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2013年12月1日 

 

「2012 年度 学生満足度調査」における学生要望・課題への

対応について 

京都ノートルダム女子大学 
学長  芹田健太郎 

 
本学では、学生の皆さんのご協力を得て、2013年1月に「2012年度 学生満

足度調査」を実施しました。このアンケートの結果を受け、本学の各学部・学

科および事務局において学生の皆さんの要望・課題を検討し、次のような改善

を行っていくこととしましたのでご報告します。 

 

Ⅰ．各学部・学科の改善課題 

１．人間文化学部英語英文学科 
（１）教育内容・カリキュラム 

本学科は、基礎的英語力の養成を教育上の基盤としています。1，2年次生の

回答から、学習意欲を失いかけている層があることがわかりましたので、この

ことを受けとめ、教育基盤の強化に取り組みます。就職に対して不安を抱いて

いる学生に対しては、キャリア教育を充実させていきます。卒業研究は、学生

の皆さんの四年間の学習の集大成であり、知的成長を実感する科目ですので、

豊かな成果につながり、満足を得られるような、クラス運営について検討して

いきます。 
今後は、イマージョンルームを活用する等、英語によるコミュニケーション

の機会を増やし、「グローバル英語コース」開設（2014年度）を機に、英語の

運用力向上のための取り組みを促進していきます。 

 
（２）教員の態度・対応 

学生がプレッシャーを感じたり、クラスでの対応に統一性が欠ける等の指摘

がありました。これらの問題は学科で共有し、オフィス・アワー、担任制、ゼ

ミにおける指導等を通じて対応したいと考えています。 
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２．人間文化学部人間文化学科 
（１）教育内容・カリキュラム 

人間文化学科の授業に関しては、「内容が難しい」や「わからない日本語が

出てくる」という意見がありました。大学の授業の中では、難解な専門用語等

が出てくることもあります。人間文化学科では、1年次生必修の「基礎演習」、

2年次生必修の「発展演習」、3年次生必修の「専門演習」、4年次生必修の「卒

業研究」という、それぞれ受講生が5～10名程度の少人数クラスを実施していま

す。その担当の先生に、是非具体的な相談をしてください。 

 
（２）教員の態度・対応 

成績の付け方などについて不透明なケースがあるとの指摘がありました。こ

の件については、すでに運用している 成績に関する問い合わせシステムを周知

徹底するとともに、成績等について疑義があった場合、当該教員・学生間での

みやり取りが行われるのではなく、第三者を含めた対応を行うことができるよ

う、方法を検討中です。また、先生が優しすぎて、授業態度の悪い学生に対し

て厳しく注意できていないとの指摘がありました。このような問題を学科で共

有し、今後はそうしたことのないよう注意していきたいと思います。 

 

３．生活福祉文化学部 
（１）教育内容・カリキュラム 

生活福祉文化学科では、フィールド・ユニット制によりさまざまな専門分野

を学べるように工夫していますが、他学部や他学科の授業科目が受講しにくい

という意見がありました。その反面「資格取得に役立ちそうな授業が多い」、

「将来の進路に役立ちそうな授業が多い」という声も多く聞かれました。本学

科は取得できる資格が多く、資格取得のために必要な科目が多いために、他学

科科目を取りにくいことが示されました。他学部他学科の科目が受講できる対

応策の検討も行っていきたいと思います。また、資格を取るための必須科目を1
年次から取れるようにとの声もあり、今後さらに検討していきたいと思います。 

 
（２）教員の態度・対応 

教員とのコミュニケーションは、うまく取れているという意見が多く聞かれ

ました。その理由として、1年次の生活福祉文化基礎演習と3年次と4年次の卒論

ゼミの成果であると思われます。しかし、2年次だけゼミでの少人数の授業がな

いため、コミュニケーションが取りにくいという声が聞かれました。これに対

し、2014年度入学生から、1年次での基礎演習の応用演習として、2年次でのゼ

ミを始めます。これにより、全学年での学生とのこまやかなコミュニケーショ
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ンが取れることとなり、学生生活の問題などに対応しやすくなると思っていま

す。また授業を理解しやすいものにしていくためには、授業科目の復習や予習

が大切になりますので、どこを復習しておけばよいのか、次回はどの部分を予

習しておけばよいのかを具体的に助言指導できるように教員も考えていきたい

と思います。 

 

４．心理学部 
（１）教育内容・カリキュラム 
心理学部の授業に対しては、必修科目が多く、選択できる科目が少ないとの

声が多く聞かれました。今年度から、各専攻の特色を明確にすると同時に、必

修科目を少なくし、科目選択の幅が広くなるようにカリキュラム改定を行いま

したが、今後も、他学部他学科の科目を受講しやすくするなど、多様な授業を

受けられるように検討していきます。また、現場での実践的な経験の機会を増

やしてもらいたいとの要望も多くありましたが、今年度から始まった「心理・

教育フィールド研修」は、まさにそのような要望に応える授業として設けられ

たものです。加えて、今後もその他の演習や実習を通して経験的な学びを提供

できるように取り組んでいきます。 

 

（２）教員の態度・対応 
心理学部の教員に対しては、話をできる時間が少なく、コミュニケーション

を取りづらいとの指摘がいくつかありました。担任制やゼミなどで学生と相談

できる体制を取っていますが、現状は必ずしも十分に機能していない面もあり

ますので、気軽に相談できる環境を整えるように努力していきます。また、一

部の教員に対して、学生に必要以上に介入したり、プレッシャーを与えたりす

るとの批判がありました。このような問題を学部で共有し、今後はそうしたこ

とのないよう注意していきます。 

 

Ⅱ．授業評価アンケートに関すること 

授業評価アンケートに関する質問に対して、約7割の学生がアンケートの結果

をすぐに授業改善に活かすことが重要であると回答していました。さらに、自

由記述においても、アンケート結果が活かされていない、授業の改善が見られ

ないとの声が聞かれました。これを受けて、FD・点検評価委員会で検討した結

果、今年度から、各教員が授業評価アンケートの結果に対する対応を報告し、

学内で公表することになりました。こうした取り組みを通して、今後も授業の

改善に努めていきます。 
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Ⅲ．学生生活全般についての改善課題 

１．クラブ・サークルなど課外活動に関すること 
課外活動の活性化における改善策として、クラブ勧誘に関する活動に対して

これまで以上の支援を行いたいと考えています。要望として挙がっている新入

生勧誘期間の延長やイベントの実施を実現していきます。 
大学祭に対する要望として挙がっているものは、大学祭実行委員会の充実を

図ることにより改善が可能であると考えます。大学祭実行委員メンバーとのい

っそうのコミュニケーションを図り、学生と教職員が一丸となり、他大学や近

隣の地域など、学内外の参加者が楽しめる大学祭の実施を実現します。 

 

Ⅳ．学生支援システムや各種サポート体制についての改善課題 

１．奨学金制度に関すること 
奨学金の種類、募集時期や方法について検討し、広く奨学金応募の機会を提

供します。現在までに、具体的には、奨学金制度について貸与奨学金から給付

奨学金への移行を行い、家計困窮者に対する支援は改善してきています。更に

人数の拡大や充実について授業料の減額の要望と併せて検討課題としていきます。 
そして、経済支援を必要とする学生に対して、奨学金のみならず学費納入状

況、課外活動やアルバイトの状況、就職活動状況等について関連部署や指導教

員と連携を取りながら的確に指導支援することを継続して実行していきます。 

 

２．学生相談に関すること 
（１）カウンセラーの対応について 

カウンセラーの対応、態度についての要望が多く寄せられました。カウンセ

リングを受ける学生さんのニーズはさまざまで一度で解決できることは少なく、

十分に学生さんとの意思疎通、信頼関係づくりに努めるようにスタッフミーテ

ィングで話し合って安心して学生相談が受けられるようにしていきたいと思い

ます。卒業生についてもアドバイスをすることが可能です。 

 

（２）カウンセリングの場所などの環境について 

カウンセリングを受けるための具体的な場所や手続きがわからないなどの要

望も寄せられました。場所はユージニアの3階、保健室の隣です。ただ個人情報

の保護などの観点から申し込みは電話でお願いしています。直通電話もありま

す。ただし直接来られる場合は保健室で受付けています。悩み事があればお気

軽にご連絡ください。またスクリーニング（健康診断時の相談）のチェックが2
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年次生以降はありませんが、心配事があればどうぞお申込みください。悩みや

不安の解消は早いほどよいと思います。お気軽にご連絡ください。カウンセリ

ング日程を調整します。 

 

Ⅴ．就職進路支援を中心とした改善課題 

１．キャリアセンターの環境について 
現在キャンパス建て替え工事のため、キャリアセンターは暫定的にユージニ

ア館3階に置かれています。以前のように教室移動の際に気軽に立ち寄ることが

できないことも、皆さんの不満の１つであると思います。3年次生の皆さんには、

今年度4月のオリエンテーション時に、そろってユージニア館の3階まで、キャ

リアセンターの見学に来てもらいました。決して広くはありませんが日差しが

明るいセンター内には、事務や面談コーナー以外にも、パソコン3台と豊富な企

業情報ファイルや就活に関する参考書をとりそろえ、学生のみなさんが思い思

いに質問や就活の勉強、相談にきてくれるよう整備していることを確認いただ

きました。もうしばらくはご迷惑をかけますが、是非3階キャリアセンターに足

を運んでください。 

 

２．就職サポートの充実について 
就職試験におけるSPI対策についての要望が多く寄せられました。キャリアセ

ンターでも、SPI試験があるために希望企業の受験をあきらめる学生が少なくな

いことを問題視してきました。そこで今年度より、後期の3年次生キャリアガイ

ダンスを充実させています。従来毎週水曜の17時から開いている就職ガイダン

スに加え、金曜17時に「就活力UP特別講座」を設け、そこで徹底的にSPI対策

を行います。それ以外にも時事問題やグループ面接への対策など、実践的な就

職ガイダンスをこの金曜日の枠で実施します。3年次生はもちろん、1,2年次生

の皆さんについても、SPI対策としての基礎学力問題への対応を早いうちから進

めるため、是非参加してください。 

 

３．進路相談体制について 
進路や就活に関わる個人面談を、毎日受け付けています。外部のキャリアア

ドバイザーとキャリアセンター職員が曜日替わりに担当し、面談しています。

原則としてキャリアセンターにある面談予約表に記入し、申し込んでいただい

ていますが、面談機会が少ないという声をいただきました。予約のない日もあ

り、相談時期に偏りがあるようでご迷惑をかけています。今年度からセンター

事務職員を増員しましたので、面談枠ももう少し余裕ができると思います。ま
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た急を要する面談などは、ひとことセンター事務職員に言ってもらえばできる

だけ対応しますので、まずはキャリアセンターに来てください。 

 

Ⅵ．窓口における学生対応を中心とした改善課題 

１．教務課・学事課職員の学生対応およびサポートについて 
教務課・学事課では、学生の皆さんが在学期間を通じて主体的に学び、社会

に巣立って行くための力をつけられるよう、主に学修面でのサポートを行って

います。事務室に入りにくいと感じて質問や相談をためらうなどの意見があっ

たことを受け止め、学生の皆さんが安心して窓口を訪ねられるような対応を心

がけます。特に履修登録については、必要な情報をできるだけわかりやすく伝

えられるよう、さらなる工夫・改善に取り組みます。学生手帳などについての

意見箱の設置や、オリエンテーションでの説明の機会を通じ、学生の皆さんが

主体的に学修計画を立てるための支援を充実させていきます。職員一人ひとり

が、働く社会人として学生の皆さんの身近な見本となれるよう、常に自己を高

め、その上で、学生の皆さんに身につけてほしい社会人としての常識や心構え

について、伝えるべきことをきちんと伝えたいと考えています。そのためには

常に、窓口で学生の皆さん一人ひとりの要望や考えをしっかりと聞き、事務所

内で情報を共有し、適切な対応が取れるように努めます。 

 

２．学生部職員の学生対応およびサポートについて 
窓口対応における学生課職員の態度について、問題点を見直し、学生の皆さ

んが不安に感じたり、不愉快に感じたりする対応がないように心がけます。学

生課の職務として、社会や大学のルールについての説明や遵守についての指導

を含むことがあります。それらルールの必要性について、理解・納得してもら

えるように的確な言葉で伝える努力を続けていきます。 
 業務については職員間で情報・知識を共有し、対応能力の向上に努めるとと

もに、職員一人ひとりが学生の皆さんの話をきちんと聞く姿勢を養っていくよ

う努力します。学生と職員がお互いの人権を尊重しながら窓口対応ができるよ

う、信頼関係の向上に努めます。 

 

３．留学生への学生対応およびサポートについて 
留学生の皆さんが安心して本学で学び、日本での留学生活に困ることがない

よう、引き続き、留学生支援体制の充実に努めます。留学中に困ったことや心

配なことがあれば、国際教育課の職員が親身に対応し、職員間の情報共有を徹

底して留学生の皆さんへの対応に当たります。 
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 特に要望のあった、留学生交流の活性化を図るため、今後は「留学生会」の

活動を活発化し、入学時の歓迎会から卒業時の送別会まで、在学期間中に学生

同士の親睦をはかる交流会を開催するなど留学生に対するサポート体制を強化

していきます。また、これまではユージニア館の工事に伴い、留学生窓口とな

る国際教育センター（2013年度からは国際教育課）が手狭となり相談を受ける

場所の確保が難しい状態にありましたが、新キャンパスが完成する2014年度か

らは、留学生サポート窓口の環境を整備して学生対応を改善するように努めま

す。 

 

４．キャリアセンター職員の学生対応およびサポートについて 
キャリアセンターの対応については「怖い」「雰囲気が悪い」など、厳しい

意見が多数寄せられました。確かに、キャリアセンターに足を運ぼうという気

持ちを持ってもらうためには、明るく親しみのあるセンターにしていかなけれ

ばなりません。皆さんからの指摘を謙虚に受け止め、４月からセンターに来室

される学生の皆さんには、努めてこちらから声をかけるようにセンター職員一

同心掛けています。 
ただし、就職相談や就活サポートは、あくまで学生の皆さんが厳しい就職戦

線を勝ち抜けること、あるいは社会人として自律していけることを支援するも

のです。そのためにはある程度、皆さんにとっては耳の痛い、厳しい意見も言

わなければならない場面があります。センターへの連絡や報告がなかったり、

時間を守らなかったりなどのマナーについても、身につけてもらいたいが故に

はっきり注意します。このような適切な「指導」も、センターの重要な役割で

あることを理解してください。 

 

５．図書情報センター職員の学生対応およびサポートについて 
カウンターでの対応について、愛想がないといったご意見がありました。カ

ウンター業務は利用者ニーズを把握するための貴重な機会です。職員一人ひと

りが図書館の顔であることを自覚し、利用者の要望を的確に汲み取るコミュニ

ケーション能力、接遇能力を高め、丁寧な対応に努めます。 

 

Ⅶ．施設設備を中心とした改善課題 

１．駐輪場（スペース、場所等）に関すること 
（１）北山キャンパス整備工事完了までの駐輪場について 

 現在、新館工事に伴い正門からユニソン会館を横切りソフィア館裏の駐輪場

へ行くことになっていますが、ユージニア館完成後（使用開始は2014年４月予
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定）、ソフィア館の改修工事を実施します。ソフィア館の改修工事中（2013年
４月１日～9月末まで）は、ソフィア館裏の駐輪場は使用できなくなります。そ

の期間中の対応として、新ユージニア館と既設ユージニア館との間に臨時駐輪

場を設けます。なお、ユニソン会館裏の既設駐輪場は、ソフィア館工事中であ

っても使用可能です。 

 
（２）北山キャンパスの整備後の駐輪場について 

ユージニア館完成後ユージニア館とソフィア館の間に通行道を設けますので、

迂回することなく正門からソフィア館裏にある駐輪場へ行くことが可能となり

ます。また、バイク駐車スペースについては、ユニソン会館のサブエントラン

ス入り口の南側の一角に、バイク駐車専用スペースを設けることを検討してい

ます。 

 

２．食堂（メニュー・利用時間・味等）に関すること 
 食堂のメニュー、価格、衛生面、営業時間等について、教職員で構成される

委員会で検討した結果、新たな食堂運営会社と契約することになりました。 

 

３．二足制・ロッカー（場所等）に関すること 
 二足制については、アンケートにも賛否両論ありましたが、2013年4月より一

足制となりました。 
 ロッカーについては、ユニソン会館２階のアリーナやトレーニングルームが

土足厳禁のため、体育の授業等でアリーナやトレーニングルームを使用する場

合、上靴対応が必要となります。ユニソン会館サブエントランス入り口にロッ

カーを設置し、他のロッカーは撤去することを検討しています。 

 

４．トイレの設備に関すること 
現在の図書館内にあるトイレが暗いとの指摘がありましたが、10月末に蛍光

灯を増設しました。 
なお、ソフィア館は今後、改築工事を行います。トイレの整備については、こ

の工事に伴い2014年4月から、現行便器の機能や使用年数の点を調査し、改善検

討します。 

 

５．ミニショップ（利用時間・品揃え・価格・レジ等）に関すること 
ミニショップの運営時間や品数、レジの対応等についての課題を教職員で構

成される委員会で検討した結果、新たな運営会社と契約することになりました。 
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６．スクールバス（時間・本数等）に関する要望について 
バス関連の課題に関し、前期の運行ダイヤ、利用状況を参考にし、後期授業

に合わせて、スクールバス時刻表を設定しています。ただし、状況を見て発着

時刻の変更や運行本数を増やす等対応を検討します。 
2014年4月より、新校舎で授業が可能となれば、ノートルダム館での授業を実

施しないため、スクールバスは運行しない予定です。 

 

７．ブックラウンジに（利用時間・品揃え等）関すること 
学生の皆さんの利用時間を検討した結果、ブックラウンジ開設当初の営業時

間は、11：00～16：30でしたが、その後10：30～16：30に変更し、現在は10：
00～17：00の営業時間となっています。今後、利用状況の時間帯の把握後、運

営時間については委託業者と検討します。また、夏休みおよび春休み中の営業

についても期日限定で開店することを委託業者と検討中です。 
品揃えにつきましては、主として女性が興味のあるファッション雑誌や京都

周辺関係の雑誌や紹介本を揃えていますが、要望にあわせて品揃えを充実する

よう検討中です。 

 

８．コピー機に関すること 
アセンブリホールのプリンタ（使い勝手が悪い等）については、構成部品の

不良により、しばしば印刷不能状態に陥っておりましたが、2013年3月までに問

題部品の特定と交換を実施し、問題は解消いたしました。 

 

Ⅷ．図書館情報センターを中心とした改善課題 

１．蔵書に関すること 
小説が少ない、新しい図書が少ない、希望する図書がない、全体的に蔵書が

少ないといったご意見をいただきました。2012年3月31日現在の蔵書数は

213,516冊であり、過去3年間の平均年間増加冊数は5,777冊でした。資料収集方

針に基づき、本学が提供する教育研究に沿ったバランスのよい蔵書を目指して

います。 
大学図書館はその大半が学術資料ですが、豊かな人間形成に必要な教養や知

識を得るための情報や、現代小説、エッセイ、就活・資格ための実用書なども

少なからず提供しています。しかし細分化した専門分野や話題本を全て備える

ことは不可能であり、学生希望図書費を毎年予算計上し、利用者のリクエスト

に応じています。一人10冊まで、予算の範囲内で申し込むことができます。ま

た、他大学・他機関の図書館と協力して必要な資料を相互に提供しています。
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図書館職員が文献の入手や利用の紹介等を適切なサポートをいたしますので、

大いに活用してください。 
医中誌Webを見たいというご要望がありました。図書館ホームページから利

用できますが、十分に周知できていない結果と受け止めています。また蔵書が

少ないという意見が多くあった要因には、適切に資料を見つけられていないこ

とがあると考えています。ひき続き資料費の増額を目指すとともに、広報活動

や情報活用教育の強化をはかります。 

 

２．開館時間・曜日に関すること 
具体的に示された要望は、①22時までの開館時間延長②土曜日の夜間開館③

日曜日の開館と夜間開館④試験期前の土・日の開館です。2012年度の利用統計

では、20時以降の在館者数は1日平均6.0人です。定期試験および補講調整期間

中の夜間開館を試行しましたが、20時以降の在館者数は、前期は1日平均4人、

後期は5.5人でした。また土曜日（オープンキャンパスや製本講習会などの特別

行事開催日を除く）9時～17時までの入館者数は1日平均38.6人でした。 
開館には人件費や光熱費がかかるため、これら利用動向を参考にし、現在の

開館時間が適当と判断しているところです。ついては、現在の開館時間内で有

効な利用を実現いただけるよう、インターネットで提供できる情報の増加や環

境整備について検討を進めます。 
また2010年度から京都工芸繊維大学キャンパス内のND館での開講が始まり、

本学図書館の利用者数が減りましたが、2014 年度から新図書館情報センターに

おける利用数の増加が予想されます。サービスの改善に努め利用者数を増やす

とともに、利用動向に沿った開館実施を目指します。 

 

３．パソコン（台数・起動時間等）に関すること 
パソコンの台数が少ないという問題に対しては、可能な限り増設いたします。

まずは、ユージニア館2階映像編集室に12台のノートパソコンを設置し、自習室

として開放いたします。さらに貸出用として10台のノートパソコンを準備中で

す。いずれも利用開始は2013年10月上旬を予定しております。また、18時から

21時の時間帯により多くのパソコンを利用してもらうため、2013年7月から情報

演習室の利用時間を変更いたしました。設置台数の多い情報演習室0の利用時間

を延長したことにより、夜間に自習利用できるパソコンが19台増えて80台にな

りました。  
パソコンの立ち上がりが遅いという問題に対しては、起動時間は仕組み上、

学内LANの回線速度に影響を受けます。情報演習室からサーバ機までの通信経

路上に、低速（100Mbps）な通信装置が存在するため、あまり高速ではありま
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