
【９】学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援  

 

１．奨学金について 

→http://www.ikenobo-c.ac.jp/annai/syougaku.html 

 

２．就職、進学、資格・免許に関する支援について 

 

（１）就職実績  

主な就職先業種・企業名（一部抜粋） 

→http://www.ikenobo-c.ac.jp/syuushoku/kyuujin.html 

 

（２）キャリアサポート内容 

少人数制を生かしたきめ細やかな支援で、就職決定までバックアップします。 

→http://www.ikenobo-c.ac.jp/syuushoku/careersupport.html 

 

（３）キャリアサポートスケジュール  

就職支援は１年次生の前期からスタートします。  

→http://www.ikenobo-c.ac.jp/syuushoku/schedule.html 

 

（４）先輩からのメッセージ  

社会人として活躍中の先輩たちからのメッセージです。 

→http://www.ikenobo-c.ac.jp/syuushoku/message.html 

 

（５）卒業後３年サポート 

卒業後についても独自のサポートシステムを整備しています。 

→http://www.ikenobo-c.ac.jp/syuushoku/support.html 
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（７）４年制大学への編入サポート 

学びをもっと深めたい人へ４年制大学編入学のサポートを行っています。 

 

◆指定校推薦で編入学できる大学（２０２１年度編入学依頼校） 

・種智院大学 ・大谷大学 ・京都ノートルダム女子大学 ・京都精華大学 

・京都産業大学 ・京都光華女子大学 ・平安女学院大学 

・四天王寺大学 ・桃山学院大学 ・関西福祉科学大学 

・帝塚山学院大学 ・太成学院大学 ・大阪経済法科大学 ・千里金蘭大学 

・東大阪大学 ・園田学園女子大学 ・駒沢女子大学 他 

 

◆２０１７年度～２０２１年度（過去５年間）の編入学実績  

・京都産業大学 ・京都ノートルダム女子大学 ・大谷大学 ・佛教大学 

・大阪経済法科大学 ・平安女学院大学 ・帝塚山大学 他 

 

（８）４年制大学への編入および先輩からのメッセージ 

→http://www.ikenobo-c.ac.jp/syuushoku/yonen.html 

 

３．健康管理について 

 

（１）保健室 

体調不良や怪我の時だけでなく、健康相談をする場所として活用してください。 

業務内容 

・定期健康診断 ・応急処置   

・健康相談（心身に関わる相談、その他健康に関する相談全般）  

・健康診断証明書の発行 ・学生サポートルーム予約受付 ・近医紹介 

※医師・薬剤師がいませんので、飲み薬は出しません。 

開室時間 
・平日 9：00～17：30（学校行事等により変更になる事があります。） 

※土日祝閉室 

注意点 

・保健室が閉室の場合は、学校医｢四条診療所健康管理センター」で受診

してください。 

(電話 075-361-3400／市バス「四条堀川」徒歩 1 分、本学から徒歩 6分) 

・学校医以外の近医(耳鼻科･皮膚科･外科･眼科･婦人科など)の情報を保

健室前に掲示しています。 

 

http://www.ikenobo-c.ac.jp/syuushoku/yonen.html


（２）学生サポートルーム 

カウンセリングルームが設置されています。 

対人関係や性格の問題、心の悩み、学生生活についての相談を受け付けます。 

対応内容 
・対人関係 ・性格の問題 ・心の悩み ・学生生活について など 

※専門の資格を持つカウンセラーが対応し、秘密は厳守されます。 

開設日 ・毎週火・木曜日 ※変更の場合、事前に掲示します。 

開設時間 

・１回 40 分のカウンセリングです。都合に合った時間を選んでください。 

①13：00～13：40  ②13：50～14：30  ③14：40～15：20 

④15：30～16：10  ⑤16：20～17：00 

申込方法 

下記のいずれかの方法で申し込んでください。 

①洗心館 7 階サポートルーム前にあるボックスに申込書を入れる。 

②学生支援部、保健室、クラス担任に直接申し込む。 

③メールで申し込む。 soudan–gp@ikenobo-c.ac.jp 

※題名：サポートルーム申込、本文：学籍番号・氏名・希望日時を記入 

 

（３）オフィスアワー 

オフィスアワーとは、本学の教員がそれぞれの個人研究室などに待機し、「学業」「進路」

「学生生活」など学生からの質問や相談を受ける学生サポートの制度です。 

利用方法 

①オフィスアワー時間割で教員が在駐であれば、予約は不要です。 

②相談したい教員の「オフィスアワー待機場所」を訪問してください。 

③授業などでオフィスアワーに訪問できない場合は、相談したい日時を

教員に直接予約してください。 

 

（４）多目的ルーム（ほっこりべや） 

授業の合間などに一人でくつろぐことのできるスペースです。 

 

４．クラブ活動について 

  →http://www.ikenobo-c.ac.jp/campus/club.html 
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５．学生生活満足度調査について（２０２１年度） 

 

卒業を迎える学生に池坊短期大学での２年間を振り返ってもらい、本学に対する満足度

を調査した。 

■対  象：2021年度卒業生 

■調査方法：ポータルサイトを利用して配信し、回答を収集 

（未回答者のみ卒業式の受付時に書面で配布し、記入後に回収） 

■調査対象および回収結果 

 調査対象者数 回答人数 回収率 前年度回収率 

全学科 201 名 200 名 99.5％ 95％ 

 

■調査結果 

 

●学生生活について 

Ｑ１.あなたの２年間の学生生活に対するトータルな満足度を聞かせてください。 

1.満足【24％】 2.やや満足【26％】 3.どちらでもない【40％】 4.やや不満【6％】 

5.不満【4％】 

 

Ｑ２．あなたが学生生活で一番打ち込んだこと、大切にしたことは何ですか。 

1.勉学【34%】 2.友人との時間【34%】 3.趣味【13%】 4.アルバイト【19%】 5.その他【0%】 

 

Ｑ３．学生生活で満足度が高かった行事は何ですか。（自由記述） 

大学祭【23%】 花きらきら・祇園祭・曳き初め【11％】 卒展【11%】 実習等【4％】 

フレッシュマンキャンプ【0％】 その他【16％】 なし【28％】 

 

Ｑ４．校舎・施設・設備はいかがでしたか。 

1． 満足【61%】  2. 不満【39%】 

満足な理由 

トイレ等がキレイだった 

不満な理由 

学食がない（高すぎる）、購買／生協がない 

Wi-Fiエリアが少ない（実習室） 

空調が全体に行き渡っていない、暑い／寒い、極端 

エレベーターの扉がすぐに閉まる 

人数のわりに座席がない（昼休み） 

 

Ｑ５．がプリの利用はいかがでしたか。 

1． 満足【86%】  2. 不満【14%】 

 



Ｑ６．ポータルサイトの利用はいかがでしたか。 

1. 満足【76%】  2. 不満【24%】 

 

Ｑ７．新型コロナウイルス感染症対策はいかがでしたか。 

1．満足【83%】  2. 不満【17%】 

 

Ｑ８．遠隔授業はいかがでしたか。 

1．満足【63%】  2. 不満【37%】 

 

●特色ある教育について 

Ｑ９．華道を学んだ満足度をお聞かせください。 

1.大変満足【37％】 2.満足【44%】 3.ふつう【18%】 4.不満足【0%】 5.大変不満【1％】 

満足な理由 

いけばなを基本から学ぶことができた。 

感性を豊かにすることができた。 

花が好きになった。花に興味が持てた。 

日本の伝統文化に触れることができた。 

 

Ｑ１０．華道の実習授業の良かった点・要望等を記入してください。 

良かった点 

たくさんの花にふれることができた。 

良い先生が多かった。説明もわかりやすかった。 

たくさんの花器があって楽しかった。 

心が落ち着く、創造力が豊かになった。 

要望等 

花材を自宅に持って帰っての課題は家が遠くて通学が大変だった。 

もう少し金額を安くしてほしい。 

 

Ｑ１１．卒業後も華道を続けたいと思いますか。 

1. 思う【58%】  2. 思わない【42%】 

思う理由 

教えられるような立場になりたいから。 

華道に魅力を感じた。 

楽しい。好きになった。 

お花にふれたいから。 

道具があるので花材を買えばできるから。 

思わない理由 



時間が無い。 

金銭的な面で難しい。（花材を用意する等） 

もう十分に学ぶことができた。 

 

Ｑ１２．茶道の実習について満足度をお聞かせください。 

1.大変満足【27%】 2.満足【35%】 3.普通【36%】 4.不満足【1％】 5.大変不満【1%】 

満足な理由 

おもてなしの心を学べた。 

先生がやさしかった。 

お茶を点てるのが面白かった。 

礼儀作法や美しい所作を覚えられた。 

お茶・和菓子がおいしかった。 

難しかったけど楽しかった。 

 

Ｑ１３．茶道の実習授業の良かった点・要望等を記入してください。 

良かった点 

普段できない体験だったので、やっていて損はないと感じた。 

礼儀作法が身についた。 

実践的で実用的だった。 

先生がとても丁寧に教えてくれた。 

お茶・和菓子がおいしかった。 

要望等 

先生が変わると知らなかったことを知っている前提で授業が進められたので共有をして

ほしい。 

ずっと正座がしんどい。 

 

Ｑ１４．卒業後も茶道を続けたいと思いますか。 

1. 思う【38%】  2. 思わない【62%】 

思う理由 

心が落ち着くから。 

茶道の魅力に気づけたから、好きだから。 

せっかく学べたから続けたい、趣味としてでもしたい。 

日本文化として学んでいたい。 

思わない理由 

機会がない（茶会などに行くには抵抗がある）。 

道具をそろえるにもお金がかかる、時間がない。 

 



●資格取得について 

Ｑ１５．本学で取得してよかったと思う資格・検定はありますか？ 

華道免状（23）／茶道免状（9）／幼稚園教諭・保育士免許（25）／マナー・プロトコー

ル検定（8）／ブライダルコーディネート検定（10）／ネイル検定（11）／エステ系資格

（2）／製菓衛生師（8）／医療系（医療事務・医師事務）（11）／その他（11） 

 

Ｑ１６．どんな資格・検定が取得できたらよかったと思いましたか。 

パソコン・事務系（5）／色彩検定（3）／漢字検定・英検等（2）／美容師（2）／学芸

員（1） 

 

●その他 

Ｑ１７．他大学、専門学校と比較して足りないものは何だと思いますか？ 

学食・食堂（125）／Wi-Fi（4）／購買・コンビニ（36）／クラブ・サークル（8）／オ

ンライン授業（3）／自習室（3）／ゼミ（0）／行事（1）／設備（3）／その他（4） 

 

Ｑ１８．進路（就職先等）に対する満足度をお聞かせください。 

1.満足【43%】 2.やや満足【17%】 3.普通【36%】 4.やや不満【1%】 5.不満【3%】 

満足な理由 

希望していた進路になった。夢がかなった。 

キャリア支援部や先生から熱心にサポートしてもらえた。 

就職先の環境がいい。 

学んだことが今後に生かせる。 

不満な理由 

コロナ禍の影響もあって希望する進路ではなかった。 

就職先がまだ決まっていない。 

 

Ｑ１９．あなたは池坊短期大学に入学、卒業してよかったと思いますか？ 

1.満足【39%】 2.やや満足【31%】 3.普通【26%】 4.やや不満【3%】 5.不満【1%】 

満足な理由 

たくさん学ぶことができた。 

２年間楽しかった。 

日本の伝統文化（茶道・華道・着付け）を学び、京都の文化も学べた。 

友達と良い先生に出会えた。 

不満な理由 

授業内容がシラバスと違っていた。 

コロナ禍で何もできなかった（行事がほとんどなかった）。 

 


