
2019 年度応用生命科学部卒業時アンケート調査結果 

 

 応用生命科学部では、卒業論文発表後に、卒業生 151 名（応用生命科学科 111 名、生命産

業創造学科 40 名）を対象に卒業時アンケートを実施しましたので、その結果を御報告いたし

ます。（回答率 87%（応用生命科学科 89%、生命産業創造学科 85%））。 

 卒業生の皆様から、多岐にわたる貴重なご意見をいただきました。今後、これらのご意見

を真摯に受け止め、改善が必要な部分については早急に対応を協議し、よりよい大学づくり

に取り組んでいきます。 

 全体として、応用生命科学科の 82%、生命産業創造学科の 94%の学生が新潟薬科大学に在

籍して満足して卒業してくれたことは、実に喜ばしく、教職員の励みになります。 

 最後になりますが、卒業生の皆様には、本アンケートにお答えいただきましたことに対し

て厚く御礼申しあげますとともに、益々のご活躍を祈念いたします。 

 

応用生命科学部 FD委員会 

  



【設問 1】 

大学で向上したものをチェックしてください（複数選択可）。 

【応用生命科学科】 

 

【その他】 

・ PC スキル ・忍耐力 ・勉強する力 ・質問力 

・ 公共交通機関の使い方  

 

 

【生命産業創造学科】 

 

【その他】 

・ 文書作成能力 
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【設問 2】 

大学在学中に力を入れたことをチェックしてください（複数選択可）。 

【応用生命科学科】 

 

【その他】 

・ 運動会実行委員会、文化祭の準備、文化祭の出店、文化祭の出し物 

・ 就職活動 

・ 運転免許取得 

 

【生命産業創造学科】 
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【設問 3】 

大学内の施設（講義室、実験室、研究室、図書館、体育施設、カフェテリア、購買、

トイレ、喫煙所、駐車場、その他）で、良かった点や改善すべき点があれば挙げてく

ださい（自由記述）。  

 

【応用生命科学科】 

○肯定的意見 

・研究室の充実した研究環境 

・トイレ（清潔）（６名） 

・体育館（無料開放、シャワーが利用できる） 

・購買（店員の対応が良い） 

・全体的に施設・設備がきれい（２名） 

○否定的意見 

・講義室等（履修人数に対する講義室の大きさ調整） 

・カフェテリア等（学食の低価格化、営業時間の延長） 

・購買（営業時間の延長、キャッシュレス決済の充実） 

・スクールバス（休み期間中の増便、終バス増便、縮小時のダイヤの電車との接続） 

・図書館（利用時間の延長、職員の対応が悪い） 

・体育館が狭い 

・駐車場（利用制限の自由化、マナー違反車への厳罰化（２件）、立地改善（３件）） 

・実験棟（アルコール消毒液の設置、学内Wi-Fi の強化、共通機器のメンテナンス） 

・その他（喫煙所への屋根の設置、エレベーターの自由な利用、学内への飲食店の設置、 

紫陽花門の坂の滑り止め、大学開放時間延長、深夜稼働の自販機の増設、 

イルミネーションのとりやめまたは拡大） 

 

 

【生命産業創造学科】 

○肯定的意見 

・キャンパスが新しくてきれい 

・トイレ（パウダースペースが多くてよい）がきれい（５件） 

○否定的意見 

・東キャンパスへの駐車場の設置（６件） 

・カフェテリアの設置（３件） 

・講義室等（室温の偏りの改善） 



【設問 4】 

事務室（学生支援課、教務課）、キャリア支援室、図書館、保健室、学生相談ルーム、

カフェテリアの担当者や教員の対応で、良かった点や改善すべき点があれば挙げてく

ださい（自由記述）。  

 

【応用生命科学科】 

○肯定的意見 

・就職相談、面接、履歴書添削など親身な対応（キャリア支援室）（５件） 

・事務職員の親身な対応（３件） 

・カフェテリア運営業者の対応がよい 

・健康相談室の対応が親身 

○否定的意見 

・事務室の対応の一元化（２件） 

・年間行事や講義予定についての早期周知 

・ノートパソコンの貸し出し時間延長に伴う図書館の利用時間延長 

・図書館の職員の対応の改善（２件） 

 

 

 

【生命産業創造学科】 

○肯定的意見 

・事務職員の対応が迅速（顔と名前を覚えてくれていた） 

・キャリア支援室の対応がよい、情報が役立つ（３件） 

○否定的意見 

・事務室の対応 

・東キャンパス事務室（受付可能な事務の拡大（２件）、キャリア支援室常勤の設置） 

  



【設問 5】 

アドバイザー制度（アドバイザーコンパ、各種相談への対応、成績表の配付、保護者

面談会の対応等）について、良かった点や改善すべき点があれば挙げてください（自

由記述）。 

 

【応用生命科学科】 

○肯定的意見 

・無断欠席が減るのでよい 

・気軽に話せて良い（２件） 

・成績の相談ができる 

・悩んだ際の良い相談相手になってくれる 

○否定的意見 

・４年時の保護者面談がほしい 

・成績順位のつけ方が不明確 

・成績表を取りに行くのが面倒 

・接点がなく相談する機会がない 

 

 

【生命産業創造学科】 

○肯定的意見 

・親身に対応していただいた 

・学業・進路・将来について高校の先生以上に色々と相談できた 

・アドバイザーと研究室の先生が同一でよかった 

○否定的意見 

・先生の忙しさによって対応の差が存在する点の改善 

・アドバイザーコンパの活発化 

  



【設問 6】 

総合して、新潟薬科大学に来て満足しましたか？コメント欄には回答した理由を自由

に記述してください。（必須） 

【応用生命科学科】 

 

 

【生命産業創造学科】 

 

 

【理由】  

【応用生命科学科】 

・自身の能力を向上できた。 

・たくさんの友人と楽しい時間を過ごすことができたため。 

・大学 4 年間で学校内外問わず、様々な体験・経験をさせていただきました。限られた学校

生活のなかで十分にやりきったので満足しています。社会にでてからも色んな経験を通じ
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て自分を磨いていけたらと思います。 

・卒業研究に必要なスキルを授業で学びたい。 

・最高だった。 

・すごく充実した 4 年間でした。 

・多くのことを学ぶことが出来たため。 

・研究室生活はとても大変でしたが、いい仲間に出会えて良かったと思います。 

・やりたいことにチャレンジさせてくれる環境があったから。 

・思っていた大学生活と違った。 

・研究室配属が 3 年からあったので、自分のやりたい分野の研究にたくさん時間を費やせた

ので満足。また、友人との関係も 4 年間良好で悔いのない大学生活だった。 

・大切な友人達と心を通わせること、そしてかけがえのない思い出が出来た。この大学生活

を忘れることは決してないだろう。 

・とても良い友人にも出会え、学習環境もとても良かったです。また卒業研究でも満足のい

く研究をすることができました。 

・いろいろなことが学べたと思います。 

・生物系の勉強ができた。 

・生徒の意見を反映してくれない。 

・研究室・サークル内で人間関係のこじれがあった。 

・研究室によって卒業研究の強度に違いがあった。 

 

 

  

【生命産業創造学科】 

・文章作成能力やコミュニケーション能力が身についた。 

・3 年生時の選択科目が少なかった。 

・思っていたものに近い学生生活を送れた。 

・伊藤満敏教授に出会えてよかった。 

・就活時、大学内にある情報が県内のものが大半で県外企業に関する情報が少なかった。 

・有意義な時間を過ごせた。 

・学生に自由を与える分、責任を課すべきだと思いました。 

・たくさんのことが経験でき、また頼りになる仲間と、先生方がいてとても良かったです。 

・もう少し選択科目を多くして欲しかった。|科目が少なくて全部取らなきゃいけなかったの

で、ほぼ必修科目と変わらなかった。 

 



【設問 7】 

その他、ご意見、ご感想があれば自由にお書きください（自由記述）。 

 

【応用生命科学科】 

・４年間ありがとうございました。 

・授業で使用しない教科書は買わせないで欲しい。 

・ハラスメントに対する相談窓口の充実。 

・研究室によって、研究等の負荷に差がある。 

・いい仲間に出会えたことは良かったです。 

 

【生命産業創造学科】 

なし 

 


