
実施日：令和3年3月12日

回答者数：117名/卒業生132名中(88.6％)

生活科：52名

保育科：65名(女性：63名,男性：2名)

Q3.あなたは、建学の精神を理解し、日常生活で身につけることができましたか？

人数 ％ 人数 ％

よくできた 25 48.1% 19 29.2%

ややできた 18 34.6% 25 38.5%

普通 9 17.3% 20 30.5%

あまりできなかった 0 0.0% 1 1.8%

できなかった 0 0.0% 0 0.0%

Q4.あなたは、この２年間で積極的に学んだと思いますか？

人数 ％ 人数 ％

よく学んだ 32 61.5% 22 33.8%

やや学んだ 12 23.1% 25 38.5%

普通 8 15.4% 17 26.2%

あまり学ばなかった 0 0.0% 1 1.5%

学ばなかった 0 0.0% 0 0.0%

Q5.あなた、この２年間で入学時に目指していた免許・資格をとれましたか？

人数 ％ 人数 ％

とれた 51 98.1% 65 100.0%

とれなかった 1 1.9% 0 0.0%

Q6.あなたが取得した免許・資格はなんですか？

◎生活科
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医療事務系のみ 栄養士・栄養教諭・食育インストラクター

令和3年3月26日

令和2年度　卒業時アンケート　集計結果

生活科 保育科

生活科 保育科

生活科 保育科

栄養士のみ 栄養士・食育インストラクター

学生委員会(厚生補導部会)

栄養士・栄養教諭 栄養士・医療事務系・食育インストラクター

栄養士・医療事務系 栄養士・フードサイエンティスト・食育インストラクター

栄養士・フードサイエンティスト 栄養士・栄養教諭・フードサイエンティスト・食育インストラクター

栄養士・栄養教諭・フードサイエンティスト 栄養士・医療事務系・フードサイエンティスト・食育インストラクター

栄養士・医療事務・フードサイエンティスト なし
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◎保育科
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Q7.あなたの学生生活は充実していましたか？

人数 ％ 人数 ％

25 48.2% 30 46.2%

18 34.6% 24 36.9%

8 15.3% 11 16.9%

1 1.9% 0 0.0%

0 0.0% 0 0.0%

Ｑ8.あなたは、２年間の学生生活を振り返って、どのような感想を持っていますか？

◎生活科

3

　・成長した。 2

　・とても充実した日々を送ることができた。また、とてもいい仲間に出会えたと思う。

　・実習を頑張って資格取得に向けて努力できた。

　　食育インストラクターの資格を取得することが出来て本当に良かったです。また、スポーツレク大会や文化祭もなく後輩との

　　交流がほぼなかったのがとても寂しく思います。バレーボール部は1年生がいないため来年度からありません。今からでも

　　入部希望者が入れば嬉しく思いますが、1年生の皆さんもコロナでオンライン授業になったりなど大変だと思うので卒業まで

　・2年生の行事等が出来なった事が心残りです。　　　

　・あっという間の2年間でしたが、実習などを経験して力をつける事ができた。楽しかったです。

　・短期間で専門科目を学ぶのは大変でしたが、毎日楽しく充実した学生生活だった。東北女子短期大学に入学して良かった。

　・たくさんの事を学び、たくさん資格を取ることが出来て良かった。たくさんの友達と出会えて嬉しかった。

　・出会えて良かった人がたくさんいます。2年前に新入生代表として挨拶をさせて頂きとても光栄に思います。今年はコロナの

　　勉強との両立を頑張り楽しい学校生活を送ってほしいです。2年間本当にあっという間でした。

　　ことが出来て良かったと思いました。先生方、2年間ご指導本当にありがとうございました。

　　テスト期間のないテストは死ぬほど大変でしたが、無事卒業出来て嬉しいです。2年生が皆自分が取得したい資格を取る

　・とても2年間校則も厳しく大変でしたが、その2年間という限られた時間のおかげで栄養士の免許の他に医療秘書や秘書

　　検定など様々な資格を取得することが出来ました。充実した2年間を送ることが出来たと思います。　　　　2

　・楽しかった。

　・課題が忙しかったけど友達もたくさんできて充実できた。 

　・2年生はコロナで行事が全部なくなったり授業がつめつめになり大変だったけど、無事に免許がとれ友達とも楽しく過ごせた。

　・2年間の学生生活は、実習も周りの友達も凄く良くて楽しく生活が送れた。毎週の調理実習も楽しく学ぶことも沢山あり、これ

　・目指していた職業にも就け、資格もたくさん取れてよかった。支え合える友達もできて本当に2年間充実していて楽しかった。

　・勉強は大変だったけれど新しい友達にも出会えた。取りたかった資格も取得することができ充実した学生生活を送れた。

　・辛いことや悲しいことがあったけど、それを乗り越えてきたから自分にとっては充実した2年間でした。

　　ため例年とは違いテスト期間なども設けられず大変な事もたくさんあったが、栄養士、医療秘書、フードサイエンティスト、

　　からの事に繋げられることがたくさんあった。2年間の学生生活は充実することが出来た。
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　・自分の取りたい資格をしっかりと取得することが出来たし、新しく出来た友達と毎日楽しく充実した日々を送ることが出来た

　　ので良かったと思う。2年間があっという間だった。

　　学ぶ事が出来た。これからも頑張っていきたい。

　　子供たちに食育活動をした事、カフェテリア実習、校外実習はとても自分の力になり、たくさん学ぶ事ができました。

　・たくさんの学びもあったし、色々な人と会えて楽しかった。郊外での活動もできて刺激的だった。

　・女子高で不安だったが、今までの学生生活で1番楽しかった。行事がなかったのは本当に残念でした。

　・どの学生生活よりも濃いものだったと思います。取得したいと考えていた資格も取得することができ良かったです。コロナの

　・学ぶことも多く、良い友達にも出会えました。とても充実した2年間でした。

　・資格取得のために、友達と助け合いながら取得できてとても充実した学生生活でした。

　・もう少し謳歌できる努力をすれば良かった。想像以上に短大での生活は忙しく、大変でしたが2年間よく頑張ったと思います。

　　入学してすぐに辞めたいと泣いていましたが、夢も叶え免許も取得でき卒業式を迎えることができ自分を誇らしく思います。

　・県外に来て、素敵な仲間と一緒に栄養士免許を取れたので良かった。

　・色々な資格を取得でき学ぶことができた。

　・2つの資格を取るための勉強が大変でした。でも、無事に資格取得でき良かったです。コロナで様々な行事が中止になって

　　残念だけど、友達と楽しく学校生活を送れたので良かったです。

　・課題も多くて大変な時もあったが、友人と支え合いながら乗り越えることが出来ました。卒業後は栄養士、社会人としてより

　　成長できるように頑張りたい。2年間ありがとうございました。

　・2年生になってコロナで何も行事が出来なく、オンライン授業にもなって大変だった。

　・1年生の頃は資格が取れるかなと不安な部分も多くありましたが、無事に資格も取得でき卒業もできすごく嬉しいです。

　　コロナで行事等出来ない事だらけでしたが、2年間で自身の成長も感じることができたので良い思い出として受け取りたいと

　・コロナなどで2年目の行事がなくなってしまったことがとても残念でしたが、その分学校での交流を大切にできたと思う。

　　資格取得のためスケジュールを詰め込みすぎて大変だった時も先生方や友人に助けてもらったりと、迷惑をかけてばかりの

　　2年間でしたが、たくさんの事を学ばせていただき本当にありがとうございました。

　・2年間大変な事が多かったけど、たくさん資格を取ることができ、教養が身に付きたくさん得るものがありました。2年間

　　ありがとうございました。

　・あっという間の2年間だったと思う。楽しかったことや大変だったことなどたくさんあるが頑張ってきてよかった。たくさんの事を

　　思いました。

　・新しく自分の好きな物を知ることが出来た。

　・2年間はあっという間だったけど、楽しく過ごすことができた。でも、2年生になってから行事がほとんどないのが残念だった。

　　影響で2年生になってからの行事がほとんどなかったのが残念でしたが、先生方にも恵まれ2年間とても楽しかったです。

　・友達と楽しく学べたので大学生活最高でした。

　・2年間あっという間でした。たくさんの人と出会い、たくさんのことを学びました。これからの人生において大事な心得を学ぶ

　　事ができたと思います。

　　苦しい時もありましたが先生方に支えられ卒業まで頑張ることが出来ました。

　・受けていた科目数が多かったため、2年生になってからコロナの影響もありとても大変でした。しかし、自分の出来る限りの

　　力を出し勉強に向き合うことが出来たと思います。学生生活では様々な経験をさせて頂きました。なかでも、保育園に行き

　　生活科、保育科、1年生間で交流することが出来て良かった。

　・1年生の時はわからないことだらけで、不安が大きく思い通りに動けず何度も学校を辞めようと思ったけれど、講義を重ねる

　　につれ慣れてきた部分もあり、周りの方々に支えられて乗り越えることができた。2年生ではコロナの影響で講義が集中し

　　大変だった。また、実習も出来るのかすごく不安だったが無事終える事ができ様々な経験ができた。本当は行える講義や

　　行事が出来なかったのは少し心残りではあるが日々の学校生活は楽しかったです。

　　行事面では、コロナがあったので残念ながら例年通りにすることは出来なかったが、短縮のスポーツレク大会を開催し

　・資格取得のために授業や実習を頑張り、コミュニケーションや栄養や料理の知識や技術を磨くことができた。

　・東北女子短期大学に入学して良かったと感じてる。友達にも恵まれ、学生生活の中で短大生活が1番楽しい時間でした。

　　無事資格も取得し自分も成長させられた場だと思います。2年間ありがとうございました。

　・2年間で栄養士や調理などについて更に興味を持てるようになった。栄養士の専攻のみでしたが、その中でも高齢者や幼児、

　　病気の方など様々な対象者に応じた調理の仕方や特徴などを学ぶことができ、自分の進路選択にとても役立った。

　・行事はあまりできなったが、その分勉強ができたので充実した学校生活を送ることができた。



◎保育科

　・楽しかった。 7

　・とても充実していた。 5

　・行事がなかったのが残念。 4

　・保育士について色々学ぶことができ充実した学生生活を送ることが出来た。 3

　・取りたい資格が取れて良かった。 2

　・東短に入ってよかった。 2

　・学びたい専門分野を学ぶ事が出来て楽しかった。満足。 2

　・短大で短かったので、実習がすごく大変だったけど楽しかった。

　・あっという間だったけれど不安だった実習も乗り越えて、元気な仲間たちと出会えて楽しい2年間だった。

　・2年生の思い出が少なく、あっという間で寂しかった。

　・あっという間だった。コロナのせいで行事がなくつまらなっかた。

　・コロナの影響もあってイベントも出来なくて残念な学生生活になってしまったが、夢である職に就くことが出来て良かった。

　・資格もちゃんと取れたし、良い先生や友達に巡り会えて良かったです。

　・友人にも恵まれ勉強もちゃんと出来た。2年間あっという間だった。

　・いい友達に出会えて一緒に頑張れて嬉しかった。

　・コロナの影響で悔しい思いもしたが、保育について良い学びを出来たので満足している。

　・楽しかったり色々学べて良かった。親身になってくれた先生方には感謝している。

　・友達最高大好き！！行事は少なかったけど楽しかったし毎日充実し頑張れたから結果オーライ！

　・資格を取得し勉強に励むことが出来た2年間だった。

　・人間関係を構築すること、自分磨きが出来た。

　・長いようで短い2年間だった。楽しかった。

　・コロナの影響で対面授業や行事が出来なかったりしたが、取りたい資格がとれて無事卒業することができ良かった。

　・自分の理想の保育教諭となれるよう頑張っていきたい。

　・先生が親身になってアドバイスしてくれて嬉しかった。

　・楽しかった二年時の思い出がないのが残念。

　・いろんな友達ができ、みんなで協力したり支え合いながら楽しく学べてとても良かった。

　・楽しかったけどもっと充実した学生生活を送ってみたかった。

　・実習など大変なこともあったけど、楽しかった。

　・2年間で資格取得に向けて頑張ることが出来たし、友達と楽しく学生生活を送れたので良かった。

　　よいと思います。

　・環境が変わり最初は不安だったりしたけど、一日を過ごしていくごとにその人の良さや受け止めなければならない所だったり、

　　人間関係が常に良好なわけではなかったが、最終的には楽しい思い出の方が多かったので出会えたことに感謝したい。

　　また無事に資格取得できた事、テストのため必死になって勉強し再試を回避できたことで結局は自分のやる気次第だと

　　思いました。これからは社会人としてみんなそれぞれの道に進みますが、短大で学んだことがいきる場面があれば良いと

　　電車が止まってしまった時などの対応はあまり良くなかったが一応単位を得ることもでき卒業を迎えることが出来たので

　　このことも一つの出来事として受け止めていきたいと思います。

　・とても充実していた学校生活を送ることが出来ました。一つ心残りなのは行事をすることが出来なかったことですが、

　・コロナの影響で行事が少なかったけど、それでも充実した学生生活だったと思えます。東北女子短期大学で保育を学べて

　　本当に良かったです。

　　思います。そして、周りの人への感謝は2年間を通して強く感じたので忘れずに生きて行きます。

　・正直なところ授業料いいだけ取られてイベントも何もないし、ただひたすらに自粛して孤独で思い出がない2年生だった。

　　実習だけでも出来て資格取得はできて安心はした。この世の中の人みんなそうだけど、もっとイベントやりたかった。悲しい。

　　でも、この73人みんなで頑張って卒業できてよかった。

　・コロナ禍で行事がなくなり、保育科のみんなと思い出をたくさん作る事が出来なくて残念。でも、日常生活の中で友達との

　　他愛もない話をして楽しかった。学んだ事をいかしてこれから頑張っていきたい。

　・東短に入学し、初めてが多く挫けて戸惑うことが多かったが慣れることが出来て良かった。また実習でも挫けることが多く

　　マイナスな気持ちをとても持っていたが、最後まで実習をやり通すことができて良かった。



　・1年生の時はコロナの影響がなく楽しかったが、2年生になった時やりたかった行事等がコロナ禍で出来ず残念に思ってます。

　・楽しかった。学びたいことが学べた。しかし2年生ではコロナで行事や保育園のボランティアなどやりたいことが出来ず残念。

　・コロナの影響でオンラインになったり行事が中止になったりしたため、2年生はあっという間に終わってしまったように感じる。

　・大切な友達、素敵な先生に出会えて毎日ほんとに幸せだった。東短に入って良かった。

　・たくさんの授業があって覚えることも沢山あって大変だったけど、その分友達や先生に助けられたり自分で成長できたと思う。

　　だけど、2年間の学校生活は学べたことがたくさんあり、とても充実した学校生活を送ることが出来たと思います。

　　また先生方に相談をさせて頂いたり、指導して頂いたりしたおかげで希望の就職先から内定を頂くことができ感謝しています。

　　この東北女子短期大学で学んだ事は将来の糧になると思うし、ここへ進学を決めて良かったと思いました。

　・はじめの頃は家から遠く不安だったけど友達も出来て、たくさん思い出ができて嬉しかった。また、先生方も温かくたくさんの

　　事を教えてもらえたので充実した2年間にすることができました。東短に入れて良かったです。

　・1年生の時は保育について学びつつ、行事も楽しむことが出来た。2年生なるとほとんどが実習、自粛で1年生のように行事が

　　無かったが授業で勉強するだけでなく、仲間と楽しめる機会があり楽しむ事が出来た。

　・楽しかったことや、辛かったこともありましたが先生方や友人、寮母さん、寮管理人さんなど家族以外の方にも沢山支えて頂き

　　ながら過ごすことが出来ました。取得したいと考えていた資格、免許のみならず別の資格も取得する事ができ嬉しく思います。


