
金沢美術工芸大学

卒業生・修了生アンケート

平成２４年度

報告書



１　アンケート実施時期

平成２５年２月７日（木）～平成２５年２月２２日(金）

２　対象者数

学部卒業生 １３６名

大学院修士課程修了生 ４３名

大学院博士後期課程修了生 ２名

計　１８１名

３　回答者数

学部卒業生 １２５名

大学院修士課程修了生 ３９名

大学院博士後期課程修了生 １名

計　１６５名 回収率　９１％

４　集計方法

（１）　問１、問２は択一による回答とした。

（２）　問３－Ａ～問１１－Ｂは複数選択可による回答とした。

（３）　各問の円グラフの数字は、パーセントを表す。

（４）　各問の質問文の後に、無回答を除く回答数の総数を、（回答数：○○○）で表示した。

　　　 この回答数の大小の比率に応じて、各問の円グラフの径の大きさを調整した。
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問１．卒業・修了する科・専攻

問２．性別

3

日本画専攻 

4.8 

油画専攻 

11.5 

彫刻専攻 

7.9 

芸術学専攻 

7.3 

視覚デザイン専攻 

13.3 

製品デザイン専攻 

8.5 

環境デザイン専攻 

9.1 工芸科 

13.3 

絵画専攻日本画コー

ス 

2.4 

絵画専攻油画コース 

4.2 

彫刻専攻 

3.0 

芸術学専攻 

3.0 

工芸専攻 

7.3 

デザイン専攻視覚デ

ザインコース 

1.2 

デザイン専攻環境デ

ザインコース 

0.6 

デザイン専攻ファッ

ションデザインコース 

1.8 
美術工芸専攻 

0.6 

男 

34.5 

女 

65.5 



問３-B．入学試験について、悪かったと思うこと、不都合だと思うこと（回答数：150）

問３-A．入学試験について、良かったと思うこと、適切・妥当だと思うこと（回答数：312）

4

実施時期,  21.9  

試験会場,  18.4  

試験問題の出題傾向,  

9.9  
実技試験の課題,  7.0  

試験監督員の対応,  

5.5  

配点比率,  3.4  

その他、上記以外の

ことがら,  8.5  

無回答,  25.4  

実施時期,  19.5  

実技試験の課題,  

16.7  

配点比率,  16.4  
試験問題の出題傾向,  

13.7  

試験会場,  13.4  

試験監督員の対応,  

12.8  

その他、上記以外の

ことがら,  2.4  

無回答,  5.2  



問４-A．一般教養科目（学部）、または共通選択科目（大学院）などの講義科目について、全体として、良かった
と思うこと、満足していること（回答数：224）

問４-B．一般教養科目（学部）、または共通選択科目（大学院）などの講義科目について、全体として、悪かった
と思うこと、不満が残ったこと（回答数：251）

5

教員の教え方、教材

の工夫,  19.0  

講義の数や種類,  

16.8  

講義の内容、面白さ

や興味,  15.8  

専攻の授業への応用,  

14.3  

あなた自身の取り組

み態度,  11.5  

教養や倫理の涵養,  

9.0  

その他、上記以外の

ことがら,  3.6  

無回答,  10.0  

講義の内容、面白さ

や興味,  25.5  

講義の数や種類,  

18.4  

あなた自身の取り組

み態度,  11.4  

専攻の授業への応用,  

10.6  

教員の教え方、教材

の工夫,  8.6  

教養や倫理の涵養,  

8.6  

その他、上記以外の

ことがら,  4.7  

無回答,  12.2  



問５-A．実技科目や専門科目など、専攻の授業について、全体として、良かったと思うこと、満足していること（回
答数：251）

問５-B．実技科目や専門科目など、専攻の授業について、全体として、悪かったと思うこと、不満が残ったこと
（回答数：243）

6

課題の質と内容,  

20.0  

合評会やプレゼン

テーション,  16.8  

課題の量と期間,  

16.5  

教員の教え方、アドバ

イス,  15.1  

あなた自身の取り組

み態度,  10.8  

成績評価の方法・基

準,  7.2  

その他、上記以外の

ことがら,  3.6  

無回答,  10.0  

教員の教え方、アドバ

イス,  17.1  

課題の量と期間,  

16.0  

合評会やプレゼン

テーション,  14.9  成績評価の方法・基

準,  14.2  

課題の質と内容,  

11.6  

あなた自身の取り組

み態度,  8.3  

その他、上記以外の

ことがら,  6.2  

無回答,  11.6  



問６-A．ふだんの授業以外の、さまざまな教育研究活動・社会活動について、良かったと思うこと、参加してため
になったと思うこと（回答数：299）

問６-B．ふだんの授業以外の、さまざまな教育研究活動・社会活動について、悪かったと思うこと、参加した価値
がなかったと思うこと（回答数：78）

7

アートプロジェクト,  

6.1  公募展、コンペ、コン

クール,  5.0  

インターンシップ,  5.0  

産地見学、企業見学,  

5.0  

ボランティア活動,  4.4  

個展、グループ展,  

3.3  

その他、上記以外の

活動,  14.4  

無回答,  56.8  

個展、グループ展,  

24.6  

公募展、コンペ、コン

クール,  15.0  

アートプロジェクト,  

14.7  

産地見学、企業見学,  

13.4  

インターンシップ,  

12.4  

ボランティア活動,  7.3  

その他、上記以外の

活動,  8.0  

無回答,  4.5  



問７-A．大学の行事について、参加して、良かった、楽しく満足できたと思うこと（回答数：368）

問７-B．大学の行事について、参加して、悪かった、参加した価値がなかったと思うこと（回答数：90）

8

五芸祭,  9.1  

研修旅行,  7.5  

美体祭,  7.5  

郊外写生授業,  4.9  

美大祭,  4.9  

野外彫刻展,  2.6  

その他、上記以外の

行事,  11.7  

無回答,  51.9  

美大祭,  28.4  

研修旅行,  26.3  

美体祭,  14.5  

五芸祭,  12.1  

郊外写生授業,  7.2  

野外彫刻展,  4.1  

その他、上記以外の

行事,  2.3  

無回答,  4.9  



問８-B．学生生活を支援するための様々な制度について、悪かったと思うもの、役に立っていないと思うもの（回
答数：130）

問８-A．学生生活を支援するための様々な制度について、良かったと思うもの、役に立ったと思うもの（回答数：
326）

9

進路に関する相談環

境,  29.5  

学生相談室などのメ

ンタルケア,  13.7  

授業料の減免制度,  

7.1  
学内褒賞制度（買い

上げ、KANABIクリエ

イティブ賞など）,  6.1  

個展等への補助金制

度,  2.0  

奨学金制度（日本学

生支援機構ほか）,  

1.5  

その他、上記以外の

ことがら,  6.1  

無回答,  34.0  

奨学金制度（日本学

生支援機構ほか）,  

27.2  

個展等への補助金制

度,  24.6  

学内褒賞制度（買い

上げ、KANABIクリエ

イティブ賞など）,  17.6  

授業料の減免制度,  

11.0  

学生相談室などのメ

ンタルケア,  6.1  

進路に関する相談環

境,  4.9  

その他、上記以外の

ことがら,  2.9  無回答,  5.8  



問９-B．就職活動、進学・留学の準備、作家としての自立など、あなたの今後の進路に関することがらについて、
悪かったと思うこと、役に立っていないと思うこと（回答数：212）

問９-A．就職活動、進学・留学の準備、作家としての自立など、あなたの今後の進路に関することがらについて、
良かったと思うこと、役に立ったと思うこと（回答数：222）

10

就職活動への支援,  

25.7  

進路に関する情報の

収集,  17.7  

作家としての自立へ

の支援,  14.7  

企業セミナーや講習

会,  11.3  

進学・留学への支援,  

5.3  

アーティスト講演会や

ワークショップ,  1.9  

その他、上記以外の

ことがら,  3.4  

無回答,  20.0  

アーティスト講演会や

ワークショップ,  33.1  

就職活動への支援,  

12.6  企業セミナーや講習

会,  12.6  

進学・留学への支援,  

11.8  

進路に関する情報の

収集,  7.9  

作家としての自立へ

の支援,  5.5  

その他、上記以外の

ことがら,  4.0  

無回答,  12.6  



問10-A．専攻の教室や教育環境・設備について、良かったと思うところ、使い勝手が良かったところ（回答数：
186）

問10-B．専攻の教室や教育環境・設備について、悪かったと思うところ、使いにくいと思ったところ（回答数：330）

11

ネットワーク環境,  

19.6  

課題制作のための、

教室以外の作業空間,  

18.2  

課題制作のための教

室,  18.0  

学内のフリースペー

ス,  15.2  

設備、備品、機器類、

図書,  13.8  

講義科目のための教

室,  5.0  

その他、上記以外の

ことがら,  1.4  
無回答,  8.8  

設備、備品、機器類、

図書,  21.3  

課題制作のための教

室,  20.1  

課題制作のための、

教室以外の作業空間,  

9.6  

講義科目のための教

室,  9.2  

ネットワーク環境,  8.4  

学内のフリースペー

ス,  4.6  

その他、上記以外の

ことがら,  4.6  

無回答,  22.2  



問11-A．大学の施設や設備について、生活・活動の空間として良かったと思うところ、便利だったところ（回答数：
138）

問11-B．大学の施設や設備について、生活・活動の空間として悪かったと思うところ、不便だったところ（回答数：
426）

12

冷房や暖房,  26.7  

食堂・売店,  24.4  
空調設備（とくに煤

煙・煤塵など）,  15.6  

トイレや洗面所,  11.1  

ゴミ箱やゴミ捨て場,  

9.5  

耐震対策,  8.1  

その他、上記以外の

ことがら,  0.9  
無回答,  3.6  

ゴミ箱やゴミ捨て場,  

28.2  

トイレや洗面所,  12.9  

冷房や暖房,  6.9  

空調設備（とくに煤

煙・煤塵など）,  5.0  

食堂・売店,  5.0  

耐震対策,  2.4  

その他、上記以外の

ことがら,  7.9  

無回答,  31.7  


