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Ⅲ 共通事項  

 

Ｑ１２以降については専門分野によらない質問内容であるため、全ての回答を合計して集計を行った。 

 

Ｑ１２：同様に、産業技術短期大学校で学生生活を送る中で、福利厚生（校内で生活していくうえ 
   での様々な環境や制度）の面に関する印象で、当てはまるものを次の項目から１つ選択して 
   ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在学中の福利厚生に関する制度や環境について感じていた不自由な事項 

学習には支障がなかったが、建物全体が老朽化した。 

実習室のエアコンが廊下側だと全然効いておらず、冬座学だと動かな

いので集中できないほど寒かったです。 

CG室のパソコン起動が遅く、作業が進められないときがあった。 

昼食をもっと充実させて欲しいと思いました。 

学生証が紙、喫煙所が１つしかない、ロッカー室が狭い、ロッカーが

小さい。 

購買ではなく、学食があると良かった。社会人になると食生活の乱れ

があるので。 

友達がいない人が一人でも快適にごはんを食べれるスペースがもっと

あるといいと思っていた。 

 

 

Ｑ１３：卒業生という視点で産業技術短期大学校を見た場合、当てはまるものすべてを次の項目か 
    ら選択してください。 
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興味や可能性が広げられ将来の選択肢が増える学校だと思う

教育方針・カリキュラムが魅力的である

一般教養など社会で役立つ力が身に付く

教育内容のレベルが高く、専門分野を深く学べる

資格取得に有利である

学生の面倒見が良い

教授や講師が魅力的である

学習設備や環境が整っている

就職の実績が高い

県立であり、安心感がある

学費が安価である

交通の便が良い

校風や雰囲気が良く活気がある

卒業生から見た本校の評価

（全分野） 「当てはまる」 と回答があった割合
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Ｑ１４：前 Q13の項目のほか、本校の魅力（強み）として考えられる事項がありましたら、次の欄に記 
    載をお願いします。 

 

卒業生から見て本校の｢魅力（強み）｣と考えられる内容 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・指
導
方
法
・環
境 

初心者でも専門知識を身につけられる。 

授業科目が多いところ。 

専門分野を広く、深く学ぶことができ、身に付いた知識技術を仕事に就いてから生かすことができる。 

入社した時点のレベルでは４年制の工業大学出身者よりも知識や実践能力が高い。 

省エネ研究部。汎用など切削加工能力が上がる。授業の他に学べることがある。（電気知識など） 

教育内容として、基礎を重点的に学べる→就職後に活かせる知識や技術を身につけられる。 

就職した方の考え方や経験を知ることができる。（外部講師） 

実戦をまじえた教育 

ものづくりの工程が学べる。 

実際にモノを作って立体の知識を身につけることができたのは良かったのですが、もう少し３DCADを使

用した授業があったほうが良かったと感じます。 

専門的に学ぶことができると思います。 

番号 4に関連していますが、2年間で他の学校よりも深く専門的な分野を学べるのは、とても強みだと思

います。 

技術系の学習だけでなく、ビジネスマナーなど入社後に役立つ学習ができるところが魅力と思います。 

仕事に直結した技術が身に付く。 

産デは３コースに分かれることで基礎から少し深堀りして様々な分野の授業を受けられてよかった。現在

の仕事柄、建物の構造・展示会のシステム・展示ディスプレイ・そして大道具の授業は、少し知識がある

だけでもそこから派生して学ぶことが出来たので、仕事に活かせることが多いです。 

制御技術科は幅広い分野の学習ができ、自分が疑問に思うところをしっかりできる教員が多かった。また

制御技術科では自分がどの分野に向いているのかを考えることができていたのでとても良かった。 

学習時間が長いので、より深く専門知識を学ぶことができる。 

資格試験対策となるような試験問題を作成してくれるところ。 

それまで知らなかった業界や技術に触れることができること。 

大型の機械が使えるところ。 

他の学校よりもスケジュールが厳しいので、社会に出たとき、そこまでつらくないもしれません。 

教育で実験、課題等の提出期限厳守がとても厳しかったため社会人としての納期の重要性 

教授や講師へのホウレンソウの重要性 

機械がたくさんあるため、実習がたくさんできる。卒業生の意見もいただけて先生の意見もいただけるの

で就職活動はやりやすい。 

指
導
者 

専門に特化された先生方が少人数に分けた生徒さんたちを指導されるため、質問もしやすく、普通の 4年

制大学とは違い面倒見が大変良いと思います。また積極的に大会に参加されたり、やる気があれば様々な

資格取得修得のフォローもしてくださるため、技術や知識だけではなく容易に相談しあえる雰囲気がある

のでコミュニケーション能力も養えることが強みだと考えています。 

民間企業での業務経験等、実績ある講師をはじめ、わかりやすい指導をしてくれる先生方が多いので、就

職後も役に立つ実務的なことを学ぶことができた。 

外部から来ていた講師の方々が魅力的な人ばかりだったこと。 

先生が一度社会に出てから教師をしていることもあり、経験談として様々なことを教えてもらえること

は、社会のことを知れてとても良いことだと感じます。 

先生たちが優しく、面倒見がとても良く、学費が安いのが何よりの強みだと思います。 

学生、教授ともに人間としての個性があり人間関係がとてもむずかしく社会にでても、役に立つ経験がで

きること。 

チューター制度。内定が出るまで徹底した就職活動サポートは他の学校では真似できないモノだと思いま

す。 

よい先生が沢山いると思う。 

６の学生の面倒見ですが、就職に関して特に良いと感じました。掲示板だけでなく、個人にも職を提案し

てくださり、その後も何を準備して行くべきか常にアドバイスをいただきながら進んでいったため、不安

がありませんでした。 
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就
職 

学費、就職率。在学時の先生が、資格取得等に協力的に指導してくださったように感じます。 

インターンシップ制度が充実している。就職実績が高い。 

就職活動について、指導がしっかりしてる。 

企業とのパイプが太く、4年制大学等と比べ、就職までの道のりが楽 

地元企業とパイプがある。 

就職の実績が高いこと。学費が安価であること。 

そ
の
他 

他の学校にも当てはまるかもしれませんが、多くの学科があるため、他の学科との生徒と交流すること

で、広い知識を得る機会があることです。お互いに違った知識を交換する体験はとても面白いことだと思

います。 

生活リズムを崩さずに 2年間過ごせたこと。 

生活リズムが社会人と同等(月～金 登校・土日 休み） 

2年間同じメンバーで生活することで安心して学校生活を送れました。 

職員室の威圧感 

文化祭等で近隣の方々とふれあえる機会がある。 

 

 

Ｑ１５：逆に卒業生という視点で産業技術短期大学校を見た場合、改善が必要な事項（弱み）がありま 
    したら、次の欄に記載をお願いします。 

 

卒業生から見て｢改善が必要（弱み）｣と考えられる内容 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等 

図面を見てものを作る、又は図面を書いてものを作るという事が、あまりなかったような感じです。図面

を見てものがつくれれば、知識、技術が向上していくとともに考える力も身に付いていくので、そういっ

た機会を増やしても良いと思います。 

2年は短い。工場見学などインターンシップの他に会社を見る機会がほしかった。 

就職が決まった段階でその業務内容について、情報を集め、学生に必要な事を伝え教えるべきだと思いま

す。 

他の学校に比べて、プレゼンの機会が少し足りなく感じる（ホワイトボードに書きながら説明など） 

ビジネス会話の実践化（実際に一対一で相手に物事をうまく伝える。） 

設計に関してですが、現在多くの会社が 3D-CADを導入していると思われるため、1年の後期からでも

CATIAを触らせてみるカリキュラムの導入をおすすめ致します。1年後期の 3月から就職活動が始まって

いると思われますが、3D-CADに触れたことのないまま説明会を生徒さんが受けてもイメージがつきづら

く就職先の選択肢を狭めてしまう恐れがあるためです。ぜひ、今後カリキュラムの変更がありましたら、

1年後期からでも CATIAに触れる機会を入れていただきたいです。 

旋盤、フライス盤を使う機会は多くあったが、NC旋盤、マシニングセンタなど会社でよく使用されてい

る機械をあまり使えないこと。板金加工がほとんど教えてもらえないこと。ビジネスマナーなどは必ず必

要なのでもっとしっかりやってもよいのでは。 

今以上に、社会人として実用的な学習を増やすべきだと思う。特に P-D-C-Aサイクルを回す重要性につい

て、取り組んでおきたかった。 

時代に合わせた最新技術を学べる機会の増加（面実装・デジタル計測器・次世代半導体（フル SIC等））

など。 

資格取得、他分野の初歩を学べる場 

カリキュラムが多いので少し余裕がほしい 

たくさん学ぶことができるのが強みの一つだとは思いますが、学生がしんどいとか難しいとか考えてしま

うところが多いのはダメだと思います。難しい課題をどのように余裕をもって取り組ませるのかとかは考

えなければいないと思います。 

・技能検定等の資格試験を受ける機会を増やした方が良い。 

・世界の最新技術について授業内でもっと触れるべき。 

・授業で行っている内容がどのような仕事で使われているか関連づけた方が良い。 

プレゼンテーション力を身に付ける場が少ない。テストの採点が甘い。 

もう少し資格を取るための勉強の時間を多くしてほしいと思った。 
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デザインに関する知識・技術を学ぶことができる反面、wordや excel等の一般的なソフトを使う機械が

ないため、事務処理が必要な場合苦労すると思います。できるだけ表を作る等して改善が必要だと思いま

した。 

一般教養の授業レベルが低い。学歴が残らない。 

多彩なカリキュラムではありましたが、一つの事柄について深くは学ぶことができなかったように感じま

す。社会にでてからも、”きいたことはあるけど、詳しくは知らない” "知ってはいるけど実際の業務

で活用できない”等、私自身、習得に至らなかった部分もあると思いますが、もっと理解を深めておけば

よかった・・・と苦い思いをすることがあります。 

即戦力にはならないので、それを強みとアピールしすぎない方が良いかと思います。教えてもらいにくく

なってしまうので。特にソフトなどについて。個人レベルによりますが。 

舞台については、舞台美術といえるレベルではないので、実際に舞台を観に行ったり、研修として、現場

に入ってみる方が、勉強になると思います。 

能力を売りにするなら、もっと現場を見せた方が良いと思います。 

建築関係の仕事に就きたいと考えた時に、建築士の受験資格が得られないのは不利だと思います。 

もう少し、建築関係の知識を学べる、資格をとれるカリキュラム、学科等があればもっと良いと思いま

す。 

デザイン能力が低い。 

学校で学んだ事は、会社のレベルになると、基本中の基本でしかないか、全く知識がない状態と同じに感

じた。 

ターゲットを明確にしたデザインやターゲットの決め方などに弱い。 ペルソナ等 

コーディング等の技術は学べるが、作業の報告について学べなかった。 

4年大学の機械科卒などの人に比べると知識量では劣っていることを実感しました。 

専門的な知識については、役立つ知識が身に付くと思いますが、一般教養に関しては、もう少し高いレベ

ルのものを実施すべきであると感じています。 

一般常識。コミュニケーション力 

英語能力（授業で TOEICを実施する） 

英語、数学、物理に関して、社会へ出たとき他より劣ると感じることがありました。 

基礎学力が低く、数学、英語などの分野が一般的な大学よりも低く感じる 

業務で使用されることが多いツールを使用する機会がもっとあればよかったと思う。（svn、WinMerge、

Git等） 

卒業研究の内容が薄いものが多い。在学生の熱意が低い。サークルが少ない。他科と交流する場が少な

い。 

授
業
運
営
等 

課として 40人弱くらいでしたが、人数に対し、その科目の教師が 1名（サブでもう一人）と、目がいき

届いていない部分が多々ありました。率先力を鍛えるとはいえ、その面があったところは残念です。 

教師の方々の授業のスタイルに差があるように思えます。当時の同級生を見ると、ある方の授業では真面

目に、ある方はスマホで遊んでいる。という光景が目につきました。どの学校でもあることかもしれませ

んが、生徒が真剣に学べる環境が安定して全ての授業に欲しいです。 

授業を真面目にきいておらず、理解が追いついていない生徒に内容を合わせる傾向があるのが良くないと

思います。 

各科ごとに受ける授業が多く、もっと他の科と交流を持つ授業があってもよいと感じます。 

放課後や休日に課題作業ができてなかった事。登校事情や選択コースの課題数に対しこの問題がさらに加

わって学習が難しい生徒が出たと思う。 

先生方の面倒見が大変よいので生徒は甘えがち、受け身の態勢になりがちです。(私もそうでした。) 

真面目に授業を受けていれば技術はついてくるので、あとはモチベーションの問題なのかなと。 

デザイン職に就いている身としては、もっと”デザインすることの面白さ”に気づく体験があると意欲も

沸いてくる気がします。外部の先生が幾らスキルを教えてくれてもそこに楽しさを見つけないと”デザイ

ンする”に行きつかないのかも。 

就職内定後のフォロー 内定先の会社の業務など事前に体験などはしていると思うが、学校としてもサポ

ートが必要かと思う。業務内容が全く想像と違ったと言っていたメンバーがいたと思う。 
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学生が自ら行動出来る場をもっと増やすべき。主体性があまりない。 

17時にしまるのは早い。 

環
境
等 

学校全体が暗かったのでもっと明るくしたほうが良いと思います。 

PCの台数が少ない。放課後もう少し居残り時間を長く。印刷を目指すなら印刷用語をもう少し学んだ方

がいいと思った。 

装置を新しいものにしたら良いと思います 

施設の老朽化、一部教師の柔軟性のなさ。 

交通の便の悪さ（スクールバス？） 

そ
の
他 

知名度がやけに低いなと感じました。営業で出身校を言っても知らない人が多かったです。 

知名度が低い。 

求人に怪しい企業が多い。 

非常勤講師について、良い講師とそうでない講師がいた為、講師を採用する際は力を入れるべきであると

感じた。（入学当初から専門用語ばかり使用し、授業内容を理解できないことがあった。） 

学生の質が低い、中学生みたい。 

単位に必要な出席日数や卒業に必要な単位を最低限満たせたらいいと考えてサボる生徒が目につく。 

コミュニケーション能力の低い生徒が他の学校と比べ多く、就職後上司との意思疎通がうまく出来ていな

いように見えました。（同期や後輩を見ていて） 

入学試験の内容が甘い。 

卒業時点では改善が必要な事項は見受けられませんでした。 

特になし。充分魅力的な学校でした。 

入社後、この学習をしておけば良かったと感じることはあまりなく、特になし。 

 

 

Ｑ１６：本校は、高校生や県民の皆様方の認知度は十分でなく、今後も周知に努めていく必要があると 
    考えております。こうした周知の方法や内容に関し、卒業生という視点で忌憚のないご意見や 
    アイデア等がありましたら次の欄に記載をお願いします。 

 

高校生や県民に対する本校の認知度をあげていくために、卒業生から寄せられたアイデア 

SNS等の活用 

短大ならではの強み（資格取得や専門分野（何を学べるのか）等）を押していくべきと考えています。例えば

HPのトップページは殺風景な上、どんな資格を取得習得できる‼や今までの実績等がいちいちページ内に入らな

いと分からない等です。これでは他の学校と比較してもあまり変わりないものになっていると考えています。産

技短ならではの強味を押し出し、僕ら卒業生が企業での活躍をお互いに押し出していくことで周知度も高まるか

と思います。そのような相乗効果を生み出せればと考えています。 

世間に発表できる研究や活動を行う。マスコットキャラクター等を作り PRする。校外の活動で優れた成績を出

す 

設備の充実していることなどは入ってみないと分からなかったので、他の学校よりたくさんあることをアピール

していく。就職した人たちがどんな仕事をしているのかものづくりだけじゃなく、設計、保守、事務仕事など、

いろんな仕事にみなついているので。 

HP学校紹介の充実、オープンキャンパスの実施 

高校に対する「高い就職実績」の PR～パンフレット配布、オープンキャンパス etc 

公共交通機関やデパートなどに、ポスターの掲示する。神奈川新聞にも書いてもらう。後は SNSではないでしょ

うか 

各学校に認知してもらう。 

各高校に案内を配布する等 
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魅力として、学費面や就職率の高さは、多くの人材発掘につながると思います。（私も壮でした。）教師はキビ

シめでしたが、良い意味で練習になり、導いてくれる面があり、そこも売りになると感じました。 

高校に足を運んでアピールする。 

就職率が極めて高いという点は、将来に不安のある学生達にとって、この上ない安心につながる強みだと思いま

す。もちろん保護者の方にとってもです。昨今ではネット上でも若い方の不安の声を目にするため強く周知すべ

きだと考えます。 

・文化祭の期間を長くし、学校紹介の内容充実化 

・イベント講演 

・イメージアップ（地域貢献活動増加・イメージキャラクター等） 

学費が安価であることや就職率が高いなどの特徴を印象付けることで興味を持つ方は多くいると思います。 

・CM・SNS 

SNS等活用して、学校の充実した設備をアピールしたらいいと思います。 

高校へ呼びかけ体験入学などを多く行うなど。 

また県立の学校なのであれば件の施設をもっと利用していかないと認識度は上がらないと思います。 

テレビ CM 

自分たちのときはソーラーパネル枠のデザインなどで外部企業とコラボしたことがあったと思うが、同様の活動

が増えていけば自然と広まっていくと思う。 

県のたよりなどに掲載してもらう(大々的に) 

文化祭で学校をもっと知ってもらうように展示やワークショップを増やす。近所の学校と連携した課題やイベン

トを行う。（商店街等も） 

学校で Facebookに登録して、様々な情報を発信してみたり、県発行の広報誌または情報誌に掲載してもらうな

ど。 

学校紹介のイベント参加学校の設備を一般の人も使用できる機会を増やして宣伝するといいと思います。 

ＳＮＳの活用 

看板などが駅にあると良いかもしれません。（駅から遠いので） 

私が産技短の志望を考え始めたのは高校２年の時でした。その時は高校の先生がまとめてくれた資料で初めて認

知した気がします。魅力だったのは学費を就職率でした。この２つに加えて技術も習得できるのはかなり心を掴

れます。目に留まるだけでも惹きつけられるので、例えば県立の学校のポスター貼りを協力してもらうのはいか

がでしょう。(既に対策されているかもしれませんが・・・。） 

校名やイメージから、"お堅い”と思われがちなように思います。周知する上で最も目につきやすいホームペー

ジに、動きや、ポップさを取り入れてはいかがでしょうか？ ＷｅｂやＨＴＭＬ関連であれば卒業制作のテーマ

にもなるかと思います。 

広告も大事ですが、より良い会社に入社させて、実績をアピールすることが大事だと思います。就職率は高くて

も、特に有名な企業につながりがあるわけではないので・・・。 

四大卒が入るような会社とパイプが出来たら良いと思います。 

高校を周るとか、地域活動(何か大きなイベントに参加するなど）をしてみると良いと思う。 

説明会に実施などを高校、もしくは、会場で行なわなければ、貴校がどのような大学で、どういった魅力がある

かなどが良くわからないと思う。 

パンフレットなどもっといろんな所に配布するなど(校内以外で見かけたことがないので） 

駅構内などでのポスターの掲示等で情報発信、PR 

電車内等に広告を載せる。 

基本的なことから学べるので、普通科の高校にもっとアプローチできると思う。技術職の面白さをもっとアピー

ルできたらいいと思う。 

都民にも目を向けて募集するのが良いと思います。 

電車の広告等を使用する。（お金がかかるけど…） 
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Ｑ１７：その他、本校に対するご意見、ご要望等がございましたらご自由にご記入をお願いします。 

 

卒業生から寄せられた本校への意見・要望 

在校中、卒業生から社会人になってどのような感じなのかなど、質問できる機会がもっとあれば良かったと思っ

た。（入社から 2～3年目くらいのＯＢ，ＯＧで卒業研究の時期が良い） 

挨拶ができるよう指導してください。 

卒業研究を全学科合同で行う 理由：他の学科の知識や考え方から新しい興味や発見に繋がれば、就職の時、役

立つと思います。 

機械加工や設計の基礎から専門分野までを学べ、またチュータ―制度により就職活動やら勉強についての相談を

熱心に指導していただき、本当に感謝しております。その教育方針を続けつつ、企業に入社してからしかわから

ない僕ら卒業生とともに今後もこのような活動を継続し、お互いより良い環境作りができたらなと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

これといった意見はございません。貴校のますますのご発展とご活躍をお祈り申し上げます。 

板金、生産管理をやっているため技術的なことは在学中のものをなかなかいかせていませんが、社会人としての

基礎などは、いかせていると思います。ものづくり以外の仕事も楽しさがあることを発見できましたので、今の

学生たちにも色んな仕事があることを教えて、見る目を広くさせてあげてください。 

貴校で学んだことは、多かれ少なかれ全てに今に役に立っていると思います。今後とも 2年という短い在学期間

に、多くの体験を生徒にさせてくれる学校でいてほしいと思います。 

折角、良い環境の整った学校なのに、少なからず途中退学してしまう人がいるのが勿体無く感じます。 

入学した人のすべてが無事に卒業・就職を迎えられるように、様々な面からのサポート（学習レベル・金銭面

も）が大切だと思います。 

今後もよりよい生徒を社会へ送り出して下さい。 

よい学習をできる場なので学習の意欲が高い生徒が入学することを願っています。 

就職担当の専門の先生を採用して欲しい 

普通の短大や専門学校、４大とは違い全般的に厳しい学校でした。しかし、厳しい教育していただいたおかげ

で、学生時代の経験が自信へとしっかり変わっているのを実感しています。入社して約４ヶ月、まだまだつらい

ことばかりですが、学校での２年間頑張ったのだから頑張ろうと、学生時代の２年間を思い出して自分をはげま

しています。あの２年間はそうやって自分を成長させてくれたとても貴重な時間でした。 

せっかく生産、制御、電子、デザイン、情報と５つの専門分野について学ぶ人たちがいるので、５コース分の知

識(例えば１０人１グループ）を合わせたシミュレーションの授業があると、自分の分野に対する 012 

責任や他との関わりかたが学べたと思います。 

グラフィックの授業の中でインデザインを使うことが少なかった用に思います。仕事の中でインデザインを中心

に使うのでもう少しインデザインを使うことが増えるといいと思います。 

先生方が優しく、アットホームな幹事はこれからも続けていって欲しいです。 

産技短で学んだこと（スペースデザイン）は今の業務にとても役立っています。特に実践が多かったので、その

体験が記憶に残っていることも多く、ふとした時に思い返します。座学も大事ですが、やはりやって覚える事が

大きく実習は重要なんだと思いました。授業はすべき事・やり方を学ばせてもらえますが、何故これを勉強して

いるのかと自覚する必要もあります。そうすることによって意欲も増します。私の業務では色・材料・製図・ソ

フト・システム・ディスプレー・大道具どれも大事なので、学生のうちにもっと探求しておけばよかったと改め

て感じました。 

在学時、産業デザイン科で学んだことを１００％活かすことはできていませんが、当時の学習を思い返す場面も

多々あります。あまり希望者は多くないかと思いますが、放送業界に興味のある生徒さんの力になれたら・・と

思いますので、何かあればお声がけいただけると幸いです。 

英語など、レベルが低いので、それまでまともだった生徒が、学校のレベルの低さにやる気がなくなることがあ

ります。レベルごとの授業ができれば、モチベーションを保てるのではないかと思います。 

現在、年次もあがり下に部下が付き始めています。あいさつができる、元気が良い、自主的にわからないことを

聞いてきてくれるような子が欲しいと思っています。技術的な面はもちろん、人とのコミュニケーション能力や

効率の良いすすめ方を工夫できる等のスキルの向上もお願いしたいです。 

情報技術科では、コーディングについては学べるが、業務で大切なテストケースの作成、テストの実施について

は十分に学べなかった。テストについて、もう少し実習があった方がよいと思った 
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営業職なので役に立てたかどうかわかりませんが、何かお力になれる事が御座いましたら、ご連絡下さい。 

文化祭の案内を都の学校に出してほしい。 

プログラミングの Howtoを学ぶときは、外部の学習サイト等を使用するとも良いと思います。（ドットインスト

ーロ等） 

現在、入社して 3年目となりますが、学んだことを生かせる機会がたくさんあります。改めて、この学校に入学

し、卒業することができて良かったと感じております。入社後、人事の方にメールでのやりとりについて、とて

も良いと言っていただきました。先生方に、メールはキャッチボールと同じで、相手から頂いたら必ず返すよう

にと教えていただきました。それを実践したためであり、会社での後輩は、できていないと感じることが多いで

す。その他にも、先生方に教えていただいたことは、ときどき思い出し、自分の力としています。また、それを

後輩に伝えることができています。 

 

 

 

 

 




