
 

東筑紫短期大学 

平成３０年度 就職先アンケート 

集計結果 報告書 
 

 

 

１．調査対象（回答者属性）： 平成 23 年度～平成 29 年度（過去 7 年間の就職先） 

業 種 発送数 回答件数 回答率 

①一般企業 121 32 26.4％ 

②美容室 37 12 32.4％ 

③病院 276 99 35.9％ 

④病院（医療事務・秘書） 28 14 50.0％ 

⑤委託（企業） 42 17 40.5％ 

⑥幼稚園 94 68 72.3％ 

⑦保育園 184 107 58.2％ 

⑧施設 127 65 51.2％ 

業種不明 － 1  

合計 909 415 45.7％ 

                      

２．調 査 期 間：平成 30 年 10 月 19 日～11 月 19 日 

３．調 査 方 法：企業宛に回答用紙送付 

４．調査回答率：45.7％ 

５．評 価 人 数：986 名中 762 名 

学科 一般企業 美容室 病院 
病院 

（医療事務） 
企業 
（委託） 幼稚園 保育園 施設 合計 

美ﾌｧ 10 18 3 0 0 0 0 0 31 

保育 2 0 1 0 0 177 305 44 529 

短栄 9 0 18 16 13 0 32 30 118 

専攻科 0 0 2 0 0 1 4 17 24 

科不明 9 0 24 1 2 0 4 20 60 

合計 30 18 48 17 15 178 345 111 762 
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＜美容ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 評価人数 31 名＞ 

 

［1～11 項目 平均点 4.1］            

 

１. 本学の建学の精神に基づく人

格教育と専門的知識技術の修

得及びその実践力がついてい

ると思いますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

２. 仕事上分からないことに対し

てそれを克服する努力をして

いますか 

［平均点 4.3］ 

 

 

 

 

 

３. 何事にも積極的・主体的に取り

組んでいますか 

［平均点 4.1］ 

 

 

 

 

 

 

４. 常に仕事上の改善工夫を心が

けていますか 

［平均点 4.0］ 

 

 

 

 

 

 

 

５. 上司の方との報告・連絡・相談

をして仕事をしていますか 

［平均点 4.3］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

５点 4点 3点 ２点 １点
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６. お掃除等一般的に人がやりた

がらない様なことだけれども、

組織にとっては誰かがやらね

ばならないことを率先してお

こなっていますか 

［平均点 4.3］ 

 

 

 

７. ストレスコントロール力があ

ると思いますか 

（プラス思考で取り組んでい

るでしょうか） 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

８. 仕事に心を込めて行っていま

すか 

［平均点 4.4］ 

 

 

 

 

 

 

９. 同僚や関係部署などとコミュ

ニケーションを取りながら仕

事をしていますか 

［平均点 4.2］ 

 

 

 

 

 

10. 仕事に対して自信をもってい

るように思いますか 

［平均点 3.8］ 

 

 

 

 

 

 

11. 社会人として言葉遣いや礼儀

作法（マナー）等わきまえて仕

事をしていますか 

［平均点 4.1］ 
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＜大学に対しての要望他＞ 

 

【美容ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科】 

 企業 消印又は所在地 要望他 人数 平均点 

1 病院 行橋 

優秀な貴学卒業生を 40 年以上にわたり

医療事務員としてお世話頂き感謝申し

上げます。しかしながら、残念なことに

今般の就職事情もあり昨年から欠員が

埋らず大変困っております。就職条件な

どのアドバイスを積極的にいただけま

すと幸いです。 

1 名 4.9 

2 美容室 北九州中央 

大学のオープンキャンパスやイベント

などに企業として参加できる機会があ

れば是非参加させて頂きたいです。シャ

ンプーが入社してすぐにできる状態だ

ったので、即戦力になり、大変助かりま

した。授業内容も幅広くして頂いてるの

で、様々な分野で活躍してます。今後と

も宜しくお願い致します。 

2 名 
4.5 

4.5 

3 美容室 目黒 

あいさつなどの基本的な事があまり出

来ず苦労しているようです。しかし、が

んばっていると思います。現場での基本

的な事（相手に対して気づかい）等も教

えていただけると助かります。ケープ、

スプレーなどのかけ方（かける時相手の

顔、服にかかってしまう等）わからず苦

労していました。現場での動き方が全く

わからないようでした。 

1 名 2.3 

4 美容室 北九州中央 

美容業界の事で言えば、現状の美容師の

数が圧倒的に少なく、この業界に魅力を

感じていない若者が増えていると強く

感じます。これは、この業界にいる関わ

る者として、責任を感じています。美容

室自体がこの悪循環な体質を早く変え

なければ、現状を変えるのは、簡単な事

ではないと思います。我々美容業界でも

美容室経営は、現状を打破すべく、従業

員満足の為に給与の件、働く時間、人間

関係、年間休日の改正など行って参りま

したが、美容学校様には、生徒の増員を

やって頂きたいと考えております。美容

業界に良い意味で、変化をして行かなけ

れば、未来はないと考え、このことを是

非、現場（美容室側）と学校側で一緒に

なって働きかけをする必要があるので

はないかと考えております。我々で生徒

増員ができることがあれば協力します

し、是非、三位一体となりこの悪い流れ

を打破できればと考えています。 

1 名 4.7 
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5 美容室 八幡西区 

東筑紫卒業生は、仕事熱心で気遣いや礼

儀が身に付いています。今後ともよろし

くお願いします。 

1 名 4.3 

6 美容室 戸畑 

現在 2 名勤務してますが、向上心も強

く、頑張ってくれています。ありがとう

ございます！  

3 名 

5.0 

5.0 

4.2 

7 美容室 北九州中央 

協調性に欠ける、オーナーに対して、あ

るいは、自分と異なる思いを持っている

ものに対して、異常な態度である。しっ

かりとわきまえたマナーを教えて頂き

たい！  

1 名 2.7 

8 美容室 福岡 

いつもお世話になっています。企業ガイ

ダンスなど行っていると思います。是非

参加させていただきたいです。弊社は香

椎店を本店とし、福岡市東部エリアで店

舗展開をしています。10 店舗ある中で

古河市にも 2 店舗オープンしました。生

徒様の中には近くにお住みの方もいら

っしゃるのではないでしょうか。また、

東区は福岡市の各区の中で人口ランキ

ング 1 位をとるなど、様々な魅力がある

エリアです。この東区を希望される方に

も話をさせていただく機会をいただけ

ればと思っています。 

1 名 4.5 

 

＜企業名入りで評価＞ 

 企業 所在地 人数 評価 

1 美容室 東京 1 名 3.7 
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＜保育学科 評価人数 529 名＞ 

 

［1～11 項目 平均点 3.9］            

 

１. 本学の建学の精神に基づく人

格教育と専門的知識技術の修

得及びその実践力がついてい

ると思いますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

２. 仕事上分からないことに対し

てそれを克服する努力をして

いますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

３. 何事にも積極的・主体的に取り

組んでいますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

４. 常に仕事上の改善工夫を心が

けていますか 

［平均点 3.8］ 

 

 

 

 

 

 

 

５. 上司の方との報告・連絡・相談

をして仕事をしていますか 

［平均点 4.1］ 

 

 

 

 

 

 

 

５点 4点 3点 ２点 １点
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６. お掃除等一般的に人がやりた

がらない様なことだけれども、

組織にとっては誰かがやらね

ばならないことを率先してお

こなっていますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

７. ストレスコントロール力があ

ると思いますか 

（プラス思考で取り組んでい

るでしょうか） 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

８. 仕事に心を込めて行っていま

すか 

［平均点 4.1］ 

 

 

 

 

 

 

９. 同僚や関係部署などとコミュ

ニケーションを取りながら仕

事をしていますか 

［平均点 4.1］ 

 

 

 

 

 

10. 仕事に対して自信をもってい

るように思いますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

 

 

11. 社会人として言葉遣いや礼儀

作法（マナー）等わきまえて仕

事をしていますか 

［平均点 4.0］ 
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＜大学に対しての要望他＞ 

 

【保育学科】 

 企業 消印又は所在地 要望他 人数 平均点 

1 幼稚園 不明 
貴大学の卒業生は学んだ事を実践して

おり、助かっています。 
5 名 

4.7 

4.5 

4.5 

3.5 

4.0 

2 幼稚園 北九州中央 

もう少しピアノが弾けるようご指導し

ていただきたいです。本人のヤル気・

努力が必要ですが…。短大・大学のう

ちから学生ことば（語尾を伸ばすなど）

気を付けて欲しいです。 

2 名 
3.7 

3.5 

3 幼稚園 北九州中央 

年代とともに教養、様々な資質が変化

している様に思います。学校だけでは

ない、家庭環境により身についていっ

たものを特に感じます。これからの時

代学生さんの教育は難しいと思います

が、大人としての教養等高めていかれ

る様お願いしたいです。 

2 名 
2.4 

4.0 

4 幼稚園 若松 

前向き、積極的、プラス思考、明るい、

元気、ハキハキな学生を育ててくださ

い。 

4 名 

2.4 

3.5 

3.3 

3.4 

5 認定こども園 
宮崎県 

西都市 

お世話になっております。特にござい

ません。今後ともよろしくお願いいた

します。 

1 名 4.2 

6 幼稚園 門司 

当園で採用した貴校の卒業生に関して

ですが、採用して良かったと感じてお

ります。（当園で働いている教員、すべ

て貴校の卒業生です）大学に対しての

要望としてこれは他の大学に対しても

言えることですが、幼児教育をめざす

上で大切なコミュニケーション力…

（はつらつとした笑顔、態度、積極的

な取り組み）又、さまざまな記録書類

に関する文章力等の低下を危惧してお

ります。当園でも実習生をお預かりし

た際、この点に対しては、出来る丈実

践に即したアドバイスを心がけていま

すが…。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

1 名 4.9 

7 幼稚園 山口 

これからも、ステキな保育士さんをた

くさん育成していただければ、うれし

いです。 

3 名 

4.2 

4.8 

3.6 

8 幼稚園 小倉南区 

人と関わる（学生以外の大人）体験の

数、意見や考えを伝える力、文章を書

く量、今後も宜しくお願い致します。 

1 名 4.0 
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9 幼稚園 八幡西区 

これまでとは違い、幼稚園の中にも、

労働時間の短縮、シフト勤務の導入、

残業代をきっちり計算し、お支払する

など、職員の処遇改善のため努力して

いる園も増えてきていると思います。

就職先として幼稚園をお薦めいただけ

るようご協力をお願いします。 

2 名 
3.6 

3.5 

10 幼稚園 八幡西区 

就職希望の方の個性にもよると思いま

すが、最近の卒業生の方でいうと、１

年目は周りの様子をうかがって、意欲

があるのかどうか読めないところがあ

りました。２年目からは、とても明る

く、仕事をまかせても大丈夫！とどん

どん才能を開花させていて安心しまし

たが、「余計な事をして、叱られたらど

うしよう…」と気にしすぎていたよう

です。社会人の常識として、「相手に好

感度を持ち、持たれるふるまい方」な

ど、人づきあいのことから教えていか

なければいけない時代になったかな…

と思いました。実習生の方でいうと、

やはり、自分からあいさつをしに行く、

仕事をもらいにいく、という積極性に

は欠ける風潮になってきたかなと思い

ます。“マナー講座“も充実されると嬉

しいです。 

1 名 4.2 

11 幼稚園 北九州中央 

自園は、教師の数がそんなにたくさん

いる園ではないので、今いる職員は全

部出身校が違います。その中で本校の

卒業生は、とても素直に園児の為に一

生懸命頑張っています。コミュニケー

ションも取るのが上手で、皆ともとて

もうまく関われていますので、少しで

も長く勤務を続けてくれる事を願って

いるところです。 

1 名 4.5 

12 幼稚園 門司 

短期大学ですので無理かもしれません

が、①飼育、栽培等の実践を是非学生

にさせてください。②実習先では、子

どもの何を見るのかをしっかり目標を

持たせてください。見るには、診る、

観るがあります。③演習をさせてくだ

さい。演習をすることによって指導案

の書き方、援助の仕方、教材研究が出

来ると思います。④学生に本当に幼稚

園教諭は保育士になるのか、この目標

によって実習の態度がちがってきま

す。 

2 名 
4.7 

5.0 

13 幼稚園 不明 
保育学科には、保育士になりたいとい

う希望にあふれて進学してこられるの
1 名 1.9 
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だと思いますが、実際の現場に出ると

知識ではどうにもならない事がたくさ

んあります。たくさんの命を預かって

いるので、理想や希望を強く持ってい

ても厳しい事があるので、学生の間に

適性テスト等をしていただけるとあり

がたいです。 

14 幼稚園 八幡南 

自園は今年で開園 64 年をむかえてお

ります。その間、貴学園より大勢の卒

業生を送って頂きまして感謝致してお

ります。現在の幼稚園主任、又小規模

保育園の施設長も貴学園の卒業生であ

り、自園にとってはなくてならない存

在として園の中心で働きを担ってくれ

ています。ですが社会全体の傾向とで

も言ったらいいのでしょうか、最近の

新人の方々は職場に入って社会人（職

業人）としての自覚が育つのに時間が

かかっていると言う状況であります

が、先輩職員も新人をどう育てていく

かを学びながら根気よく育てていこう

と言う思いであります。貴学園のご繁

栄を祈念致しますと共に今後ともよろ

しく宜しくおねがい致します。 

4 名 

5.0 

4.5 

3.5 

2.8 

15 幼稚園 北九州中央 

いつもお世話になっております。貴校

の卒業生は頑張ってくれています。今

後ともよろしくお願い致します。 

2 名 
4.4 

4.4 

16 幼稚園 北九州中央 

貴大学を卒業したことで身についてい

るものであるのか、その時代を背景にし

た育ち方なのかが不明ですが、明らか

に、昭和の時代に貴短大で学んだ学生

（卒業生）と、平成の時代に学んだ者と

に、専門的知識・技能をはじめ、意欲や

社会性にも、その差異がみられます。貴

短大でのおそうじの時間も無くなった

と伺っておりますが…。人を育てる場で

ある、保育現場は、昭和時代に学んで卒

業してきた（厳しく、体験して、教えら

れ、学びを得てきた）ような人材を求め

ています。どの社会でも同じだと思いま

す。どうぞ、ご指導、ご教育の程よろし

くお願い致します。 

昭和 59 卒 

平成 30 卒 

4.6 

3.5 

17 幼稚園 不明 

仕事に対する構えが就職当初からしっ

かりしており大変感心しております。

おそらく大学の先生方のご指導が行き

届いているからだと思います。これか

らも採用を続けていくことになると思

いますので、よろしくお願い致します。 

1 名 5.0 
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18 幼稚園 北九州中央 

失敗を恐れてなにもしない…これがい

けません。次代を担う人材には若いか

らこそ失敗から学ぶ力を見につけて欲

しい。ある意味「鈍感力」というので

しょうか。鋭く気づく「直感力」を併

せ持った人。東筑紫さんにはいらっし

ゃいそうに思います。その能力が求め

られる時代が来るように思います。実

践力とともに今後の成長が期待できる

人材の育成をお願いします。 

3 名 

3.6 

4.1 

3.4 

19 幼稚園 若松 

今は保育士が、重宝される時代だから

なのか、雇い入れてもらっている園に

対して、仕事をさせてもらっていると

いう思いが少なくなっているように思

います。折角ご縁のあった園で、お世

話になっているので、と思いの中で、

愛園心を持ってほしいと思います。 

6 名 

3.7 

3.6 

3.8 

2.7 

3.6 

20 幼稚園 曽根 

皆さんは比較的に仕事はまじめに取り

組んでいる様ですが、社会人としての

常識やマナーに欠けるところがある様

に思われます。本学を卒業した者とし

て厳しい事を云わせていただくと宇城

先生がおっしゃっていた建学の精神

「筑紫の心（四つの心）」がうすれてい

る様に思われます。 

5 名 

3.5 

3.5 

2.1 

2.5 

2.3 

21 幼稚園 八幡南 

これからも社会に出て、困らない基本

的なことを身に付けて、送り出してい

ただけたら十分です。 

3 名 

4.5 

3.5 

3.2 

22 幼稚園 新福岡 

日頃よりお世話になっております。御

学出身の二人の職員について、回答さ

せて頂きましたが、二人とも卒業して

からかなり時間が経っていますので、

そのあたりはお汲み取り頂ければと思

います。宜しくお願い致します。 

2 名 
3.7 

4.0 

23 幼稚園 北九州中央 

改めて可視化してみると、受け入れた

職場でいかに技能的な事のみならず仕

事をする立場としての責任感やプロ意

識等の育て方、人となりの育て方の重

要性とその育ちにより、年数を重ねる

ことがしっかりとしたベテランとして

の立場を作り上げていると感じます。

学生さんに望みたいことは、具体的な

事は、就職後つみ重ねて手に入れてい

くとしても、資質の高さが育っていて

欲しい。価値観や何を大切にしなけれ

ばならないのか等の視点の確かさを持

っていることが、保育現場に身を置い

た時に「知っていること」が確かな「出

来ること」につながると考えます。身

  5 名 

経験年数 1～3 年 

〃 

経験年数 5～9 年 

経験年数 5～10 年 

経験年数 10 年以上 

 

 

 

 

3.3 

3.4 

4.2 

4.4 

4.6 
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近な手軽なマニュアルを手に入れるこ

とだけでなく、質（保育の質）とはど

ういうものなのかを学んでほしい。 

24 幼稚園 門司 
該当教諭は、3 月で退職しております。

今後共、よろしくお願い致します。 
1 名 － 

25 幼稚園 八幡東区 

本年三月をもって閉園いたしました。

永らく教員をお育て頂き有難うござい

ました。玉石混交の感もありましたが、

優秀な人に園全体をもりあげてもらい

有難うございました。時代やニーズは

変化しますが、学園の弥栄を念じます。 

－ － 

26 保育園 北九州中央 

学科の変革、男女共学化等、時代に合

った変化をして、発展されていると思

います。今後も益々発展され、50 年、

100 年後も変わりなく存在し続けてい

ただきたいと思っております。 

2 名 
3.7 

3.2 

27 保育園 八幡南 

少し実技的（ピアノ、絵画、リズム等）

な技術を身につく様にしてほしい事

と、語学（英語力）も身についている

と良いと思う。 

5 名 

4.7 

3.6 

3.9 

3.7 

3.4 

28 保育園 八幡南 

永きにわたり、主要な立場で大変ご活

躍いただいております。保育に対する

熱心な取り組みを心掛け、愛情深く若

い職員の育成にも努めてくださり、大

変幸せに思っております。 

5 名 

4.8 

4.9 

4.6 

4.6 

4.9 

29 保育園 北九州中央 

こちらから要望はありませんが、大変期

待をこめて入職された保育士さんの志

気をおとさない様育てていく事が現場

の仕事ですので皆んなで受け入れの姿

勢でゆきたいと思います。 

3 名 

4.4 

4.5 

4.3 

30 保育園 北九州中央 

社会人としての言葉遣い（自分のこと

を私という）などを指導して頂きたい。

実習生が少ないので是非実習に来てく

れることを楽しみにしています。 

6 名 

3.1 

2.9 

2.9 

2.9 

2.7 

3.0 

31 保育園 中間 

貴校を卒業した卒業生は、良い人材が

多いので、今後も多く紹介していただ

きたい。多くの良い人材を輩出してい

ただいているので、今後とも卒業見込

者を紹介していただきたい 

6 名 

4.9 

4.5 

4.4 

4.8 

4.5 

3.7 

32 保育園 二島 

簡単な童謡も弾けない人が多いように

感じるので、もう少し自信をもってピ

アノが弾けるようになってほしい。 

4 名 

4.2 

3.7 

4.2 

4.4 

33 保育園 直方 
保育指針・教育要領については、しっ

かり勉強してほしいと思います。 
3 名 

4.3 

4.3 

3.7 
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34 保育園 山口 

実習日誌の書き方等、内容がわかりに

くい事が多々ありました。保育士は書

くことが多い職種ですので、誰が読ん

でもわかりやすい文章の書き方を大学

でもより指導して頂けたらと思いま

す。また、実習生の積極的な姿勢があ

まり見られず、指示待ちが多いように

思います。自分から積極的に疑問に思

ったことを尋ねる姿勢が身に付くとよ

いと思います。 

2 名 
3.7 

3.2 

35 保育園 豊前川崎 

一年々、経験を重ね、自信をつけていき

ます。子供たちに対しても接し方が上手

になり保護者とのかかわり方も身につ

いたように感じています。 

5 名 

3.9 

3.3 

2.6 

3.5 

3.8 

36 保育園 八幡 

短期大学 2 年間で保育士全般を学びと

るのは、大変難しい事と思います。ま

ずは先輩保育士に指導を受けながら現

場の体験を通して技能を深めていって

いただきたい。園児は若い先生が大好

きです。その良さを示し、素直に仕事

に向かう姿勢が大切です。わからない

ことを遠慮なくたずね、向上心をもっ

て保育を行なう。やさしさ、気づかい

が大切ですね。「気がきく」まわりの状

況をみながら行動する気持ちが社会人

として求められています。 

1 名 3.0 

37 保育園 曽根 

保育士としての技術、技能の前の人間

としての基礎的部分を教育して、送り

出していただけたらと思います。過去 2

名採用させていただきましたが、2 名

とも 1 年で退職されました。保育士と

しての技能云々の前に、ホッチキスの

扱い方がわからなかったり、洗剤と消

毒液の違いがわからなかったり…線に

沿って画用紙を上手に切れない等があ

りました。また対人関係が、スムーズ

にいかない等…当園としても、根気強

く指導致しましたが園での職務につい

てこれない状態でした。小規模園では

ありますが、上昇思考を持って、良い

保育ができるよう、職員一同努力して

おります。園としても、保育士の卵を、

立派に育てさせていただきたいと主任

はじめ、研修等にも熱心に参加してお

ります。貴校様も、学生の指導には、

熱心に取り組まれていることとお察し

致しますが、もう少し、しっかりとし

た人材をご紹介していただけたらと思

います。 

2 名とも退

職されてい

ますので記

入は省略さ

せて頂きま

す 

－ 
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38 保育園 
さいたま 

新都心 

手あそび、パネルシアターなど、子ど
もを現場で喜ばせる事の技術を身につ
けさせて頂きたい（理論だけでなく実践） 

2 名 
3.9 

3.8 

39 保育園 小倉南区 
実習に来園していただくとたすかりま

す。あまりこないのでおねがいします。 
4 名 

5.0 

5.0 

5.0 

3.9 

40 保育園 曽根 

挨拶が出来ない学生が多くいるように

感じるので、しっかりと身に付けて欲

しい。 

5 名 

4.5 

3.2 

3.6 

3.3 

3.9 

41 保育園 行橋 

自分はプロとして社会に出るのだとい

う自信がもっと育まれていると良いと

感じます。スマホのように、ボタンを

押せば答えの出る仕事ではないので、

長年経験しなければ勉強だけでは分か

らない事が多くあることを伝えていた

だきたいです。答えや成果をすぐに求

める傾向にあると感じます。自分の思

いや考えを相手に伝えることの大切

さ、人への感謝の気持ちを持てる人が

人としての魅力なのかなと思います。

幼児教育は、この社会の中で一番大切

なものだと思いますので、今後共よろ

しくお願い致します。 

1 名 2.3 

42 保育園 二島 

東筑紫短期大学から大半の職員を雇い

入れさせていただいています。とても

好感の持てる職員ばかりです。ありが

とうございます。又、とても長くおつ

とめいただいている方が多くありがた

く思っております。近年…少し気にな

ることが…。人にもよりますが、保育

のセンスは抜群よいのに、注意しても

茶髪を直さないとか…。人は見かけで

はないのは年月がたてばわかります

が、第一印象は損すると思うので、そ

のご指導を是非お願いできればと思い

ます。丁寧な文字を書く習慣も是非お

願いいたします。最後になりましたが、

貴校の益々のご発展をお祈りしており

ます。合掌 

3 名 

5.0 

4.8 

2.8 

43 保育所 飯塚 

●●保育所では、働きやすい環境を整

えており東筑紫学園の卒業生も多く、

保育実習・職場体験などいつでも要望

に対応しています。ぜひ、●●保育所

に…。お待ちしています。 

5 名 

3.5 

3.5 

3.5 

3.7 

4.0 

44 保育園 八幡 

特にありません。卒業生の皆さんは

各々個性があって、特性を生かして頑

張っておられると思います。 

4 名 

4.7 

3.9 

4.5 

4.5 
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45 保育園 門司 
もっと保育園に就職して欲しいと思い

ます。 
2 名 

3.9 

3.9 

46 保育園 不明 

先日、お盆の上の食事の上にお盆をの

せて運んでいました。あたりまえでわ

かっているだろうと思うことがわから

ないことであると思います。ご指導が

大変でしょうがよろしくお願いしま

す。 

6 名 

3.9 

3.6 

3.6 

3.9 

3.9 

3.9 

47 保育園 直方 
実習担当の先生に比べ就職担当課の対

応がとても素っ気なく感じる。 
4 名 

4.2 

3.4 

4.1 

3.9 

48 保育園 若松 

東筑紫短大の実習生の態度を見るとホ

ッとします。これからも変わらぬご指

導を宜しくお願いいたします。 

5 名 

3.5 

4.6 

4.3 

3.7 

4.3 

49 保育園 不明 

一年目に 0 才児を担当してもらってい

ます。悩んだり、疲れたり、時には涙の

出ることもあるようですが、明るく熱心

に頑張ってくれています。実習の時から

是非にと思っていた方なので、本園に来

ていただいて本当によかったと思って

います。これからが楽しみな新入です。 

1 名 4.4 

50 保育園 中津 
大変優秀な 2 名で、職場では助かって

おります。 
2 名 

4.7 

4.7 

51 保育園 門司 
大学祭を土日に行なってくださると母

校に行きやすいと思う。 
5 名 

3.8 

3.6 

4.1 

3.8 

4.8 

52 保育園 北九州中央 

実習生が少ないので是非実習に来てく

れることを楽しみにしています。社会

人としての言葉遣い（自分のことを私

という）などを指導して頂きたい。 

6 名 

2.9 

2.9 

2.9 

2.7 

3.0 

3.1 

53 学童保育 小倉北区 

平成 28 年度に採用させて頂き、それか

ら 1 年間勤めて頂きました。（結婚で退

職され、現在はおりません）‟回答の必

要がないのかもしれない…”とも思い

ましたが、勤めていた時期のことで書

かせて頂きました。 

1 名 3.5 

54 施設 若松 

いつもお世話になっております。毎年、

積極果敢な生徒さんが入職し、将来が

楽しみであります。今後も変わらない

お付き合いをお願い致します。 

2 名 
4.7 

4.3 

55 施設 北九州中央 

卒業生 3 名が就労していますが、真面

目に勤務しており保育学科で学んだ事

を実践に生かしています。 

3 名 

4.6 

4.4 

4.8 
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56 施設 田川伊田 
一緒に取り組んでいただける人材がい

たら、紹介して欲しい。 
2 名 

4.5 

4.4 

57 施設 直方 

貴校の卒業生の方が多く入職していま

す。利用者に対して積極的に支援する

人が多く、業務内容に関わらずねばり

強く取り組んでいます。 

5 名 

3.8 

4.7 

4.0 

3.9 

5.0 

 

＜企業名入りで評価＞ 

 企業 所在地 人数 評価 

1 幼稚園 小倉南区 2 名 
3.9 

4.9 

2 幼稚園 行橋 3 名 

3.4 

3.9 

3.8 

3 幼稚園 小倉北区 5 名 

4.1 

4.8 

3.2 

4.4 

4.4 

4 保育園 山口 2 名 
4.5 

4.5 

5 保育園 曽根 3 名 

1.7 

2.4 

3.8 

6 保育園 八幡西区 1 名 4.2 

7 幼稚園 行橋 1 名 3.7 

8 保育園 八幡南 5 名 

3.8 

3.7 

4.5 

4.1 

4.0 

9 社会福祉法人 八幡 3 名 

3.6 

3.9 

4.3 

10 保育園 山口 1 名 3.1 

11 施設 門司 2 名 
4.7 

4.6 

12 施設 小倉北区 5 名 

3.8 

3.9 

4.1 

3.7 

3.8 

13 施設 山口 6 名 

3.1 

2.8 

3.4 

3.5 

3.8 

4.5 
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＜短大 食物栄養学科 評価人数 114 名＞ 

 

［1～11 項目 平均点 3.8］            

 

１. 本学の建学の精神に基づく人

格教育と専門的知識技術の修

得及びその実践力がついてい

ると思いますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

２. 仕事上分からないことに対し

てそれを克服する努力をして

いますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

３. 何事にも積極的・主体的に取り

組んでいますか 

［平均点 3.8］ 

 

 

 

 

 

 

４. 常に仕事上の改善工夫を心が

けていますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

 

 

 

５. 上司の方との報告・連絡・相談

をして仕事をしていますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

 

５点 4点 3点 ２点 １点
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６. お掃除等一般的に人がやりた

がらない様なことだけれども、

組織にとっては誰かがやらね

ばならないことを率先してお

こなっていますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

７. ストレスコントロール力があ

ると思いますか 

（プラス思考で取り組んでい

るでしょうか） 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

８. 仕事に心を込めて行っていま

すか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

９. 同僚や関係部署などとコミュ

ニケーションを取りながら仕

事をしていますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

10. 仕事に対して自信をもってい

るように思いますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

 

 

11. 社会人として言葉遣いや礼儀

作法（マナー）等わきまえて仕

事をしていますか 

［平均点 3.8］ 

 

 

 



18 

＜大学に対しての要望他＞ 

 

【短大 食物栄養学科】 

 企業 消印又は所在地 要望他 人数 平均点 

1 一般企業 下関市 

人間教育、社会人としての素養に力を
入れているアンケートであるが、当社
入社の人に対しては、あまりそれを感
じられなかった。特に一人目はひどか
った。（１年半で突然退職） 

尚、二人目も退社予定の為、1 名品管要
員として斡旋してほしい。 

2 名 
3.5 

1.7 

2 病院 大分 

今後、管理栄養士、栄養士の新卒採用

を、教育体制をさらにととのえてでき

ればと考えています。よろしくお願い

致します。 

1 名 3.8 

3 病院 北九州中央 今後ともよろしくお願い致します。 2 名 
4.0 

3.6 

4 病院 不明 

社会人になると色々な厳しい指導を受

けたり、自分の思い通りにいかないこ

とが多々ありますが、一人で抱え込む

のではなく、相談したり、自分から話

しかける姿勢、コミュニケーション能

力の向上をお願いしたいと思います。

誰もがストレスを抱えて当たり前の世

の中ですが、いかにうまく解消するか

というご指導もお願いできたらと思い

ます。貴校に限らず全般的に感じるこ

とですのでご容赦ください。 

1 名 3.2 

5 
病院  

医療事務・秘書 
北九州中央 

残念ながら、能力、性格、人格等にお

いて、特段評価するものが見当たりま

せん。最低限の業務はこなしているも

のの、笑顔が乏しく、受付の対面業務

や電話での応答に使う言葉、アクセン

トが標準レベルを下回っていますの

で、気づくたびに注意が必要となりま

す。入職の際に提出されていた履歴書

には、実に多くの資格が記載されてい

ましたが、実務に反映されているのは

ごくわずかです。能力が不足している

ところを補充するよう指導しても、や

る気は見られず、向上は 3 年間あまり

見られません。本人から「おはようご

ざいます」や「ありがとうございまし

た」の言葉を自主的に発するのを入職

して以来記憶にない程度です。学生時

代から、憲法に則った「勤労の義務」

の意義をきちんと教育し、職に就く意

義、職業人としてのマナー、常識を徹

底して教育してください。 

1 名 2.0 

6 
病院  

医療事務・秘書 
八幡西 

貴校卒業生で現在在職スタッフはとて

も優秀です。今後ともよろしくお願い

いたします。 

1 名 4.8 
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7 
病院  

医療事務・秘書 

田川 

後藤寺 

専攻してきた学科と現職の業務がかけ

離れている為、その技術や知識を存分

に発揮出来ないというところではない

でしょうか。せっかくの専門知識です

ので、それに見合った職種で活躍され

るべきではないかと思います。 

1 名 2.9 

8 
病院  

医療事務・秘書 
北九州中央 

来春卒業で当院に就職希望者が、いら

っしゃればご連絡いただければ幸いで

す。※受付事務 1 名希望します。 

1 名 4.3 

9 委託（企業） 八幡東区 

今回のアンケートはあえて厳しく評価

させていただきました。貴校に限らず、

優れた教育を行っても、最後は学生の

本来の資質でおおよその社会人として

のレベルが決まってしまうようです。

当社は長年の歴史からコンプライアン

スなど企業モラルは優れていると思い

ます。その分、人間教育は他の会社よ

り厳しいかもしれません。その代わり、

他社やお客様の当社社員に対する平均

点は高いです。もちろん入社して 1～2

年で退社する人には十分な人間教育は

できませんが、当社は仕事を通じて人

間教育ができる会社だと思ってます。

今後ともよろしくお願いいたします。 

短栄 3 名 

3.4 

4.2 

4.2 

10 保育園 不明 今後ともよろしくお願いします。 1 名 4.7 

11 施設 北九州中央 

二名の方を採用させて頂きました。一

名の方は 4 か月程で、退職されましが、

もう一名の方は、頑張っておられます。

私共の職場でも、常に働いて下さる方

の募集をさせて頂いておりますが、希

望する人材が少ないのが現状です。な

ので、希望して採用された方は本当に

貴重な人材として、丁寧に仕事を覚え

てもらい、大切に育てていく覚悟を持

っております。仕事に対して真剣に考

えて努力していく姿勢を持っている学

生さんを育てていってほしいと願って

おります。 

2 名 
4.0 

1.9 

12 施設 門司 

就職活動では売り手市場の昨今、現場

の栄養士といった地味な職種を希望す

る若者は多くないように感じます。ど

うか今後とも人材育成の程、よろしく

お願い申し上げます。 

2 名 
3.5 

3.8 

13 施設 犀川 今後ともよろしくお願い致します。 1 名 4.0 
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＜企業名入りで評価＞ 

 企業 所在地 人数 評価 

1 一般企業 博多区 5 名 

4.3 

4.2 

3.8 

3.5 

3.5 

2 施設 八幡 2 名 
3.5 

3.4 

3 病院 小倉北区 1 名 3.5 

4 保育園 山口 2 名 
5.0 

5.0 

5 病院 福間 3 名 

3.7 

3.8 

3.9 

6 社会福祉法人 小倉南区 4 名 

2.2 

3.3 

4.4 

4.0 

7 委託企業 小倉 4 名 

4.6 

4.8 

4.6 

4.8 
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＜専攻科 24 名＞ 

 

［1～11 項目 平均点 4.0］            

 

１. 本学の建学の精神に基づく人

格教育と専門的知識技術の修

得及びその実践力がついてい

ると思いますか 

［平均点 4.0］ 

 

 

 

 

２. 仕事上分からないことに対し

てそれを克服する努力をして

いますか 

［平均点 4.1］ 

 

 

 

 

 

 

３. 何事にも積極的・主体的に取り

組んでいますか 

［平均点 4.1］ 

 

 

 

 

 

 

４. 常に仕事上の改善工夫を心が

けていますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

 

５. 上司の方との報告・連絡・相談

をして仕事をしていますか 

［平均点 4.1］ 

 

 

 

 

 

 

 

５点 4点 3点 ２点 １点
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６. お掃除等一般的に人がやりた

がらない様なことだけれども、

組織にとっては誰かがやらね

ばならないことを率先してお

こなっていますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

７. ストレスコントロール力があ

ると思いますか 

（プラス思考で取り組んでい

るでしょうか） 

［平均点 3.8］ 

 

 

 

 

８. 仕事に心を込めて行っていま

すか 

［平均点 4.0］ 

 

 

 

 

 

 

９. 同僚や関係部署などとコミュ

ニケーションを取りながら仕

事をしていますか 

［平均点 4.0］ 

 

 

 

 

 

10. 仕事に対して自信をもってい

るように思いますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

11. 社会人として言葉遣いや礼儀

作法（マナー）等わきまえて仕

事をしていますか 

［平均点 3.9］ 
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＜大学に対しての要望他＞ 

 

【専攻科】 

 企業 消印又は所在地 要望他 人数 平均点 

1 施設 八幡南 

いつもお世話になっております。最近は

新卒採用ができていませんが、学生の

方々に選んでいただけるよう、当法人も

努めてまいります。今後もどうぞよろし

くお願い致します。 

5 名 

3.7 

4.0 

3.5 

4.0 

3.1 

2 施設 小倉北区 

介護福祉を専攻している学生の方の実

習施設として、私どもの法人を選んでい

ただき、ありがとうございます。実習を

通して介護福祉が意義ある仕事である

事を感じていただき、将来の目標の選択

肢の一つになれば幸いです。今後も介護

実習を積極的に受け入れ、社会福祉の発

展に貢献できればと思っております。今

回、貴校の卒業生に入職していただき、

その人柄も仕事に対する姿勢も優れて

おり、大変うれしく思っております。今

後も就職を考えている方がいらしたら、

ぜひご紹介をお願いいたします。 

1 名 4.6 

 

＜卒業生名が記入されていたので、企業名が判明した企業＞ 

 企業 所在地 人数 評価 

1 施設 北九州中央 5 名 

4.4 

4.4 

3.8 

4.4 

4.4 

 

 



2019/01/21 

複数学科・学科不明 

平成３０年度 就職先アンケート 

集計結果 報告書 
 

 

 

１．調査対象（回答者属性）： 平成 23 年度～平成 29 年度（過去 7 年間の就職先） 

業 種 発送数 回答件数 回答率 

①一般企業 121 32 26.4％ 

②美容室 37 12 32.4％ 

③病院 276 99 35.9％ 

④病院（医療事務・秘書） 28 14 50.0％ 

⑤委託（企業） 42 17 40.5％ 

⑥幼稚園 94 68 72.3％ 

⑦保育園 184 107 58.2％ 

⑧施設 127 65 51.2％ 

業種不明 － 1  

合計 909 415 45.7％ 

                      

２．調 査 期 間：平成 30 年 10 月 19 日～11 月 19 日 

３．調 査 方 法：企業宛に回答用紙送付 

４．調査回答率：45.7％ 

５．評 価 人 数：986 名中 60 名 

学科 一般企業 美容室 病院 
病院 

（医療事務） 
企業 
（委託） 幼稚園 保育園 施設 合計 

科不明 9 0 24 1 2 0 4 20 60 
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＜大学に対しての要望他＞ 

【複数学科】 

 企業 消印又は所在地 要望他 人数 平均点 

1 一般企業 北九州中央 

家族からの愛情、友人からの愛情、先

輩・後輩の愛情、社会人の礼儀、マナ

ー、愛情、思いやり、生活、環境等、

大変な時代です。特に道徳教育、礼儀

作法等の欠落、新時代「働き方改革」

に振り回されず、個性を大切にしてく

ださい。今後共、ご協力、ご支援をお

願い申し上げます。 

保育 1 名 

短栄 1 名 

美ﾌｧ 1 名 

3.3 

3.2 

3.3 

2 一般企業 北九州中央 就活中の学生に弊社を紹介して欲しい 

大栄 2 名 
3.7 

3.6 

短栄 3 名 

4.0 

3.5 

3.7 

3 一般企業 新福岡 

コミュニケーション能力（対話、あい

さつ、表情）の低さが気になります。

学生気分のまま仕事を行っている印象

です。 

美ﾌｧ 1 名 

短栄 1 名 

2.2 

1.5 

4 病院 小倉南区 

毎年お世話になっております。こちら

の学生さんは面接練習などされていて

礼儀正しいのですが、練習の際はビジ

ネスバックを持って練習はしていない

と思います。面接時や訪問時にバッグ

をどのようにおいていいのか分から

ず、思わず膝の上に抱え込む学生さん

を何人か見かけました。そういった指

導もされるとスマートな面接訪問にな

ると思います。 

大栄 1 名 3.5 

短栄 3 名 

4.6 

3.3 

3.3 

5 委託（企業）  下関市 

貴大学の出身の方は個人差はあります

が全体的に見れば真摯に業務に当たっ

てくれています。当方の職員は若い方が

多いのですが、これから先経験を積んで

もらえればより素晴らしい栄養士と成

られると思います。貴大学の出身者は安

心して採用できるように思われます。

又、先生方も訪問等、卒業生のフォロー

アップに努めておられます。 

大栄 3 名 

2.2 

4.6 

4.5 

短栄 2 名 
3.4 

3.0 

6 
病院  

医療事務・秘書 
北九州中央 

素晴らしい人材をいつもありがとうご

ざいます。 

大栄 1 名 3.7 

短栄 2 名 
3.3 

4.2 

7 保育園 筑紫 

アンケート１人目の貴学卒業生は 10年

以上主任保育士として活躍してくれて

います。 

保育 1 名 

短栄 1 名 

5.0 

3.3 
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8 保育園 北九州中央 
就職したら少なくとも 3 年間は辞めな

いで頑張る様指導して頂きたい。 

専攻 1 名 3.8 

保育 4 名 

4.3 

3.6 

3.6 

3.3 

9 保育園 遠賀川 

皆さんには何事にも真面目に取り組ん

で頂き、有難く思っております。又、

ピアノにも一生懸命さを感じ、嬉しい

限りです。是非、当園に実習に来て頂

き、先輩方の頑張っている姿を御覧頂

きたく思います。今後とも、どうぞ宜

しくお願い致します。 

保育 3 名 

4.7 

3.8 

3.6 

短栄 1 名 4.7 

10 保育園 宗像 

60 代、50 代の職員 2 名については、記

入しておりません。20 代 2 名、30 代 2

名を記入しております。 

保育 2 名 
4.5 

4.1 

短栄 2 名 

専攻 1 名 

3.4 

4.5 

11 保育園 大分東 今後とも宜しくお願い致します。 
保育 1 名 

短栄 1 名 

4.0 

3.9 

12 施設 八幡南 

交通の便は良くないのですが、実習生

も受け入れています。卒業生頑張って

います。 

保育 3 名 

5.0 

4.6 

3.5 

短栄 1 名 4.1 

13 保育園 小倉南区 

平素より大変お世話になっております。在

職者、退職者 2 名の記入を致しました。厳

しい回答をしておりますが、決して貴校の

責任とは考えておりません。保育業界のみ

ならず、どの業種も人材不足といわれる

中、昔に比べるとストレスも余り無く育て

られた学生さんを育成していくのは大変

な労力であり、大変な御苦労をされている

ものと拝察いたします。上記卒 2 名のう

ち、1 名は調理員として、立派に現在も頑

張って仕事をしてもらっておりますが、も

う 1 名は就職して数カ月で残念ながら退

職してしまい、私どもの指導力のなさを感

じ、反省しております。ともあれ、東筑紫

の学生さんは昔から即戦力のある方が多

いと私は感じておりますので、これからも

今までの建学の精神を基に、多くの若人を

輩出していただきたいと切に願っており

ます。今後ともどうぞよろしくお願い致し

ます。 

大栄 1 名 3.4 

保育 1 名 

（退職者） 
3.3 

14 保育園 遠賀郡 

昨年度から園長として●●保育園に勤めて

います●●と申します。北九州市の児童養

護施設で 21 年間勤務し、東筑紫の学生・卒

業生とは、関わりが長いです。児童養護施

専攻 1 名 3.4 
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設でも人材確保が難しく市内の施設協議会

で人材確保委員会を立ち上げ、学校を訪問

するだけでなく、各施設の職員の処遇につ

いても検討・改善を行なっていました。水

巻地区では、協議会で処遇を整えることは、

まだ難しいようですが、人材確保のためだ

けではなく、保育士の働きやすい環境を築

けるよう取り組んでいます。特に職員の人

間関係について力を入れていきます。貴校

の学生のニーズ、当法人の改善点などの助

言を今後よろしくおねがいします。 

保育 4 名 

4.0 

3.8 

3.2 

3.5 

15 保育園 山口 

今まで東筑紫短期大学の学生さんは、

とても意欲的で園内でも中心者として

頑張って頂いています。雇う側として

も東筑紫短期大学の学生さんは、安心

して受け入れる状況です。ただ残念な

事に今年度入社した職員が 11月で退職

します。身体的な理由です。今の若い

世代には多い事なのでしょうが、教育

の現場では厳しいです。どうか仕事に

対する責任感を持って頂く事を更に教

育して頂ければと思います。 

保育 2 名 
3.5 

3.8 

短栄 1 名 2.4 

16 施設 戸畑 

東筑紫保育科で学んだ、お掃除や身だ

しなみ、あいさつ等々は、宇城カ子先

生、信五郎先生の本学を導いてこられ

た信念は、保育現場で長く働くだけ、

とても大切であることを感じる。この

ことは、今後もより大切にして頂きた

い。保育の世界も、子どもは 30 年数年

前は変わらずとも、子どもをとりまく

保護者、時代の流れによる情報の多さ

などなど、変わってきたものもたくさ

んあり、保育科も 4 大に変更か、心理

学部を新設し、社会福祉士、心理認定

士の資格をとれるようにしてほしい。

東筑紫保育科で学び、保育現場でしっ

かりがんばっている OG には、そのス

キルアップとして聴講や通信でも心理

が学べるようにしてほしい。福祉大学

と唱っているのであるならば、本学が

さらに飛躍し、よりよい人材育成し、

社会への進出できる、学びの場となる

ことを心より祈ります。又、このよう

なアンケートは、数年 1 回し、大学運

営に役立てて頂きたい。 

短栄 1 名 3.7 

保育 4 名 

3.9 

4.3 

3.9 

4.7 

17 保育園 門司 
実習生や就学活動ではお世話になって

ます。 

保育 3 名 

4.0 

4.0 

5.0 

短栄 1 名 2.4 
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18 施設 不明 
専攻科は大変質も高く戦力となりま

す。 

専攻 4 名 

4.5 

4.2 

3.9 

4.0 

短栄 1 名 2.0 

19 施設 宗像 

過去から現在に至るまで、人間的に信

頼出来る卒業生さんが来ていただいて

いるという印象があります。皆さん大

変まじめで、誠実な方ばかりのため、

貴校に対しては安心して求人させて頂

いています。貴校からは実習等で、日

常的に交流させて頂いておりますが、

当法人は社会福祉法人であり、地域貢

献活動や次世代の若い人材を育んでい

くことは責務であると考えております

ので、今後も多くの学生さんの実習の

お手伝いが出来れば（実習機会を多く

提供すること）幸いですので、我々法

人を遠慮なく活用下さい。今後ともよ

ろしくお願いします。 

大栄 3 年目 4.5 

短栄 5 年目 

短栄 3 年目 

短栄 1 年目 

短栄 1 年目 

4.4 

3.7 

3.5 

3.4 

 

＜企業名入りで評価＞ 
 企業 所在地 人数 評価 

1 一般企業 宗像 
美ﾌｧ 2 名 

4.6 
4.2 

短栄 1 名 4.7 

2 病院 小倉北区 
美ﾌｧ 1 名 
短栄 1 名 

5.0 
5.0 

3 病院 
八幡西区 理学 2 名 

3.2 
1.8 

 作業 1 名 4.5 

4 病院 鹿児島 
大栄 1 名 
作業 1 名 

3.7 
4.0 

5 病院 徳山 
理学 1 名 3.8 

作業 2 名 
3.7 
3.7 

6 病院 
小倉
北区 

H30 入職 
H28 入職 
H29 入職 

大栄 3 名 
3.5 
3.5 
4.0 

H29 入職 短栄 2 名 
3.6 
3.1 

7 病院 下関市 
大栄 1 名 
理学 1 名 

3.8 
3.9 

8 保育園 中津 
保育 1 名 
短栄 1 名 

4.5 
3.9 

9 病院 新福岡 
大栄 1 名 
作業 1 名 

3.7 
4.1 

10 施設 遠賀郡 
短栄 4 名 

4.6 
4.2 
4.4 
4.2 

専攻 1 名 4.5 
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＜学科不明 60 名＞ 

 

［1～11 項目 平均点 3.8］            

 

１. 本学の建学の精神に基づく人

格教育と専門的知識技術の修

得及びその実践力がついてい

ると思いますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

２. 仕事上分からないことに対し

てそれを克服する努力をして

いますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

３. 何事にも積極的・主体的に取り

組んでいますか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

４. 常に仕事上の改善工夫を心が

けていますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

 

 

 

５. 上司の方との報告・連絡・相談

をして仕事をしていますか 

［平均点 4.0］ 

 

 

 

 

 

 

 

５点 4点 3点 ２点 １点
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６. お掃除等一般的に人がやりた

がらない様なことだけれども、

組織にとっては誰かがやらね

ばならないことを率先してお

こなっていますか 

［平均点 3.8］ 

 

 

 

７. ストレスコントロール力があ

ると思いますか 

（プラス思考で取り組んでい

るでしょうか） 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

８. 仕事に心を込めて行っていま

すか 

［平均点 3.9］ 

 

 

 

 

 

 

９. 同僚や関係部署などとコミュ

ニケーションを取りながら仕

事をしていますか 

［平均点 4.0］ 

 

 

 

 

 

10. 仕事に対して自信をもってい

るように思いますか 

［平均点 3.7］ 

 

 

 

 

 

 

11. 社会人として言葉遣いや礼儀

作法（マナー）等わきまえて仕

事をしていますか 

［平均点 3.9］ 
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＜大学に対しての要望他＞ 

 

【学科不明】 

 企業 消印又は所在地 要望他 人数 平均点 

1 一般企業 博多北 

凄く頑張ってくれています。教えた事

をすぐに行動にうつし、効率良く仕事

を出来る様になってきました。すべて、

良く取り組んでいる様ですが、一点、

笑顔がなかなか出ない事が、今、苦戦

している状況です。自然と笑顔が出る

様に指導していきます。 

1 名 4.0 

2 病院 北九州中央 

現在（2018.10.26）では貴校からの職

員がいなくなってしまいましたが、毎

年複数名の学生さんをご紹介していた

だいております。ありがとうございま

す。今年も数名の方よりご応募があっ

ております。 

2 名 － 

3 委託（企業） 大阪西 

まだ、貴学からの卒業生がおりません。

ですので、無記入となってしまい申し

訳ありません。これからも何卒よろし

くお願いいたします。 

－ － 

4 病院 京都府 
昨年度当院退職致しました。回答は控

えさせて頂きます。 
－ － 

5 病院 佐賀県 
当院の職員に貴学の卒業生はおりませ

んので、ご報告いたします。 
－ － 

6 委託（企業）  高松市 

卒業生の御在籍は当支店ではありませ

ん。引きつづきよろしくお願い申し上

げます。 

－ － 

7 保育園 福岡市 

（●●さん）H27.10.15～H28.3.31 迄

の勤務でしたので、本人の能力や貴校

の方針・理念等を本園が理解するに至

っておりません。他園では貴校の卒業

生は真面目で有能であるとの評価は耳

にしております。H31 年度の採用受付

しておりますので、何卒紹介の方宜し

くお願いします。 

－ － 

8 施設 北九州中央 

御学卒業の学生さんにおかれまして

は、即企業の戦力になり得るポテンシ

ャルを備えていると思われます。しか

し、残念なことに、御学は、実習先企

業への就職を強く斡旋する傾向にあ

り、就職先への視野が広げられないと

の意見を学生さんは述べておりまし

た。そのようなことから、御学が注力

されている人格教育を受けた学生さん

には、特定の企業への就職斡旋を行う

ようなことはなく、幅広い分野への企

業に目を向けるような指導を行って頂

けたらと思います。（リクナビ、マイナ

ビの利用を勧めることも良いと思われ

ます）御学で学ばれた学生さんにとっ

2 名 
3.8 

3.9 
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て、幅広い分野での活躍が可能な機会

が与えられることを期待すると共に、

御学のブランディングが向上すること

を願っております。就職率 100％≠良い

学校、学生と企業のマッチングに注力

している学校＝良い学校へと市場の傾

向は変化していると思われます。 

9 施設 豊前 

特にありません。良い人材教育をされ

ている学校だと思います。又、良い人

材を当施設に送り入れてくれた事を感

謝しています。 

1 名 4.3 

10 施設 北九州中央 

仕事は与えられるものでなくて自分で

工夫をしたり熱心に取り組んでほしい

と思います。その傾向が最近の学生に

はないと思う。 

1 名 2.2 

 

＜企業名入りで評価＞ 

 企業 所在地 人数 評価 

1 病院 東京 6 名 全員4.0 

 


