

����事務局��必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 ��� ��人

�不満 �� �人

 

���身����������能力
����多摩大学�何�身�������思�����各項目�当����番号����○�����������

���������人材��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

����専門的知識���応用力��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

����幅広�教養��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

����外国語能力��必須� 比率   人数  

 
個人情報 授業関連 授業支援 ���������掲示 学生支援 就職 ����管理



���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� ��� ��人

����課題発見��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

����解決能力��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� �� �人

���思��� �� �人

�������������能力��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

����自己判断能力��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� �� �人

���思��� �� �人

����������力��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

�����社会�出�行�自信�能力��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

 

��������支援����
�����年次�就職�関��授業�活動�以下���������     人数  

�講義����������   ��人

���������   �人

�企業訪問���������   �人

�企業   �人

�����年次�就職�関��授業�活動�以下����������複数可�     人数  

�講義����������   ��人

���������   ��人

�企業訪問���������   �人

�企業   �人

����就活�始�����一番高������������以下�����������必須� 比率   人数  

�単位 ��� ��人

��金������� ��� ��人

����身�����髪� �� �人

�何��始���良�� ��� ��人

���他 ��� ��人

����就活�本格的�開始時期����������必須� 比率   人数  

��年生�月以前 ��� ��人

��年生�月 �� �人

��年生��月 ��� ��人

��年生��月 �� �人

��年生��月以降 ��� ��人

����就活�開始����一番背中�押�����人�誰�������必須� 比率   人数  

����先生 ��� ��人

���以外�先生 �� �人

������支援課�職員 ��� ��人

�親 ��� ��人

�友人 ��� ��人

���他 ��� ��人

����就活準備�役�立�����以下����������一�����必須� 比率   人数  

���������講義 �� �人

��� ��� ��人

��������� ��� ��人

�学内就職���� ��� ��人

�学外就職���� ��� ��人

�外部���� �� �人

����最初�本格的就活�内容�以下������������必須� 比率   人数  

�学外���� ��� ��人

�学内合説�業界研究��� ��� ��人



��������� ��� ��人

�個別�企業説明会�懇談会 ��� ��人

����内定�内�定含���何社�����������必須� 比率   人数  

��社��� �� �人

��社 ��� ��人

��社 ��� ��人

��社 ��� ��人

��社 �� �人

��社以上 �� �人

����就職先�最終的�決��時期���������必須� 比率   人数  

��年生�月以前 �� �人

��年生�月 ��� ��人

��年生�月 ��� ��人

��年生�月 ��� ��人

��年生�月 ��� ��人

��年生�月以降 ��� ��人

�����就職先�最終的�決��理由�何������必須� 比率   人数  

��給料�良� �� �人

�労働条件�良� �� �人

�勤務地�近� ��� ��人

�安定���� ��� ��人

�成長��� �� �人

�親�先生�勧���� �� �人

�雰囲気����� ��� ��人

�働���会社��� �� �人

�����仕事��� ��� ��人

���他 ��� ��人

�����就活�対��全体的�満足感�納得感��必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 ��� ��人

�不満 �� �人

�����就職先�対��全体的�満足感�納得感��必須� 比率   人数  

�満足 ��� ��人

���満足 ��� ��人

���不満 ��� ��人

�不満 �� �人

���多摩大学�評価������
�����以下�項目�評価�多摩大学�受�����思�����各項目�当����番号����○�����������

����社会的評価��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� ��� ��人

����教育的水準��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� ��� ��人

����社会貢献��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

����国際交流��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� �� �人

����環境��取�組���必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� ��� ��人

����卒業生�活躍��必須� 比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� ��� ��人

 

��多摩大学�勧����思��
������四年制大学��進学希望者���場合�多摩大学�勧����思���各項目�当����番号����○����
���������必須�

比率   人数  

���思� ��� ��人

�������思� ��� ��人

������思��� ��� ��人

���思��� ��� ��人



 

������志�達成�������
�����年間�通�志���程度達成����思���各項目�当����番号����○�������������必須� 比率   人数  

����� ��� ��人

����程度 ��� ��人

����程度 ��� ��人

����以下 ��� ��人

 

����他自由記述
要望�改善点提案�大学�後輩���������自由��記入������    

 
�協力������������

��������������������������������������������������������������������



�����結果詳細参照

学生

������者�����������使�規制�緩���欲�����
����出来�環境�常�����使����使�����������������
改善������願�����

��家����安心感�������大好���

�彩藤���多摩大���������

�新���������取�入�����継続�������頂���
�����������分������自分�触������������事���������経験��欲��

�彩藤���先生�����

�教育熱心�人���������差�激���思���������生徒目線�����工夫����������満足�����

�学���本数�増���欲��

��������見�����難���思���自己分析���細��性格�癖��周��聞�����思����
自分�生活����何��番楽�����楽���仕事�生�������重点�就活��欲�����

��世話������

�長�������短�����������年間����������������

��年間�世話�������
������������

��年間���充実��大学生活����
�年間������間�過������本当�時間�流��早�感����

��卒業課題�必修化
卒業������������卒業����
大学生����質�低�
評価�大学側��優良�可�不可�
必修化��������辞��学生�増加
研究�手順�文�構成���身���
大学生���最低限�水準
他�大学��万字以上��必修

�多摩祭�改善
�������強制参加�
企画�予算����連携��学生�����
経営面�技能�身���
����生���選��繋��
���縦�繋���深��

�自主的�成長���学生�����良�大学��思�����印刷�����変更�����最悪����前�簡単�印刷������������
���������変更�����自分�学費�使������考���最悪�������学生���変更�����説明�����良��思��
��

�職員�融通�効���

多摩大学�働�������次�世代��新卒採用������落胆��
����������教授�他�職員���相談����社会人��年経験��������結論付��������次�年��新卒採用���納得
����

�����大変��������思��������������頑張�������

�����活動�見直��継続活動������改善�必要�考����

��卒業式�感染��場合�丁度入社時期�被�不安���
学部��実施��������依然数百名以上集��事�変������不安�解消������全体����中止�視野�入��検討��願���
��

�教職選択必修科目�同�時間�被����事�������
����教職必修科目�������������科目選択�無駄�時間�取������������教職必修科目������付��検索����
��頂���取�逃���減���思����

�����就活��方�
面接�苦手�思�����上手�伝�����緊張��忘����������������������逆�面接�自信���話��人�声�����明
���自然�出��人�話���時�会話�強弱�上手�使��人�自信���人����人何�違����練習�量����������自分�無理
��思��沢山練習����下���

����会話�質�上��見������

�後輩�
�何����四年間���貴重�時間�大学�過�����������一度考������
��年後�自分�����������理想的����



決������者�����������常�探������
�金持�������結婚������外国�住������何�����
見���������近����������������必要��探������
理想�明確������������自然�見�������
����最後����勉強��������見�����

�大学�提供�������留学制度���使����全�使����本当�勿体無��
成長���機会�提供���������使���手������

�������




