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総論

回答者の構成比

昨年調査結果からの変化

・「成長実感の向上」、「学部・学科のお勧め度」の向上が見られる。

・学科コース別では、「学部・学科のお勧め度」が向上している学科コースと低下している学科コースに顕著な差が現れている。

・教育内容の満足度について、「専門講義科目」「専門演習・実習科目」は回答者の約9割が満足している。

今年度調査結果の特徴

・「在学中に力を入れて取り組んだこと」では、 「国際交流」 「クラブ・サークル活動」「ボランティア活動」の割合が低い。

・「身についた力」では、「社会と他者に貢献する力」の割合が低い。

・「最終進路」は未決定者が3割近く、「進路満足度」は6割強。

高い学生満足を得るために残る課題

・カリキュラムに「社会と他者に貢献する力」を育成する内容を取り込む。

・就職未決定者数を減らす方法を検討し、進路満足度を上げる。

回答者数 3/25卒業確定者数 回答率

芸術 41 179 23%

デザイン 49 181 27%

マンガ 71 202 35%

PC 14 52 27%

人文 40 111 36%

計 215 725 30%



質問1 成長実感 「大学での授業や活動を通して、自身が成長したと思いますか」

・全体では9割に近い学生が「成長した」と回答。
・昨年度との比較では、25.5ポイントスコアが上昇。

全体

コース別分布



質問2 成長のきっかけ 「成長できた、と思うきっかけや経験を教えてください」

多くみられた回答

・授業、ゼミ

・友人・教員・地域の人々・企業・アーティストとのかかわり

・グループ制作・活動、学校行事・イベントへの参加

・課題、卒論、卒業制作

・サークル活動

・大学でのオープンキャンパスのバイト、ボランティアスタッフ

・授業・人間関係・課題関連を挙げる回答が大半を占めた。
・きっかけをきく設問だが、成長したと感じている内容を記述している者が多く見られた。



質問3 在学中に力を入れたこと 「次の項目について、在学中に力を入れて取り組みましたか」

・「大学の勉強」「自主制作・研究」は約8割が力を入れて取り組んだと回答。
・一方、「クラブ・サークル活動」は25％、「国際交流」「ボランティア活動」は15％以下と少ない。

7.1%
5.7%

6.6%



質問3 在学中に力を入れたこと 「次の項目について、在学中に力を入れて取り組みましたか」

10.5%



質問4 身についたこと
「大学での授業や活動を通して、次の力を身につけることができたと思いますか」

・「多様性を理解する力」「専門知を活用する力」「考えを表現する力」は
約9割が身につけることができたと回答。

・一方、「社会と他者に貢献する力」は6割以下と少ない。



質問5 大学教育の満足度
「本学の教育内容にどの程度満足していますか」

・「専門講義科目」「専門演習・実習科目」は約9割が満足していると回答。
・「語学科目」「スポーツ・健康教育科目」は5割以下と少ない。



質問6 学部・学科のお勧め度 「もし身近に進学希望者がいる場合、卒業する学部・学科を勧めたいと思いますか」

・全体では65.7％の学生が「卒業する学部・学科を勧めたい」
と回答。

・昨年度との比較では、全体で12.8ポイントスコアが上昇。
・マンガプロデュースコース、洋画コース、陶芸コースの

3コースのみ、昨年度から減少。
・「あまり思わない」「全く思わない」学生をいかに減らせるかが
課題。

全体

コース別分布



質問7・9 お勧めの科目・プログラム、授業外の活動等 「お勧めの科目や大学プログラムを教えてください」

「授業以外で、在学中に取り組んだお勧めの活動やイベント等を教えてください」

多くみられた回答

・学内関係

学祭、サークル活動、オープンキャンパスの手伝い、

留学生との交流、講演会、展覧会など

・制作

ギャラリーでの展示、同人誌即売会への出品など

・ボランティア活動

・趣味

・アルバイト

・特に多かったのは「健康学」「マンガ文化論」「マンガ史概論」
「日本語リテラシー」「京都の伝統美術工芸」「ジェンダーと社会」

・講義系科目、演習系科目ともに複数の科目が挙がった。

・特に多かったのは、「学祭」「サークル活動」「学内の講演会・展覧会」
「制作など趣味の活動」「アルバイト」

多くみられた回答

一般教養科目（基礎講義・演習科目）

・健康学

・マンガ文化論

・マンガ史概論

学部専門科目

・京都の伝統美術工芸

・ジェンダーと社会

大学のお勧めの科目・プログラム 授業外のお勧めの活動等



質問8 取得した資格 「在学中に取得した資格を教えてください」

・「図書館司書」「教員免許」「博物館学芸員」「色彩検定2級」の順に
多い。

・ポピュラーカルチャー学部の回答者に資格取得者はいなかった。

全体

コース別分布

「その他」回答の資格詳細
・色彩検定2級 11名

以下各1名
・証券外務員一種

・販売士3級
・ハングル能力検定
・社会調査士
・webクリエイター能力認定試験

6.5%
1.4%



質問10・11 最終進路と進路満足 「卒業後の進路を教えてください」「卒業後の進路は希望に沿ったものですか」

・「民間企業への就職」が約5割と最も多い。
・「未決定」が27.4％と多く、各学部に存在。
・進路満足度は62.9％。最終進路 進路満足

「その他」回答の詳細
・専門学校への進学
・就職兼制作活動 など6.7%



質問12・15 大学の学びの社会的実践
「大学で学んだことが、卒業後の進路において役立つと思いますか」「 「人間尊重」「自由自治」という建学の理念を、卒業後の社会生活で実践しようと思いますか」

・約7割が大学で学んだことが卒業後役立つと思うと回答。
・約5割が建学の理念を卒業後の社会生活で実践しようと思うと回答。
・建学の理念の浸透、社会との結びつきが重要。

進路先で大学の学びが役立つか 建学の理念を卒業後の社会生活で実践しようと思うか



質問13・14 大学・学部に対する納得度 「京都精華大学に入ってよかったと思いますか」「卒業する学部に入ってよかったと思いますか」

・8割以上の学生が大学、所属学部に入ってよかったと回答。
・昨年度との比較では、ほぼ横ばい。
・「全く思わない｣層をいかに減らせるかが課題。大学に対する納得度 学部に対する納得度



質問16・17 卒業後大学に望むこと・今後大学で学びたい内容 「卒業後大学に望むことを教えてください」

「今後、公開講座等で大学で学びたい内容があれば教えてください」

・卒業後大学に望むことは、「食堂・情報館の開放」が36.3％と最も多い。
・「一般公開講座の充実」「社会人向け科目の提供」は約2割。

・公開講座等で学びたい内容については、大別するとキャリア関連、社会
常識、大学の専門講義・実技、ソフト関連、その他に分けられる。

卒業後大学に望むこと

「その他」の詳細
・キャリア関連

新卒で入社しておく事のメリットや重要性
1回生の時から、就職に希望をもてるような講義や支援
マナーや敬語指導
一般常識

・社会人作品の展示の機会、作家活動のサポート
・在学中作った作品の保管場所の提供
・防犯対策
・学園祭の復興
・学費の軽減
・広報
・機材の貸し出し
・制作・授業カリキュラムの充実
・専門実技教育の更なる専門化

大別すると、学びたい内容はキャリア関連、社会常識、大学の専門講義・実技、ソフト関連、その他に分
けられる。

・キャリア関連
制作活動で生きていく方法、副業として制作活動を続ける方法

・社会常識
税金・保険の仕組み、マナー、敬語、性的マイノリティ・差別に関する知識

・大学の専門講義・実技
マンガ出版・印刷について、ライブペイント、特異な画材を使ったワークショップ

・ソフト関連
After Effects、Photoshop、Illustrator、ゲームエンジン

・その他
時事・環境問題、現代芸術、サブカル、今後の趣味にしたいこと など

今後大学で学びたい内容



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」

主な意見

アセンブリアワーなど、ゲストを招いての講演がとても良かったと思います。Wi-Fi環境が場所によって異なるので、どこも平等に使えるようにしていただきたいです。

1.2年生は楽しかったです。あと情報館は充実していてよかったです。　マンガミュージアムも。設備は良かったです。

カリキュラムや施設だけでなく⽴地も含めてのびのびと制作をすることができる環境だったと思います。

⼤学を上⼿く利⽤し著しく成⻑する⼈はするし、しない⼈はしませんが、⾃分の場合は上⼿く利⽤する事ができ、成⻑したと思います。

谷奥先⽣の著作権についての授業が、本当に勉強になった講義系科⽬でした。これから、著作権やライツの問題は芸術ときっても切れない問題となってくると思うので、実技も⼤切で
すが、そういう芸術家の土台となるカリキュラムを提供していただけると良いと思います！

実習は⾃分の好きなことが⼗分できて満⾜です。

4年間、学びの場として大学環境を使わせてもらいました。ありがとうございました。自由な制作のできる環境は⼤いに助かりました。　しかし、その反⾯、同⼤学の⽣徒の制作意識、
活動にかける個々の意思、質の違い等に、傲慢ではありますが、差のようなものを感じています。芸術の発展のためにも、自由な意思を⽣徒に尊重させつつの、未来の作家を養⽣す
る場として、精華⼤学の後輩達の能⼒、意識の進化を望んでいます。　建学理念が特殊で学⽣の活動が活発なところが精華⼤学の魅⼒の⼀つでもあるので、これからも⼤切にして
欲しいと思います。

礼儀作法や税⾦についてなど社会⼈になってから必要なことをもっと教わりたかったです。

来年度から授業⽅針が変更されるそうですが、変更によって洋画コースに生徒が⼊ってきてくれるのか不安です。

⽇本語リテラシーの講義がなくなったのは残念だったので復活したらなっと思いました。

精神⾯を鍛える授業や法律について学ぶ授業を受けさせるべきだと思う。

礼儀作法や税⾦についてなど社会⼈になってから必要なことをもっと教わりたかったです。

「他⼤学にはない特色」「自由な感性を育てる⾵⼟」という⼤きな魅⼒がどんどん無くなっていくのを間近に⾒続けていた４年間でした。もっと学園祭にお⾦をかけてあげてください。ア
ンダーグラウンドで真摯に向き合っている芸術家、⾳楽家へお⾦を沢⼭あげて⼤学にたくさん来てもらってください。これから学ぶ⽣徒達がもっとカッコ良く魅⼒に溢れた⼈材になるよ
う、これから⼊学する⽣徒達が私⾃⾝がそうであったように沢⼭の収穫や刺激を得てこの⼤学を離れられるよう、⼼から願っています。楽しかった⾟かった苦しかった幸せだった。

⼈⽂学部はたしかに地味で、⽬⽴つこともないですが、多様な視点から客観的に物事をとらえ考える⼒が⾝に付きます。⾃分とは違う考え⽅、ものの⾒⽅をする⼈の存在に、きちんと
気づき、⾔葉にし、伝える⼒も⾝に付きます。だから、⼈⽂学部への対応の冷たさをなんとかしてください。たしかに⼊学希望者は少ないかもしれませんが、⼈⽂学部であることを誇り
に思えるような対応を期待しています。私は、⼈⽂学部への冷たさを感じていましたが、とても、この学部に⼊り、卒業することを、誇りに思います。

⼈⽂学部を増やしたいなら、ちゃんとした⼈⽂学部特有のメリットを作って募集したら良いと思います。こういう学⽣は絶対来た⽅がいいとか、わかりやすくするとか。



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」

主な意見

デザイン学部イラストコースで4年間学びました。⽣徒はみな違った技法を⽤いて、あるがままに、⾃由に創作ができる開放的な学科です。広く浅く⼿法や技法をかじり、そのなかで⾃
分の感覚に馴染む表現⽅法を模索する。講師による講義や課題の内容より、⽣徒の探求⼼の強さが成⻑に直結する学科だと感　じます。　ただ⼼配なことがあります。⽣徒の多さ
と、新設学科という前例を持たない状況が重なって、教育者側の⼾惑いや⼿探りの様⼦を、年間を通じて感じていたことです。イラストという縛りのなさは⾃由であると同時に、平⾯・
⽴体・映像・写真など⾵呂敷を広げすぎて学科全体に締まりのない印象を与えたように思います。⽅針が漠然として、学びの場として不安定な居⼼地を覚えました。ですが、そのよう
に開放的である様は⾃由⾃治を掲げる精華⼤らしいとも思います。⾃由と⼈格が尊重される環境に⾝を置きながら⾃⾝を律し、⾃分の⾜で⽴てる⼈間になることを望んで⼊学するの
ですから。イラスト学科の⾃由奔放さは、京都精華⼤学の数ある学科のなかでも、実にセイカらしい学びの場であるといえるでしょう。

⼤学⾃体カリキュラムが次々と変わり、また、学科やコースがなくなり、卒業した授業やコースがなくなるということがとても悲しいなと思う。　しかし、⼤学がより良い⽅向に進むと良い
なと思う。

もっと違う学部の⼈と交流したい。自然に話せるような空間？？がほしい。

もっと専門的でコアな授業があってもいいと思います。

来年度から授業⽅針が変更されるそうですが、変更によって洋画コースに⽣徒が⼊ってきてくれるのか不安です。

他学部の授業を受講したかった。

どんどん進化していってください。

事務の方も先⽣方もとても親切にして頂きました、ありがとうございました。正直⾃由⾃治ができてたとはとても思えない学⽣が多く私もその中の1⼈でたくさんの⽅々に迷惑をお掛け
しましたが、その度に先⽣や事務の⽅が助けてくださり、とても有り難かったです。これからも暖かい⼤学であって下さい。

四年間貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。

4年間、⾮常に良い経験をさせていただきました。クラスメイト、教授陣に⼼から感謝します。

この⼤学に⼊学してほんとうによかったです。職員の皆さん、コースの教員のみなさん、本当にありがとうございました。

正直、先⽣⽅の環境的に⾃分にとって最⾼の場所だったように感じます。

自由で過ごしやすかった。

毎年進化して⾏く精華⼤学は通っていて飽きることがありませんでした。これからも進化を続ける学校でいてください。

私が学びたいと思っていたことが学べる⼤学で満⾜しています。

すごく楽しかったです。もう2年⾏きます。



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」

主な意見

私としては精華に⼊って本当に良かったと思います。⼤学で学んだことをこれからに繋げていきたいと思います。

京都精華⼤学で4年間学ぶことができ、ほんとうに楽しかったです、ありがとうございました！

大変なこともありましたが、終わってみると⼊ってよかった、と思える⼤学でした。本当にありがとうございました。

とても雰囲気のいい⼤学で、楽しかったです。

個⼈的には京都精華⼤学に⼊ってとても満⾜している。多くの友⼈に知り合えることもできたし、講義も自分自身の価値観をいい意味で変えてくれる⾯⽩いものが沢⼭あったと思う
（その分難しいと感じることもあったけれど）。講義などで他の学部の学⽣とお話しする機会が私は無かったので、そこだけ少し残念だと思っている。

いい意味でも悪い意味でもとても⾃由でした

思考停⽌で頭ごなしな禁酒を考え直してほしい。きちんと、死なない飲み⽅を教えてほしい。

⼤学勧誘の時は素直に学べることをアピールした⽅がいい

私の知ってる他の⼤学に⽐べて、校舎の統⼀感がなく、広告がダサくわかりにくいです。

卒業製作の際、教室が狭すぎて思うように製作が出来なかった。まわりに絵の具が⾶び散るような製作をしていたので、使っていない個室等を貸してもらいたかった。

授業料が⾼すぎて、⼀⼈で払うのが⼤変だった。

4年⽣時の学費はもう少し減らして欲しいです。あと、卒業アルバムはプレゼントしてほしかったです。

セイカ・ポータルが使い⾟かった。



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」（回答有）

項目 学生の意見 大学事務局からの回答

施設・設備
もうちょっと設備を何とかして欲しい。モニターやマイクの不調で講義が⽌まることが
多すぎる。

機器のトラブル（故障や電池切れ等）には迅速に対応していますが、これまでトラブ
ルの原因で一番多いのは使用者による誤操作です。誤操作を軽減する工夫を検討
します。

地味によくある⼤変なことは、パソコンや重い本や画材を持っている時に、トイレに
⼊ったはいいが、置く棚が無いしフックは⼩さいこと。

トイレの改修は喫緊の課題だと捉えています。トイレ内に置く棚やフック等の設置に
ついて、トイレ内のスペース等を考慮のうえ、可能かどうか検討します。

コピーカードを使⽤していても現⾦払いとあまり値段が変わらず、カードの残額が返
⾦される事もないので、現⾦払いだけでいいと思った。

学内には多数の箇所にコピー機を配置しており、コインベンダー式（現金によるコ
ピー機利用）は現金盗難の防止の観点から採用していません。ただし、絶えず人が
配置されている情報館やコンビニ内には現金での利用が可能なコピー機を設置し
ていますので、用途に合わせてそちらをご利用ください。

オープンキャンパスなどの外部への宣伝、イラストレーターの特別講座など様々な
事に取り組む姿勢は良いと思うが、もう少し学内施設の充実にお⾦をかけてほし
い。特に⽔道が冷⽔しか出ないのは、冬にペンキ塗りをしたり絵の具を使う作業を
している際、⼿が荒れて効率も悪くなる。

コースの設備について要望がある場合は、まず教員と相談してください。大学全体
を鑑みて対応を検討します。

プロダクトデザイン学部の1回⽣の時に画箋堂で購⼊しなければならない⼯具類に
ついてだが、のこぎりやドライバーは電動の物を貸して貰えるのでいらない。

いただいた意見を学部・コース教員と共有し、検討します。

バスに乗ろうと⾜をかけようとした瞬間にドアを閉められ挟まれそうになり⼤変危な
かった。後ろからバスが迫ってきているとはいえ、⼀⾔くらいかけるようにしてほし
い。

バス運行会社に伝えました。より一層の安全運行に努めます。

雪や⾬の⽇は坂ですべって危ない。特に春秋館はもっとバリアフリーにすべき。

積雪で歩行が危険な箇所については、職員による雪かきや凍結防止剤の散布で対
処しています。雨の日の対処は特にしていません。
春秋館の床面を全面的に変えることは困難ですが、建物内の床材が滑りやすい場
所については入り口付近に足拭きマット等の設置を検討します。

春秋館にもコンビニATMがほしいです。
春秋館のコンビニはスペースが狭く、ATMの設置場所を確保できないため置いてい
ません。必要な際は悠々館2Fのコンビニ内のATMをご利用ください。

カリキュラム・
授業関係

⼤学に⼊学するほとんどの学⽣が、作品制作を⾏うので著作権に関する講義など
を学部関係なく受講できるように⾏ってほしい。また、そのような講義を増やしてほし
い。

学部の必要性に応じて、専門科目の中に該当する科目を置いています。また、全学
共通教育科目内には｢表現と法」という科目を置き、この要望に沿った学びの機会を
提供しています。

ネット社会になっていくのでSNS関係の授業が出来ればこれから役に⽴つと思う。 いただいた意見を会議等で共有し、教育内容に活かしていきます。



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」（回答有）

項目 学生の意見 大学事務局からの回答

カリキュラム・授業関
係

カリキュラムが安定しなさすぎる。⼆年の頃は教師側も何をしていいのか分かって
いないような⼤⼈数ゼミだったが、本当に時間の無駄だった。

⼤学⾃体カリキュラムが次々と変わり、また、学科やコースがなくなり、卒業した授
業やコースがなくなるということがとても悲しいなと思う。しかし、⼤学がより良い⽅
向に進むと良いなと思う。

ポピュラーカルチャー学部の卒展を拝⾒しましたが、何があるのか、何が⾒どころな
のか、制作した⼈が作ったものを積極的に楽しく伝えようとされている雰囲気があま
り⾒られなかったので、並んでいる作品を楽しく拝⾒する事が出来ませんでした。
もっと制作された⽅々が明るくこのように体感してください！と会場の雰囲気も作っ
てくださればもっと素敵な展⽰会場になりそうなのにと感じました。

いただいた意見を学部の教員と共有し、来年度に活かしていきます。

キャリア
進路に関して在校⽣側に意識させる講義やイベントをもっと認識しやすい形で⾏っ
てほしいです。

キャリア関連イベントは年間約90～100件開催し、学年別進路ガイダンス、業界、就
活動対策等、幅広い内容を扱っています。従来は、メール、ポスター、ＤＭ、ポータ
ル、ツイッター等で随時告知をしてきましたが、今後は教員と連携を取ることで、キャ
リア支援チームと接触が少ない学生にも広く情報伝達を行い、進路意識を継続的に
高める取り組みを進めていきます。

卒業後の進路指導（特に就職希望者）をもう少し丁寧に⾏ってほしかった。デザイン
系の求⼈サイトの紹介や具体的に先輩たちはどういった企業に就職しているかなど
がもっと知りたかった。ポートフォリオの閲覧ができたのは助かった。

学生全員に配布している『キャリアブック』に、クリエイティブ・デザイン関連求人サイ
ト一覧や業界別求人サイト一覧を掲載し、企業の探し方についての進路就職ガイダ
ンスも開催しています。先輩たちの就職先については質問があれば一覧を渡してい
ますが、今後は誰でもその情報にアクセスできるよう、セイカ・ポータルでメール配
信・掲示するなど情報提供を行います。

就職率が悪すぎる
キャリア⽀援課やる気無さすぎる

セイカ生の就職希望者の就職率は、全学部で85.7%です（2016年3月卒実績）。毎年
上がり続けてはいるものの全国平均値に比べると低いことは事実です。学部・コー
スごとの差を縮め、全体の就職率を上げる対策が最重要課題ととらえています。希
望者が確実に就職できるよう、教員と連携を強化し、細やかな支援の実施を図って
いきます。

就活についてだが、クリエイティブ系以外の⼀般企業を志望する⼈への情報提供が
少ないように感じた。今までの先輩がどのように選考の対策を⾏っていたか、⼀般
企業向けのポートフォリオの作り⽅はどのようにすれば良いかを教えてくれるような
講座があればいいのにと思った。

クリエイティブ業界または職種を希望するセイカ生は、全学部で51％、人文を除く学
部で見ると64％と多いため、これらに関する情報量提供量も多くなっています。しか
し、それ以外の職種を希望する学生の支援も重視し、総合職希望者向けのガイダ
ンスの開催や、学内に招く企業の割合も4割はＢｔｏＢ企業やクリエイティブ業界以外
の企業となるよう配分しています。先輩の体験談はキャリア支援チームで閲覧可能
ですが認知度が低いので、今後積極的にガイダンスや掲示板で情報発信していき
ます。

毎年度、よりよいカリキュラムになるよう改善に取り組んでいます。しかし、教員の一
部がそのカリキュラムを十分に理解せずに指導に当たっている場合があるようで
す。これまでも学部の会議などで方針の共有を行ってきましたが、今後は教員向け
のガイダンスを行なうなど、改善に努めます。



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」（回答有）

項目 学生の意見 大学事務局からの回答

学費
年60万の奨学⾦と年103万のアルバイトを⾜してやっと⼀年間授業料の144万プラ
ス年12万の交通費に　到達できるが、もう少し学⽣に⽀払える現実的な⾦額にして
ほしいです。

本学では学生のみなさんの修学を支援するために、各種奨学金制度を設けていま
す。
経済的な理由で修学が困難な学生には、返済の必要がない給付型の「経済支援型
給付奨学金」。その他にも優秀な成績を納めた学生を対象にした「成績優秀者給付
奨学金」や、海外留学を支援する各種奨学金などがあります。詳細については「学
修の手引き」や大学ホームページの「在学生の方へ」を参照してください。なお、奨
学金に関する説明会や学外各種団体による奨学金などの情報は、セイカ・ポータル
のメール配信・掲示にて情報提供を行います。

授業内容が授業料に⾒合っていないのでは。オープンキャンパスや新校舎、学科
の設⽴など⽬⽴つところにはお⾦がかけられているけど、学校の施設や実技系科
⽬で必要になる材料や機材、⽇常必要なことに対して学校側の⽀援は⼿薄だと感
じます。決して安くはない学費を⽀払っているのは在学する学⽣側なのでもっと在
学⽣に寄り添うような、在学⽣に還元される⽀援があってもいいのではと思います。

今後、カリキュラムの改善において、よりよいものにしていけるよう努めます。

スケジュール・通知・
連絡・事務局対応

学⽣に向けてや職員同⼠での報告・連絡・相談が不充分だと感じることが何度か
あった。

職員間の情報共有は事務局の改善すべき課題と捉えています。
2017年度からのグループ制による事務局組織再編や会議体の見直しなどの運用を
通じて、改善に努めます。

卒展委員として働いた際に、⼤⼈としてどうなのだろうというミスを感じることがあっ
た教務課の職員や、教員は⼤学内で安定した⽣活を補償されていて、何か失敗を
されてもあまり反省なさらないのかと、常に疑問を感じていた、それくらい抜けたミス
で迷惑を被る事が多々あった。責任感がないと感じた。

卒業制作展に向けた計画・準備において教員、職員との間での情報共有を密に図
り、混乱がないように努めます。

スケジュール管理がしっかりなされていないことは⼤変違和感と問題があると思い
ます。前期、後期の授業や特別授業のスケジュールが分かるのがギリギリでは学
⽣としてもスケジュールが⾮常に⽴てにくくとても困りました。突然、学科で重要なオ
リエンテーションが⼊ったり、重要な事が連絡が⾏き届かなかったりもあります。そし
て前もってスケジュールを知りたくて聞いても「まだ、決まっていない」との返答を受
けたこともあり、⾮常に学校という組織を運営するにあたり違和感を感じます。

⾏事等のお知らせを早めにポータルサイトなどで公開して欲しい。

学⽣課の履修関連が通達がお粗末なのでもっと改善してほしい。

⼤学からのお知らせメール？（休講情報など）が遅いイメージがあるので改善して
ほしかった、と思います。

「休講情報などの連絡が遅い」というご意見を教員と共有し、改善に努めます。

大学行事スケジュールの公開時期の早期化や教職員の対応について、関連部署
で検討し、改善を図ります。



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」（回答有）

項目 学生の意見 大学事務局からの回答

スケジュール・通知・
連絡・事務局対応

スケジュール⼿帳を廃⽌しないでほしい。特に1回⽣の時は教室配置図が役に⽴っ
ていた。また、年間スケジュールが分かったので予定が⽴て易かった。

学生手帳はスマートフォン対応の在学生向けホームページやセイカ・ポータルと
いった情報伝達方法のデジタル化に伴い廃止しました。いただいた意見を参考に、
来年度に向けて、学年歴をはじめとする大学年間予定の公開時期の早期化と、各
種ホームページでの学生向け情報の整理と改善をおこないます。

毎回成績表、振り込みのお知らせの郵便物が遅すぎる。実家の遠い友⼈宅には届
いているのに学校から近い⾃分の家に何週間も遅れて来ていたりして本当に困っ
ていた。

成績表および学費振込みの依頼は、各期の学費締切り期日の約1ヶ月前に郵送し
ています。住所の遠近差は郵送事情によりますが、一斉発送していますので、到着
差は2～3日程度ではないかと推測します。

ポータルから⼿続きをするもの、学⽣課や教務課で⼿続きをするものなど、⼿続き
の⽅法がいろいろあるのが煩わしい。

各種手続きに関して、これまで明示されていなかったものがないかを確認し、不足し
ている情報があれば「学修のてびき」に盛り込むよう努めます。

4年間学⽣課のスタッフの⽅々の対応が雑に感じる部分が多々ありました。授業ア
ンケートの他に学⽣課や教務課へ対するアンケートも実施してほしいと思います。

いただいた意見は個々の職員に対してではなく、担当部署全体に対する指摘と受
け止め、今後このような意見が出ないよう丁寧な対応に努めます。

履修単位が⾜りているか教務課の⽅に聞きに⾏った事が何回かあるが、常に態度
が冷たく、曖昧な返事しかされなかったのでとても不安だった。友達も何⼈か聞きに
⾏っているが、教務課の⽅の態度には何かしら不満を抱いている。お忙しいのは分
かるが、もう少し対応を考えて頂きたい。

「学修のてびき」など関係する書類を提示しながら分かりやすく説明するように情報
共有していますが、今後の改善に努めます。

また、卒業式で成績表が渡されて、単位が⾜りていない事が分かり留年した先輩が
いらっしゃったのだが、卒業式より前に単位が⾜りているか何らかの形で伝えてほ
しい。

いただいた意見を会議等で教員と共有し、改善に努めます。

セイカ・ポータルで履修登録が家でできる様になったのは良いが、あと何単位⾜りて
いないか履修登録の際に表⽰される等単位情報に関してもう少し明確にしてほし
い。今のセイカ・ポータルでの履修登録は家でできる事だけが利点で、デジタル化
するメリットを活かしきれていないと思う。

セイカ・ポータルでの単位充足状況の確認は「成績の確認」で利用可能です。卒業
要件は各学部でそれぞれに設定されており、成績確認上の表だけでは判断が難し
いのは確かですが、現段階では、「学修のてびき」をもとに自身で判断してもらうこと
になります。今後はセイカ･ポータルの機能をより活用し、改善に努めます。



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」（回答有）

項目 学生の意見 大学事務局からの回答

教員
ばらつきがあるが、⼀般科⽬等で教授が⼤幅に遅れてくることがあり不快であった。
5分程度ならまだしも10～20分遅れてきて理由も述べないなどする⽅もいる。開始
終了時間の厳守を徹底してもらいたい。

いただいた意見を教員と共有し、改善に努めます。

教授の⽅針や理論が絶対悪いとは思えないです。しかしほとんどの⽣徒がやる気
がありません。出席だけで帰る⼈も多数です。それに関しては四年間かけてそうい
う環境を⽣み出した教授の怠慢です。制作も全くせず、毎⽇騒いでるだけの⼈も同
じように卒業です。その環境では充実した⼤学⽣活だったとはいえません。

いただいた意見を教員と共有し、今後の参考とします。

若い柔軟な頭をもっている先⽣をもっといれるべき。
年齢に配慮した採用が行われていますが、いただいた意見は会議の場で共有しま
す。

教員同⼠のいざこざに巻き込まれた感がありました。 内容を確認し、対処します。

自治会・サークル ⾃治会費は結局どうなったのでしょう。

2016年度に学生自治会が無くなったことから、従来大学が代理徴収してきた学生自
治会費は2017年度から徴収しないこととなりました。
2017年度入学生からすでに代理徴収している学生自治会費は、今後大学から返還
する手続きを行います。

学生⾃治会に関して、学⻑によると学⽣が⾃治会に対して興味が薄いがために、
役員による⾃治会の私物化が進んだとのことだが、多分に主観を含む私⾒ではあ
るが、私が⼊学した時点で既に⾃治会は私物化されており、興味を持ちようがな
かったのだ、と⾔いたい。⼊念な調査をした、と⾔うがここの部分、⽣徒に責任を転
嫁するような表現でやや気になったことをここに表明させていただく。

本件については、2017年2月24日付けの学長による声明文で在学生のみなさんに
お知らせしました。その中でもお伝えしていますように、学生のみなさんだけに問題
があるとは考えていません。大学として指導が行き届いていなかったことも問題を
招いた一因であると捉えています。今後、二度とこのようなことがおこらないよう、大
学による指導体制を整えて改善を図ります。

京都精華⼤学での学⽣⽣活にたいして、⼀番気になったのが⼤学・情報館・⾷堂と
いった機関の連携がうまく取れていないこと。これは、⽣徒が運営していた⾃治会に
も問題となったものです、京都精華⼤学がこれから⼤きいことを成し遂げるために
も、この「連携」について、もう少し⾒直していってもらいたいと思います。

2017年度からクラブ・サークルなどの学生課外活動は、大学が管理運営する「公認
学生団体制度」に基づいて活動を支援します。
本制度では専任教職員による顧問の設置を義務付け、学生団体への指導や豊か
な人間関係の構築に取組みます。

お⾦の管理はしっかりとして欲しい　⾃治会や祭実⾏達の⾦の問題は本当に憤りを
感じますし私達の払った学費を私利私欲のために何百万も使われていたのは本当
に⼤学全体への信⽤失墜だと思います。正式な謝罪⽂もなしに尽⼒しますという⽂
だけメールで送られてもこちらは納得できないです。

2016年度に学生自治会が無くなったため、今年度から学生課外活動については大
学管理の下で運営体制を構築していきます。
学生が自立的に活動できるよう、会計等についても指導していきます。

春歌祭がなかったのもありますがクラブ活動や学⽣⼤会、⾃治会について全く知識
がつかなかったのは残念です。

クラブ・サークル等の課外活動紹介は、入学時の学生生活ガイダンスでおこなって
います。



 2016年度卒業時アンケート／「大学に対して自由に意見を述べてください」（回答有）

項目 学生の意見 大学事務局からの回答

政治性 ⼤学の公式アカウントが政治的に偏ってるのはあまり良くないと思います。

反原発に熱⼼な先⽣⽅も多くてとても居⼼地が悪かったです。⾃分の考えが全否
定される授業を履修しなければ卒業できないのはとても苦痛でした。

自由自治と社会性
「⾃由⾃治」という理念には賛成しています。しかし、全てを⽣徒だけに任せるのは
やはり難しい部分もあり、顧問といった⼤⼈の意⾒を気軽にやり取りできるような指
導者を配置してもらうことが望ましいように感じます。

⾃由⾃治という名を尊重してなどという訳の分からないことをいいわけにし、⽣徒達
のせいなどにしないでもっとしっかりして下さい。

⾃由⾃治と⾔いながら⽣徒だけに全て委ね過ぎている所も多々あると思う。⾃由と
放任は違うので、その意味を間違えず、これからも⽣徒・教授・職員、全ての⽅々に
とってより良い学校⽣活が送れる学校になっていってほしい。

⼤学の⾃由⾃治の精神はとても共感でき、そのお陰で精華⼤学は個性と⾃主性が
ある素敵な⼤学だと思ってあります。そのカラーが合うと思い⼊学の決め⼿の⼀つ
にもなりました。しかし、実際学⽣⽣活を送る中で、学校の運営の仕⽅に疑問を感じ
る部分は多々ありました。今の⼤学のあり⽅は⾃由⾃治と⾔うよりは、⼤切なこと重
要なこともただただ放任しているように思います。規則や規律を雁字搦めに決める
というのは全く違うと思いますが、もう少し明瞭に明快にすべき所や見直すべきとこ
ろがあるのではないでしょうか。

⾃由⾃治は良い事だが、学⽣に投げすぎると学祭の準備などで卒業すらも危うくな
る⼈が⼤勢出てくる。留年して楽に⽣きていけるほど社会は⽢くない。学⽣の⽣涯
年収が⼼配。

2017年度の学園祭は大学管理の下での運営体制を検討しています。在学生や教
職員はもちろん、地域の方々をはじめ多くの関係者が参加できる新しい学園祭の実
施を目指したいと思います。

⼀般常識といわれるものは、いつの間にか常識とされるのでそれをちゃんと学ぶ授
業がほしい。

全学共通科目において、全学部生が履修できる教養系の科目を増設し、時事的な
情報を知る科目を置きました。

全体的に学校はのんびりしていて、それが良い時もあるが、スケジュールや学校か
ら出して頂けるお⾦の事などは早めに正確な情報がほしい。

おそらく学生課外活動に関する学生自治会費や学友会援助金のことかと思いま
す。
本件については、2016年10月と2017年2月にセイカ・ポータルで全在学生に向けて
情報掲示しました。今後、学生課外活動に関しては、学生自治会に代わり学生支援
チーム（旧学生課）が予算の執行管理や支援制度を運営していきます。

本学における学生支援の在り方を見直し、課外活動を含め、さまざまな面で学生と
教職員が関わる機会を増やします。また、学生にとっての「自由自治」とは何かを理
解し、共有できるように教職員に対して研修を行います。

表現の自由、思想・信条の自由を踏まえた上で、広い議論を喚起するような表現方
法を取るように教員に伝える機会を持ちます。
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項目 学生の意見 大学事務局からの回答

広報

⽣徒に許可をとらず作品を本名で公表したり、勝⼿にサイトや冊⼦に載せたりする
ことを多々みかけましたが、こういった芸術系の⼤学であれば作家として活動してい
る⽣徒もたくさんいます。なのに、こうして勝⼿に本名で作品を載せられると作品か
ら作家の個⼈情報などバレてしまうことがあるので、ぜひ今後はそういった事も配慮
して、作品を掲載する際は本⼈に許可をとる等してください。⽣徒の作品は著作権
フリーだと思わないでください。

学生の作品を広報物に掲載するときは必ず学生本人から許可を得ることにしてい
ます。改めて全学的に確認を行い、学生の作品を使用する場合は本人から許可を
得ることを徹底していきます。

情報館

情報館についての不満です。
①書籍（コミック）のリクエストの返答にと「コミックは所蔵しません」と⼤きく書かれて
いました。その作品は、情報館内にテレビアニメ版、劇場版、新劇場版のDVDとそ
の絵コンテ集も所蔵しているにもかかわらずコミックだけは所蔵しないとはどういうこ
とかと違和感を覚えました。おそらくコミック所蔵棚のキャパシティの問題などがある
とは思いますが、それは⽭盾していませんか。

②昨年の⽊野祭にて情報館が出店していました。その際洋画のLDを⼀枚100円で
販売していたのですが、その中にはDVD化されていないバージョンの作品がありま
した。他の図書館にはない、情報館だからこそある資料なのにもかかわらず簡単に
売ってしまうのはいかがなものでしょうか。

①情報館では、京都国際マンガミュージアムを設置した際、これまで所蔵していたマ
ンガの単行本をそちらに移設しました。それ以来、基本的に情報館ではマンガの単
行本を所蔵せず必要があれば京都国際マンガミュージアムを利用してもらうことに
しています。なお、コミック以外のマンガ資料はその限りではありません。

②当該資料（ＬＤ）は、過去に寄贈されたもので、著作権法上、図書館での視聴・貸
出・上映の権利がなく、情報館では受け入れができないものでした。今後は寄贈さ
れる資料について、受け入れの段階での確認をしっかりと行います。
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