
大手前短期大学 キャリアサポート室 
 

2019年 5月 13日 

2018年度 企業アンケート集計結果 

 

実施期間：2019年 3月 15 日（金）アンケート送付 ～4月 30日（火）〆切 

発送企業数：285社 ※過去 3年間の就職実績あり＋過去 5年間で就職実績があり懇意にしている企業を対象 

アンケート回答社数：39社（回答率：13.7％） 

 

 

1. 上司や周囲の人々と円滑な人間関係が構築できていますか。 

よくできている 
ある程度 

できている 

どちらとも 

いえない 

努力はしているが 

できていない 
全くできていない 未回答 

17 17 3 0 0 2 

     

 

2. 業務に積極的かつ効率的に取り組んでいますか。 

大変積極的、効率

的 

ある程度積極的、効率

的 

どちらともいえな

い 

あまり積極的、効率的では

ない 

全くできていない 未回答 

12 21 4 0 0 2 
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3. 自分の意志や考えを適切に相手に伝えるとともに、業務に対する「報・連・相」 

が十分できていますか。 

よくできている 
ある程度できてい

る 

どちらともいえな

い 

努力はしているができてい

ない 

全くできていない 未回答 

14 17 6 0 0 2 

     

 

4. 本学で取得できる各種資格のうち、業務遂行上有効と思われるものに◯をつけてください。（複数回

答可） 

2級建築士 4  ITパスポート 4 

インテリアコーディネーター 3 2級医療秘書   3 

製菓衛生師  1 医師事務作業補助者 2 
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フードスペシャリスト 4 ファッション販売能力検定 7 

食生活アドバイザー 4 ファッションビジネス能力検定 5 

日商簿記検定 10 パターンメイキング技術検定 1 

 ビジネス実務士 2 色彩検定 5 

プレゼンテーション実務士  4 日本メイクアップ技術検定 3 

秘書技能検定 7 ネイリスト技能検定 1 

ビジネス電話検定 10 セルフメイク検定 3 

サービス接遇検定 10 ｱｼｽﾀﾝﾄﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ検定 1 

ウェブデザイン実務士 2 TOEIC 2 

情報処理士 2 介護初任者研修 1 

 MOS Word/Excel  17 福祉住環境コーディネーター 1 

 

5.6 つの汎用的能力を「C-PLATS®」の能力の獲得状況について、率直な評価をお願いいたします。 

  非常に高い 高い 普通 やや劣る 低い 

コミュニケーション能力 
6 18 12 2 1 

（C：相手を理解し、自分の考えをわかりやすく伝える力） 

プレゼンテーション能力 
2 13 16 8 0 

（P：自分の考えをまとめて発表する力） 

言語能力 
1 12 21 5 0 

（L：決められたテーマについて論理的に表現する力） 

芸術的センス 

0 14 22 3 0 
（A：芸術作品、ﾃﾞｻﾞｲﾝへの理解力と創造活動を通じて行う表現力） 

チームワーク 
9 20 8 2 0 

（T：集団での自分の役割がわかり、協力し合える力） 

自己管理能力 
4 20 11 4 0 

（S：自分の感情を冷静におさめ、行動できる力） 
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6.学生に求める資質・能力について、特に重視する項目に○をご記入ください。（複数回答可） 

 

7.在学中に実施して欲しい教育内容や教授法について、該当する項目に○をご記入ください。（複数回

答可） 

【教育内容】 

基礎学力 20 外国語教育 2 

一般常識 32 グローバル教育 1 

教養教育 8 地域貢献・社会連携教育 6 

専門知識・技能 4 就業体験教育＜産学連携＞ 4 

ITスキル 7 コーオプ教育＜産学連携＞ 1 

キャリア教育 2     

【教授法】 

講義形式 7 PBL＜問題解決型＞ 7 

アクティブラーニング 9 SDL＜自己主導型＞ 4 

グループディスカッション 23 eラーニング 1 

グループワーク 23 ゼミナールなどの少人数教育 3 

フィールドワーク 1 チーム・ティーチング（教員間情報共有） 7 

PBL＜プロジェクト型＞ 1     

 

8.本学の卒業生の「長所」と「短所」をそれぞれご自由にご記入ください。 

【長所】 

 小売業 

2～3年で退職傾向の美容業界で、5 年以上継続して勤務頂いている方が多い。

また、入社当時は契約社員でしたが、2名の方は試験に合格されて正社員として

勤務頂いています。 

コミュニケーションが普通にとれる。 

コミュニケーション能力が高い、柔軟性がある。 

コミュニケーション能力のある学生様が多い印象です。積極的に自らコミュニ

ケーションを取りに行く姿勢が伺えます。 

遺徳があり、人間性もよい方が来られます。バランスの良い方ばかりです。 

何事にも積極的に取り組み、チャレンジ精神がとても高いです。周りを引っ張

る力があり、リーダーシップを発揮している方が複数人おります。 

態度・姿勢 25 人間性 21 チームワーク 25 

意欲・向上心 26 主体性 16 リーダーシップ 7 

業務の処理能力 12 協調性 26 責任感 20 

企画・創造力 4 コミュニケーション能力 29 プレゼンテーション能力 2 

問題発見・解決能力 4 忍耐力 13 礼儀・作法・マナー 17 

状況判断能力 11 ストレス耐性 15 ホスピタリティ精神 13 
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周囲をよく観察しながら協調して行動が出来る。業務に対して非常に前向きで

ある。 

素直 

非常に素直で前向きです。仕事に取り組む姿勢もよく、先輩方から可愛がられ

る存在です。 

物事に能動的に取り組める方が多いです。 

明るく素直で廻りの人達と溶け込めることがことが出来る。 

不動産取引・

賃貸・管理業 

上司、先輩、同僚間に早くから打ち解け、職場内を明るくしてくれています。

また、不満を口にすることなく、前向きにコツコツ努力し大きく前進していま

す。 

物品賃貸業 
明るく素直な性格のイメージを持っています。サービス接遇検定を取得してい

るなど、接客に対して意識が高くまたそのスキルを発揮されています。 

宿泊・飲食

サービス業 

いつも大変にお世話になっております。日々の業務に積極的に取り組んで頂い

ております。 

技術指導に対していは素直ですので上達は速い。 

医療業 

向上心があり前向き。笑顔でホスピタリティ精神を持っている 

周りを良く見ており率先して手薄な業務に入り助けている。真面目で黙々と業

務をこなしており、与えられた仕事をやり通す力がある。話を聞いてあげるこ

とに長けている。 

就職してすぐ、電話対応も患者様へのこころくばり共にとてもよく出来ていて

感心しました。心根も優しく素直で明るいので年長者や先輩からもとても可愛

がられていて、スタッフ間の人間関係もすこぶる良好です。 

物事の吸収が早く、かつ進んで仕事をしてくれる。 

介護事業 
皆さん真面目に勤務頂いております。何事にも一生懸命で謙虚な姿勢がありま

す。 

その他のサー

ビス業 

文系学科であるが、情報系の授業を履修しており、ITリテラシーがあるとこ

ろ。 

明るく前向き 

地方公務 担当業務に熱心に取り組んでいる。素直で周囲の助言を受け入れている。 

【短所】 

建設業 特になし 

食品製造業 会議で発言することが苦手。 

金属製品製造

業 

謙虚すぎるところです。 

自分の考えを上手く相手に伝えられない。 

運輸業 細部まで気を配っていないため、同じミスをしてしまう。 

卸売業 あまり見つけることが出来ない 

小売業 社会に出て働くという覚悟が甘いと思います。ストレスに弱い。 
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主体性に欠ける。 

主体性・責任感にかけていて、会社が求めていることを実現できない 

大人しく遠慮することがある。 

伝える力が弱いです。 

特にありません。 

特にございません。 

特にないです。 

率先してリーダーシップを取る事が少し苦手である。 

不動産業、物

品賃貸業 

もう少しだけ、計画性を高めた行動が必要と思われるが、初年度としては問題

なく二年目以降の課題としたい。 

物品賃貸業 
目立って特にございません。営業力などはコミュニケーション能力があれば入

社後にマスターしていけると考えています。 

宿泊・飲食

サービス業 

技術以外の社会的マナーや礼儀や常識などの理解不足。・自ら進んで意見や提

案ができない。 

医療業 

業務を抱え込むことが多く、時間配分がうまくできない。 

見当たりません。貴学の卒業生 2人にはとても感謝しています。 

良い意味でもあるが、人との距離が近い。 

介護事業 
強いて申し上げますと、企画力や積極性がもう少しあると、よりサービスの向

上に繋がり良いかと思います。 

その他のサー

ビス業 

個人主義的な意識が強く、マイペースであるところ 

長所を業務上で発揮して頂ければより素晴らしいです。 

地方公務 大人しい 

 

9.その他、ご意見があれば自由にご記入ください。 

建設業 

入学して 2年目で就活という環境で学業を通して自己の能力を高めるというの

は大変（教える側も教わる側も）とは思いますが、自己の進路・生き方・人生

を視野に入れて考えられるような「人づくり」を目指していただければと思い

ます。 

食品製造業 
貴校の卒業生は弊社（㈱フジデリカ 西四国工場）で活躍しております。常時

工場見学を受付けておりますので、就職活動の際はご連絡ください。 

金属製品製造

業 

一昨年から採用を始めて、貴大学の学生に入社して頂きました。ようやく社会

人 2年目になり、まだまだ成長して頂ける素質はあるので楽しみにしていま

す。一度、貴大学にも訪問をさせて頂ければと思いますのでよろしくお願い致

します。 

当初の予定とは違う部署で、仕事をする事になったが、前向きにより組んでい

ます。 
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小売業 

学内での合同企業説明会などがあればぜひ、参加させて頂きたいと思います。

今後ともよろしくお願い致します。 

個々に丁寧に、学生をサポートされる体制をこれからも続けてください。 

社会人として責任ある行動が取れる学生が増えることを期待しています。 

特にありません。 

毎年多くの学生様にご応募頂き、誠にありがとうございます。今度ともどう

ぞ、よろしくお願い致します。 

物品賃貸業 

人により特性は様々かとは思います。学校で様々な検定を取得できる環境は学

生にとってもよいと思います。ホスピタリティ精神を身に付けるような検定を

知る機会はとても良いと思います。今年もそんな学生さんと少しでも多くお会

いできるのがとても楽しみです。 

宿泊業、飲食

サービス業 

苦言をあえて記入（短所欄）しましたが、社会に出て作業以外の大変な部分、

特に「報連相」を学校でも教えてあげて欲しいです。※ベーカリー上司より：

大変頑張っています。ここ 10年の間では優秀な人材です。 

医療業 

いつもお世話になっております。入職して 3年目になるスタッフですが、とて

も明るく、周りのスタッフにも信頼されて頼りになる存在です。またご協力で

きることがあればさせてください。よろしくお願い致します。 

医院の受付の顔として欠かせない存在です。とても助かっています。 

その他のサー

ビス業 

道徳心があり、マナーを身に付けているので、対クライアントにも対応でき安

心感があります 

毎年弊社に入社いただけ、非常に感謝しております。これからも引き続きよろ

しくお願い致します。 

 


