
２０２０年度卒業時アンケート結果 

 本学では、毎年、卒業を控えた 2 年生を対象に卒業時アンケートを実施している。本学では建学の精

神「至誠、和敬、慈愛」に基づき、「これからの社会に役立つ、人間性豊かな知性と教養ある人材の育成」

を教育理念としている。その教育理念を実現するために、自ら学び努力していく姿勢と、強くしなやかな

意思を育むことを基盤として、専門的学習成果（保育者としての学習成果）と汎用的学習成果（社会人と

しての学習成果）の両面から定めた学習成果と、本学の満足度等について調査を実施した。 

 ・実施時期：2021 年 3月 16 日～3月 19日 

 ・調査対象：2020 年度卒業生 126 名 

 ・回答率：31名 24.6％ 

Ｑ１．貞静学園短期大学で２年間努力して勉強され、どのくらい学習成果を修めましたか？ 
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（１）子どもや特別な支援を要する人の発達特性や個

性について学び、一人一人の最善の幸福を考え、保

育・教育および家庭支援を実践するための様々な知

識・技術・技能を習得できましたか。
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（２）子どもの｢生きる力｣を育むために、「健康」

「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の五領域に

ついての技術や技能を習得できましたか。
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（３）保育者として子どもの人権を尊重し、倫理観を

持って他者と協調すると共に、子どもの心身の健康と

安全に努めながら保育・教育に取り組めましたか。
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（４）獲得した知識・技能・態度を基礎として、継続

的に向上心を持って学習できましたか。
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（５）他国の人や文化を尊重しグローバルな視点で、

子ども、職場、社会を捉え、保育・教育および家庭支

援について知識と理解を深められましたか。
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（６）文化、社会や自然に対する知識を豊かにし、多

様な価値観や意見を理解し、自ら学べましたか。
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（７）読む、書く、聞く、話す能力をはじめ、情報を

収集・分析する能力、数や量を理解する能力を高め、

他者と協働して新しい視点や発想、柔軟な方法で問題

を解決することができましたか。
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（８）社会規範や職場のルールを理解し守り、様々な

人々と協調して仕事や課題に積極的に取り組み、実現

へ向けて計画し、やり遂げる強い意志を獲得できまし

たか。
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Ｑ２．貞静学園短期大学に入学されて、良かった点についてお書きください。 

 

 

保育者になるための必要な知識を得られただけでなく、素敵な仲間と親身になって話を

聞いて下さる先生方そして職員の方々と出会うことが出来たことです！ 

ピアノの練習がいつでもできる。 

同じ保育者を目指す仲間ができたこと！ 

大切な友達に出会うことが出来たこと。 

小さい頃からの夢であった保育士を目指すために勉強できたこと。 

2 年間で友だちと助け合いながら楽しく頑張ることが出来ました。 

学びがとても多いところ。 

先生が話しやすかった。 

担任の先生がよかったです！話聞いてくれたり、考えてくれるのとっても嬉しかったで

す。 

沢山のことを学ぶことができました。 

施設が綺麗で勉強に集中ができる。先生との距離が近いので相談しやすい。学生が明る

い。就職課の先生が親身になって相談に乗ってくださった。 

先生と学生が仲良い。 

最高の友達ができた！ 

最高の先生に出逢えた！ 

人前で恥ずかしがらずに発表ができるようなった！ 

保育者としての自覚が芽生えた！ 

他の学校に比べて辞める子が少ない！！先生と仲良くなれて授業も楽しい！！ 

先生方との距離が近いところ。 

保育について自分のペースで取り組むことができる学ぶことができた。 

たくさんの行事に参加することができたり、地域の人達や子どもたちと関わることので

きるボランティア活動があったりとこれからに活かすことのできる経験ができたとこ
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ろ。 

私たちは行くことができなかったけど、韓国留学できるところ。 

最高の先生方、友達に出会えたこと。 

先生方が親身なところです。授業の疑問はもちろん就職の相談にも優しくて親身に話を

聞いてくれたからです。 

また、行事も楽しいものばかりで充実した学生生活を過ごすことができたと思います。 

先生と学生の距離が近く親しみやすく、気軽に相談など出来たのが良かったです。 

先生たちが優しくて暖かくてほんとに入学してよかった！頑張ってこれました！ 

先生方との距離が近く分からないことや相談をしやすい。 

保育園や幼稚園のことなど勉学を学んだりすることやさまざまな行事に参加できて良か

ったと思いました。 

保育に関する知識はもちろん、友達が沢山できました。 

・先生たちに質問がしやすい！ 

・事務の方々も仲良く接してくれる！ 

・私たちのために、これから就職してから使えそうな資料を沢山教えていただけた！ 

先生との距離が近い事で分からない事はすぐに聞けるし、実習に挑む時も必ず励まして

くれて背中を押してくれるから本当に嬉しかったし入学して良かった。 

クラスがえがないので友達と仲良くなれ相談し合えた！ 

先生と距離が近く，悩み事があった時には相談できること。 

同じ夢を目指しながら仲良くできる友達が出来て良かった。 

楽しかったです。 

ピアノを自主的に、練習できるスペースが多くあって良かった。 

先生との距離が近いこと。 

励ましあえる仲間ができた。 
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Q３．本学を後輩や知人、親戚に勧めたいと考える点は何ですか？勧めたい点と理由をお書き

ください。（自由記述） 

・アットホームな雰囲気。 

・先生と学生の距離が近い。 

・ピアノがたくさんあって練習しやすい。 

・学費が高くない。 

・学校が綺麗。 

・図書館が利用しやすい。 

・就職課も相談しやすい。 

・オープンキャンパスに力を入れている。 

先生と学生の距離が近い！ 

気軽になんでも話せてとっても楽しかった！ 

行事が楽しい。 

良い環境で勉強ができる。 

先生と学生の距離が近い。 

話しやすいし、困った時助かるから。 

先生との距離が近い。 

学校全体の雰囲気がいい。 

実習先を先生が決めてくれて巡回とかもきちんと行ってくれて的確な指示をしてくれる

から。 

先生と学生の距離が近く、本当に暖かい方たちがたくさんいるので安心して勉学に励め

るから。授業が楽しいから。綺麗だから。 

先生が親切である。事務の方の対応も良くて対応が迅速。コロナ禍でも実習園を必死に

探してくださった。すすめたいととても思います。 

2 年で免許が取得できる。 

2 年間なので忙しいところはあるが、先生方との距離が近いためいろいろ相談や話がし

やすい。 

先生と学生の距離が近く、また、事務の先生ともたくさん交流をもてるところ。 

学校の雰囲気もとても良くて、楽しい学校生活を送ることができるところ。 

行事もたくさんあって、クラスの仲間と絆を深めることができるところ。 

ボランティア活動をはじめ、様々な経験ができるところ。 

貞静に入学すれば、先生方のあたたかい愛を感じながら夢に向かって努力することがで

きる！！！！！！ 

先生と学生の距離が近いこと。わからないことがあったらすぐに気づいて教えてくれる

ところ。 

2 つあります。 

1 つ目は先生方の優しさです！ 

もちろん私たち学生が保育者になるために時に厳しい言葉も聞きますが、優しくて楽し

い先生ばかりなことを伝えたいです。 

2 つ目は学校全体が明るいこと。 

オープンキャンパスで特に感じると思いますが、楽しい！元気！がわかる学校です。 

保育者は明るく元気に楽しくが必要になります。その要素を兼ね揃えているのはここの
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学校だけだと思うからです。2 年間だけなのにたくさんの学び経験ができ実習先からの

信頼もあついなどのことからです。 

個性的な先生が多く毎日楽しく授業を受けながら、保育者になるための勉強ができるか

ら。 

先生たちが優しくてアットホーム！！！！トイレが綺麗！ 

幼稚園教諭 2 種免許や保育資格が取れることやさまざまなボランティアに参加すること

ができるという点です。理由は幼稚園教諭 2 種免許や保育資格ができるよう色々な保育

のことを学べることと、さまざまなボランティアに参加することで知らなかったことが

知れたり参加して良かったと感じると思うからです。 

みんな明るくフレンドリーで、とても楽しい環境で勉強が出来ること。 

・卒業しても、貞静で良かったなと思えているところ。 

・先生たちが真剣に私たちのことを考えてくれていたんだなと実感したこと。 

・親身に話を聞いてくれたこと。 

先生との距離が近い。【分からない事はすぐに聞けるし、親身になって話を聞いてくれ

るから色々な相談もしやすいから。】遊べるところが近くに沢山ある。【大学生活を送

る上で大切なことだと思ったから。池袋と後楽園が近いのは本当に大きいと思う。】 

クラスがあるので仲のいい友達と毎日過ごすことができる。 

保育に関することはもちろん介護科もあるため、資格が 3 つとれてすごいいいと思いま

す。また、学校全体で楽しい雰囲気になってると思うので、先生たちにも質問しやすく

おすすめ。 

人間関係が良い点。 

先生が、学生一人ひとりに、親身になって接してくれるのは、他の四年生大学ではまず

ないと思うから。大学職員の方全員は全校学生のことを知ってると思う。 

先生との距離が近くて相談しやすいこと。 

 


