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京都外国語大学 2017年度卒業生対象 卒業時アンケート集計結果
2018/05/30 

総合企画室 IRグループ

1. 調査の概要

 調査対象

2017年度秋学期の卒業生全員

 調査期間と方法

2017年度の卒業式の当日にマークシート式の調査票を配布し、その場で回答してもらった

 主な調査項目

 入学時の志望順位

 校風や教育方針が合っていたか

 学修や大学生活等への満足度

 身についた能力

 大学での成長実感や達成感

 学生生活で入れて取り組んだこと

 成長のきっかけとなったこと

 卒業後の進路について

 回収状況

回収数 回収率

学科 男性 女性 不明 全体 男性 女性 不明 全体

英米語学科 146 249 4 399 95.4% 92.2% - 94.3%
スペイン語学科 24 33 1 58 96.0% 86.8% - 92.1%
フランス語学科 8 39 0 47 80.0% 100.0% - 95.9%
ドイツ語学科 19 36 1 56 79.2% 85.7% - 84.8%
ブラジルポルトガル語学科 21 26 0 47 91.3% 92.9% - 92.2%
中国語学科 24 42 1 67 85.7% 93.3% - 91.8%
日本語学科 22 30 1 53 95.7% 83.3% - 89.8%
イタリア語学科 19 44 0 63 95.0% 93.6% - 94.0%
国際教養学科 13 49 0 62 92.9% 92.5% - 92.5%
合計 296 548 8 852 92.5% 91.6% - 92.8%
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2. 入学時の本学の志望順位

 入学時の本学の志望順位をたずねた。全体でみれば、本学を第一志望として入学してきている

者は約半数程度であることがわかる。入学時の志望順位については、学科間に大きな差はみられ

ない。

【図表 1】入学時の志望順位

 次に、入学した学科が第一志望であったかどうかをたずねた質問を集計すると、大半の学生が

第一志望だと回答していることがわかる。学科別にみると第一志望だと回答した学生の割合には

統計的に有意な差がみられ（Cramer's V=.292, p<.000）、英米語学科および国際教養学科以外の
学科で、入学した学科が非第一志望であった学生が比較的多いようである。

【図表 2】入学した学科が第一志望だったか
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3. 本学に入学したことに対する満足度など

 本学に入学して「よかった」と思えたかどうかや「満足度」をたずねた質問であるが、これま

での卒業時調査においては大半の学生の回答がポジティブな選択肢に偏る天井効果がみられたた

め、今年度からは選択肢の文言の与え方を変更した。したがって、集計結果は過年度の調査と単

純には比較できない点に留意する必要がある。

 京都外国語大学に入学してよかったかどうかをたずねる質問では、「とてもよかった」「よかっ

た」という、非常にポジティブな回答がおおむね半数程度あることがわかる。学科別にみると、

若干のばらつきはみられるものの、統計的に有意な差はみられない（Cramer's V=.106, p=.219）。
同様の質問として、「校風や教育方針が自分に合っていたか」をたずねると、大半の学生は「合っ

ていた」と回答しているが、その一方で 25%程度の学生が「合わなかった」と回答している点に
は注意が必要かもしれない。なお、学科別では統計的に有意な差はみられない（Cramer's V=.105, 
p=.176）。

【図表 3】本学に入学してよかったか

【図表 4】本学の校風や雰囲気、教育方針が自分にあっていたか
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【図表 5】教育・学修に対する満足度

【図表 6】大学生活全体に対する満足度

 大学での教育や学修に対する満足度、および大学生活全体に対する満足度をたずねた質問では、

いずれも全体的な傾向として水準の差はみられるものの概ね満足しているようである。満足度の

強さに注目すると、教育や学修の満足度よりも、課外も含めた大学生活全体の満足感の方がやや

強いようである。大学生活の充実を左右するのは、勉学の充実だけではなく課外の活動も含めた

総合的な大学生活のあり方によると考えられる。教育内容の充実はもちろんであるが、それと併

せてどのような大学生活を提供できるかが、大学としての課題だといえる。学科別の満足度につ
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は本学の教育の特徴であり、卒業生はその点に満足を感じているようである。他方で、「留学生と
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の交流」や「キャンパスの設備や施設」の満足度は相対的に低いようである。これらの点につい

ては過年度の調査でも同様の傾向がみられるため、改善に向けた検討が求められるだろう。

【図表 7】大学生活の各項目に対する満足度

 それぞれの項目に対する満足度を学科別にみると、いくつかの項目で差がみられる。学科間の

満足度の差は、学科の教育内容の特徴を示していると考えることができる。教育内容の特徴と学

生の満足度が一致しているのかを、学科ごとに検証しておく必要があるだろう。

【図表 8】学科と各項目に対する満足度の連関
Cramer's V
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少人数制の授業 0.120** 
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留学生との交流 0.110
キャンパスの設備や施設 0.129***
クラブやサークルなどの課外活動 0.105
教員の指導や対応、面倒見のよさ 0.095
職員の対応や面倒見のよさ 0.105
大学生活全般に関する支援やアドバイス 0.101
奨学金や助成金などの経済的支援 0.094

***:p<0.01,**:p<0.05,*:p<0.10
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【図表 9】学科別の満足度「授業外のプログラムや行事」

【図表 10】学科別の満足度「少人数制の授業」

【図表 11】学科別の満足度「キャンパスの設備や施設」
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 満足度と関連して、機会があれば本学への進学を身近な人に勧められるかをたずねたところ、

全体としては勧めるという回答が多いものの「強く勧める」という回答は少ない。進学先を勧め

られるかどうかは、相手の意向との兼ね合いもあるため一概にはいえないというところだろうか。

 また、高校生に伝えたい本学の魅力をたずねると、「外国語の教育内容」への言及が最も多い。

卒業生は、外国語教育の内容を本学の魅力だと考えているようである。また、その他の魅力とし

ては、少人数制の授業や教員、留学や海外プログラムなどへの言及が多い。

【図表 12】本学への進学を身近な人に勧められるか

【図表 13】高校生に勧めたい本学の魅力
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4. 大学生活における成長・達成感

 卒業後の進路や、就職活動などのプロセスに対して自分自身としてどれくらい納得できるもの

だったかをたずねると、多くの学生は自らの進路選択に納得しているようである。これを学科別

にみると、若干ではあるが差がみられるようである（Cramer's V=.115, p=.062）。全体としては
納得しているものの、「じゅうぶんに納得」している学生の割合が少ない学科が一部にあるようで

ある。

【図表 14】進路やその決定プロセスに対する納得度

 大学生活を通して自分がどのくらい成長できたかをたずねると、多くの学生が「ある程度」以

上の成長を感じていることがわかる。大学生活における成長実感は、学科別には大きな差はみら

れない（Cramer's V=.097, p=.466）。

【図表 15】大学生活における成長実感
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 大学生活における達成感を、勉学についてと大学生活全般についてたずねた。多くの学生は、

いずれについても何らかの達成感を感じているようであるが、強い達成感を感じている学生の割

合はそれほど多くはないようである。教育内容の充実を検討していく際には、学生の達成感とい

う点にも注目しておく必要があるだろう。

【図表 16】大学での勉学における達成感

【図表 17】大学生活全般における総合的な達成感
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5. 外国語の修得

 本学の教育の大きな柱である外国語の修得状況について、英語とそれ以外の外国語についてた

ずねた。まず英語の修得状況について、英語力が入学時からどれくらい伸びたのかをたずねると、

英語を専攻語とする英米語学科と国際教養学科の学生において向上したと回答する学生が多い。

また、これらの学科以外でもある程度は英語力が伸びたと感じる学生が多いようである。次に、

英米語学科、日本語学科、国際教養学科については英語以外の外国語についての修得状況をたず

ね、それ以外の学科については学科の専攻語の修得状況をたずねた。英語以外の外国語を専攻す

る学科の多くの学生は、専攻語をある程度修得できたと考えているようである。以上から、全体

としてみればそれぞれの専攻する外国語については一定の水準で修得できているといえるだろう。

 では、大学で学んだ外国語が社会においてどの程度通用すると思うのかをたずねたところ、あ

る程度は通用すると考える学生は一定数いるものの、かなり通用すると思う学生は少数にとどま

る。卒業生は外国語がある程度身についたと考えているものの、社会でじゅうぶん通用するほど

修得できたと思えるほどの到達感は得られていないようである。

【図表 18】英語の修得状況

【図表 19】英語以外の外国語・専攻語の修得状況
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【図表 20】自分が専攻した外国語は社会で通用するか

6. 力を入れた取り組み・成長のきっかけ

 大学生活において力を入れた取り組みをたずねた。全体としてみると、「外国語の学習」や「ア

ルバイト」「友達づくり」「趣味や遊び」などの項目で、力を入れたという回答が多くみられた。

「外国語の学習」に力を入れた学生が多いことは、外国語大学として好ましい状態ではあるが、

それに対して「外国語以外の学習」は相対的に力点が置かれていないようである。本学の教育は

外国語教育と教養教育を両輪としており、両者の連携のあり方について検討していく必要がある

だろう。勉学以外の点では、大学の行事や正課外の活動よりも、大学外でのプライベートな活動

の方に力点が置かれている傾向があるようである。

【図表 21】大学生活で力を入れたこと
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 大学生活において成長のきっかけになった出来事をたずねたところ、最も多くの卒業生が言及

するのは「アルバイト」である。アルバイトは社会における実践的な経験であるため、成長を直

接的に実感しやすいのだろう。アルバイトに次いで言及が多いのが「よい先生に出会ったこと」

である。大学において、教員は学生の成長を左右する重要な要因であることがうかがえる。これ

らの他には、「留学や海外プログラム」「就職活動」「クラブやサークル活動」などへの言及が比較

的多いようである。

【図表 22】成長のきっかけとなった出来事
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 成長のきっかけとなった出来事を学科別にみると、いくつかの項目で言及割合に差がみられる。

学科の教育内容の特徴によって、成長のきっかけとなる出来事が異なっていることがうかがえる。

【図表 23】成長のきっかけとなった出来事と学科の連関
Cramer's V 

難しい内容の授業に取組み乗り越えたこと 0.137** 
素晴らしい授業に出会えたこと 0.123
勉強や課外活動などでの失敗や挫折 0.129* 
よい先生に出会ったこと指導を受けたこと 0.130* 
ゼミで自分の研究に取り組んだこと 0.131* 
卒業論文を書き上げたこと 0.100
こつこつと勉強に取り組んだこと 0.060
他大学の友人や学外の人との出会いや刺激 0.099
行事やイベント発表会などに参加したこと 0.119
語学検定や資格を取得したこと 0.140** 
クラブやサークル活動 0.130* 
ゼミやクラブなどで役員などをしたこと 0.072
学園祭などで企画や運営を行ったこと 0.140** 
大学の先輩や友人などとの出会いや刺激 0.126* 
個人的な勉強や趣味の活動 0.083
アルバイトをしたこと 0.156*** 
就職活動 0.101
留学や海外プログラム 0.193*** 
インターンシップ 0.075
その他 0.066

***:p<0.01,**:p<0.05,*:p<0.10

【図表 24】学科別の成長のきっかけ「難しい授業に取り組み乗り越えたこと」
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【図表 25】学科別の成長のきっかけ「語学検定や資格取得」

【図表 26】学科別の成長のきっかけ「学園祭などで企画運営を行ったこと」

【図表 27】学科別の成長のきっかけ「アルバイトをしたこと」
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【図表 28】学科別の成長のきっかけ「留学や海外プログラム」

 成長のきっかけとなった出来事と、これまでに集計した「大学生活における成長実感」「勉学に

関する達成感」「大学生活全体の達成感」との関係を重回帰分析で検討する。大学生活における成

長実感や達成感をそれぞれ目的変数とし、成長のきっかけとなる出来事を説明変数としたモデル

から、どのような契機が成長実感や達成感に影響するのかを分析する。いずれのモデルも統計的

に有意に目的変数を説明しているが、決定係数はそれほど大きくはない。

 大学生活における成長実感を目的変数とした分析結果をみると、「素晴らしい授業に出会えたこ

と」や「留学や海外プログラム」「卒業論文を書き上げたこと」「ゼミやクラブ等での役員経験」

などが挙げられる。達成感については、勉学における達成感と大学生活全体の総合的な達成感と

では、影響する要因がやや異なっているようである。勉学の達成感は、「素晴らしい授業に出会え

たこと」や「卒業論文を書き上げたこと」、「こつこつ勉強したこと」「留学や海外プログラム」な

どが正の影響を及ぼしている一方で、アルバイトをしたことは負の影響がある。大学生活全体の

達成感についても、「素晴らしい授業に出会えたこと」や「留学や海外プログラム」は正の影響を

及ぼしているが、勉学の達成感と異なるのは「クラブやサークル」「学園祭などの企画運営」が正

の影響を及ぼしていることである。勉学面での達成感と大学生活における総合的な達成感では、

達成感をもたらすきっかけは異なっているようである。
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【図表 29】学生の成長実感や達成感に対する成長契機の影響
標準化偏回帰係数（β）

成長実感 勉学の達成感 総合的達成感

難しい内容の授業に取り組み乗り越えたこと 0.064* 0.083** 0.037
素晴らしい授業に出会えたこと 0.142*** 0.151*** 0.101***
勉強や課外活動などでの失敗や挫折 0.045 0.017 0.012
よい先生に出会ったことや指導を受けたこと 0.048 0.037 0.017
ゼミで自分の研究に取り組んだこと △0.043 △0.014 △0.011
卒業論文を書き上げたこと 0.079** 0.070* 0.040
こつこつと勉強に取り組んだこと 0.012 0.070** △0.006
他の大学の友人や学外の人との出会いや刺激 0.061* △0.032 0.080** 
行事やイベント、発表会などに参加したこと 0.000 0.007 0.035
語学検定や資格を取得したこと △0.021 0.026 0.001
クラブやサークル活動 0.023 △0.009 0.092** 
ゼミやクラブ、サークルなどで役員などをしたこと 0.077** 0.054 0.102***
学園祭、語劇祭などで企画や運営を行ったこと 0.056 0.032 0.082** 
大学の先輩や友人などとの出会いや刺激 △0.021 △0.055 △0.003
個人的な勉強や趣味の活動 0.029 △0.003 △0.012
アルバイトをしたこと △0.066* △0.097*** △0.044
就職活動 0.061* 0.023 0.021
留学や海外プログラム 0.118*** 0.129*** 0.075** 
インターンシップ 0.009 △0.019 0.000
決定係数 R2 0.103*** 0.096*** 0.095***
自由度調整済決定係数 Adj. R2 0.082*** 0.075*** 0.074***

△は負の値 ***:p<0.01,**:p<0.05,*:p<0.10

 同じ目的変数について、説明変数を大学生活において力を入れた取り組みに入れ替えて分析を

行い、どのような活動に力を入れたことが、大学生活での成長実感や達成感につながっているの

かを検討する。「外国語の学習」に力を入れたことは、大学生活での成長実感や勉学における達成

感を押し上げるが、大学生活の総合的な達成感とはあまり関係ないようである。他方で、「外国語

以外の学習」は、すべての目的変数に正の影響をおよぼしている。同様に、「ボランティアや社会

貢献活動」「遊びや趣味の活動」も、いずれの目的変数にも正の影響がある。勉学の達成感のみに

影響するのは、「資格取得や語学検定」と「アルバイト」であり、前者は正の影響、後者は負の影

響となる。総合的な達成感に対しては、「友達づくり」が正の影響をおよぼしている。

 大学生活における成長実感や達成感は相互に相関が高い変数であるが、それらを規定する要因

は微妙に異なっている。どのような活動に力を入れた学生が成長を実感したり達成感を得るのか

を分析することで、教育内容や課外のプログラムのあり方を検討する材料となるだろう。

【図表 30】学生の成長実感や達成感に対する学生生活で力を入れた取り組みの影響
標準化偏回帰係数（β）

成長実感 勉学の達成感 総合的達成感

外国語の学習 0.172*** 0.312*** 0.062
外国語以外の学習 0.182*** 0.192*** 0.189*** 
クラブやサークルなどの課外活動 0.059 △0.029 0.136*** 
学園祭や語劇祭、ナショナルウィーク等の学校行事 △0.048 0.019 △0.010
ボランティアや社会貢献活動 0.113*** 0.109*** 0.102** 
資格取得や語学検定 0.043 0.098*** 0.060
アルバイト △0.009 △0.057* 0.005
友達づくり、人脈やネットワークを広げること 0.051 △0.015 0.101** 
遊びや趣味の活動 0.133*** 0.095** 0.108*** 
決定係数 R2 0.220*** 0.307*** 0.236*** 
自由度調整済決定係数 Adj. R2 0.211*** 0.300*** 0.227*** 

△は負の値 ***:p<0.01,**:p<0.05,*:p<0.10
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 大学生活における教育や学修の満足度、および総合的な満足度についても、学生生活で力を入

れた取り組みとの関係を検討する。「外国語の学習」「外国語以外の学習」「遊びや趣味」に力を入

れた人ほど、いずれの満足度について高い傾向がある。大学生活の満足は、学習に対する取り組

みと、大学外での遊びや趣味などが左右していると考えられる。他方で、「クラブやサークルなど

の課外活動」や「学園祭などの学校行事」は総合的な満足度のみに影響しており、「ボランティア

や社会貢献活動」は勉学の満足度のみに影響がある。勉学面での満足だけでなく総合的な満足度

が高まるためには、課外活動や学校行事への取り組みが関係しているといえるだろう。

【図表 31】大学生活の満足度に対する学生生活で力を入れた取り組みの影響
標準化偏回帰係数（β）

勉学の満足度 総合的な満足度

外国語の学習 0.219*** 0.111*** 
外国語以外の学習 0.098** 0.082** 
クラブやサークルなどの課外活動 △0.025 0.114** 
学園祭や語劇祭、ナショナルウィーク等の学校行事 0.033 0.119** 
ボランティアや社会貢献活動 0.131*** 0.035
資格取得や語学検定 0.006 0.001
アルバイト △0.032 △0.011
友達づくり、人脈やネットワークを広げること 0.067 0.065
遊びや趣味の活動 0.092** 0.084** 
決定係数 R2 0.172*** 0.157*** 
自由度調整済決定係数 Adj. R2 0.163*** 0.147*** 

△は負の値 ***:p<0.01,**:p<0.05,*:p<0.10

 大学生活において、悩みや困ったときに相談する相手をたずねると、多くの学生は友人や家族

など身近な人に相談をする場合が多いようである。

【図表 32】悩みや困ったときに相談した相手
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7. 卒業後の進路について

 進路を決定するにあたって、キャリアセンターなどの大学の支援やアドバイスが役に立ったか

どうかをたずねると、回答は分散する。最も回答が多いのは「少しは役立った」であるが、それ

よりも役立ったと回答する学生と、逆に役立っていない回答する学生が同じくらいの割合で存在

する。全体としては何らかの形で役立ったと思う学生が多いものの、役立っていないと回答する

学生も 3 割程度はいることから、どのような学生が、なぜ役立たないと感じているのかを検討す
る必要がある。

【図表 33】進路決定に大学の支援が役立ったか

 卒業後の進路について不安を感じるか、それとも期待を感じるかをたずねた。全体としてみる

と、不安を感じる学生もいれば期待を感じる学生もいる。これらの期待や不安を左右する要因を

重回帰分析で探ってみる。卒業後の進路に対する不安や期待は、性別で若干の差がみられるよう

で、男性の方がポジティブな感情を持っているようである。大学生活に対する満足度は、卒業後

の進路に対する期待や不安を左右しないようであるが、成長実感や自分の外国語能力に関する認

識は影響がある。成長実感や外国語能力に対する自信があるほど、卒業後の進路に対してポジテ

ィブなようである。学生生活で力を入れた取り組みでは、ボランティアや社会貢献活動に力を入

れた人は卒業後の進路に対してポジティブにとらえているようである。また、アルバイトやクラ

ブサークルなどの課外活動も、ポジティブな感情を押し上げる効果がやや認められる。

 同様にして大学生活における個別の満足度との関係をみると、「クラブやサークルなどの課外活

動」への満足は、卒業後の進路に対してポジティブな感情を高める影響があるようであるが、他

方で「教員の指導や対応、面倒見のよさ」に満足している学生ほど、ネガティブな感情が強くな

っている傾向がある。前者の課外活動の影響はともかくとして、「教員の面倒見のよさ」に満足す

る学生が卒業後の進路に対してネガティブになるのはなぜだろうか。考えられる仮説として、進

路選択などに不安を抱える学生の方が教員に頼る場合が多く、その対応が適切であったことが挙

げられるだろう。進路に対してネガティブな感情を持つ学生の状況については、キャリア支援の

観点から検討する必要がある。
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【図表 34】卒業後の進路に対する期待や不安

【図表 35】卒業後の進路に対する期待や不安を目的変数とした重回帰分析（1）
ベータ

男性ダミー 0.058* 
大学生活全体の満足 0.038
大学生活での成長実感 0.230*** 
自分の外国語力は社会で通用するか 0.118*** 
学生生活で力を入れた取り組み

外国語の学習 △0.045
外国語以外の学習 0.054
クラブやサークルなどの課外活動 0.088* 
学園祭や語劇祭、ナショナルウィーク等の学校行事 △0.058
ボランティアや社会貢献活動 0.146*** 
資格取得や語学検定 △0.009
アルバイト 0.064* 
友達づくり、人脈やネットワークを広げること 0.037
遊びや趣味の活動 △0.041

決定係数 R2 0.181*** 
自由度調整済決定係数 Adj. R2 0.167*** 

△は負の値 ***:p<0.01,**:p<0.05,*:p<0.10

【図表 36】卒業後の進路に対する期待や不安を目的変数とした重回帰分析（2）
ベータ

外国語の教育 0.078
外国語以外の教育 0.088* 
学習に関する支援やアドバイス、相談の体制 0.027
語劇祭やナショナルウィークなど授業外のプログラムや行事 △0.061
少人数制の授業 0.056
留学制度や海外プログラム 0.017
留学生との交流 0.068
キャンパスの設備や施設 0.057
クラブやサークルなどの課外活動 0.119** 
教員の指導や対応、面倒見のよさ △0.168*** 
職員の対応や面倒見のよさ 0.040
大学生活全般に関する支援やアドバイス、相談の体制 0.071
奨学金や助成金などの経済的支援 0.012
決定係数 R2 0.110*** 
自由度調整済決定係数 Adj. R2 0.095*** 

△は負の値 ***:p<0.01,**:p<0.05,*:p<0.10
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 卒業後の進路に対する不安をみると、多くの学生は大きな不安はないようであるが、1 割程度
は強い不安を抱えているようである。不安の内容としては、仕事に関するものがやや多くなって

いる。また、社会人としての自覚など卒業後に向けた心の準備や、社会人としてやっていく自信

についても、おおむね同様の分布となる。

【図表 37】卒業後の進路に対する不安

【図表 38】社会人としての自覚など卒業後に向けた心の準備

【図表 39】社会人としてやっていく自信
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8. 大学生活で身についた能力

 卒業後に必要な能力が大学生活で身についたかをたずねると、中間の選択肢である「少しは身

についた」という回答が最も多く、全体としては能力が身についたという回答が多い。どのよう

な能力が身についたのかをたずねる質問では、「他者とコミュニケーションをとる力」への言及が

最も多く、「チームワークや他者と協働する力」「主体的・積極的に取り組む力」「異文化を理解し

協働・共生する力」などが続く。全体的な傾向として、コミュニケーションや異文化理解、チー

ムワークや協働など他者とかかわる対人的能力が身についたと考える学生が多いようである。他

方で、情報分析や問題解決など論理的な思考力や処理能力への言及は相対的に少ないようである。

【図表 40】卒業後に必要な能力が大学で身についたか

【図表 41】大学生活で身についた能力

16 (1.9%)

90 (10.8%)

413 (49.6%)

237 (28.5%)

77 (9.2%)

0 100 200 300 400 500

身についていない

あまり身についていない

少しは身についた

ある程度は身についた

身についた

398 (46.7%)

287 (33.7%)

283 (33.2%)

281 (33.0%)

255 (29.9%)

225 (26.4%)

187 (21.9%)

162 (19.0%)

161 (18.9%)

147 (17.3%)

143 (16.8%)

124 (14.6%)

119 (14.0%)

118 (13.8%)

107 (12.6%)

82 (9.6%)

0 100 200 300 400 500

他者とコミュニケーションをとる力

チームワークや他者と協働する力

主体的・積極的に取り組む力

異文化を理解し協働・共生する力

物事を深く考える力

目的達成のために行動し実行する力

考えを他者に伝えるプレゼンテーション力

意見が異なる人と冷静に議論する力

問題を乗り越え解決していく力
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 身についた能力を学科別にみると、いくつかの項目で統計的に有意な差がみられる。「チームワ

ークや他者と協働する力」は、日本語学科や英米語学科で言及の割合が多い。「他者とコミュニケ

ーションをとる力」については、ドイツ語学科やブラジルポルトガル語学科などで言及が少ない

ようである。また、「必要な情報を取捨選択したり分析する力」は他の学科と比べて日本語学科で

言及が多くなっている。学科ごとに身についた能力の認識が大きく異なるわけではないが、差が

ある項目もある。学科の教育方針や教育内容などに応じた能力が身についているのかを確認して

おく必要があるだろう。

【図表 42】学科と大学生活で身についた能力との連関
Cramer's V

主体的・積極的に取り組む力 0.067
問題を発見し的確に捉える力 0.112
目的達成のために行動し実行する力 0.084
目的達成の道筋を見通し計画する力 0.061
異文化を理解し協働・共生する力 0.125
意見が異なる人と冷静に議論する力 0.084
チームワークや他者と協働する力 0.143** 
多角的に物事を捉え的確に判断する力 0.085
他者とコミュニケーションをとる力 0.154*** 
考えを他者に伝えるプレゼンテーション力 0.122
新しい方法やアイディアを創造する力 0.106
目的に応じて適切に情報を収集する力 0.112
必要な情報を取捨選択したり分析する力 0.173*** 
物事を深く考える力 0.130* 
問題を乗り越え解決していく力 0.115
問題解決の方法を構想し企画する力 0.129* 

***:p<0.01,**:p<0.05,*:p<0.10

【図表 43】学科別の身についた能力「チームワークや他者と協働する力」
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【図表 44】学科別の身についた能力「他者とコミュニケーションをとる力」

【図表 45】学科別の身についた能力「必要な情報を取捨選択したり分析する力」
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【図表 46】大学生活で身につけた能力が役立つか

9. 建学精神の理解・グローバルな視野

 大学教育を通して建学の精神が理解できたかどうか、グローバルな視野が身についたかどうか

など、本学の教育理念に対する成果についてたずねた。建学精神の理解については、多くの学生

が理解できたと回答しているが、深く理解できているとは感じられていないようである。また、

建学の精神を実践するための知識や能力の修得についてもおおむね同様の分布である。大学教育

を通して社会に貢献できる人に成長できたかどうかをたずねると、多くの学生は成長できたと感

じているようであるが、「どちらともいえない」という回答も比較的目立つ。グローバルな視野と

グローバル社会に対応できる知識や能力の修得については、いずれもある程度は身についたと感

じられているようである。

【図表 47】建学精神の理解

【図表 48】建学の精神を実践するための知識・能力・態度が身についたか
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【図表 49】大学教育を通して社会に貢献できる人に成長できたか

【図表 50】大学教育を通してグローバルな視野が身についたか

【図表 51】大学教育を通してグローバル社会に対応できる知識・能力・態度が身についたか
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