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１．はじめに
　「北里大学卒業生調査」は 2019 年度に初めて実施された卒

業生を対象とした調査である 1。調査の目的は主に以下の二

つである。第一の目的は，卒業生が，卒業後の職業経験・社

会経験を踏まえて，本学での教育・学習経験等と身についた

能力に対してどのような評価をしているのかを把握すること

である。これは本学での学修成果を在学生だけでなく，卒業

生の視角から可視化することで，本学の教育の改善につなが

ると考えられる。第二の目的は，卒業生が，本学卒業後の社

会において，どのような経験や能力が有用・重要であると考

えているのかを明らかにすることである。これは本学のカリ

キュラムやディプロマ・ポリシーなどの改善につながると考

えられる。

　本調査は 2020 年 2 月に郵送法を用いて実施された。調査

対象は卒後 10 年目まで（2009 〜 2018 年度卒業）の卒業生（同

窓会会員）全員の 14,702 名（全数調査・悉皆調査）である。

　今回の報告では，卒業生の授業等の満足度，大学生活での

経験の社会的有用性，大学での授業や課外活動への関与の程

度に関する基礎集計の結果を中心に報告する。

２．データの概要
　有効回答数は 1422，回収率は 9.7％であった。他大学の

卒業生調査の回収率は，低いもので 5％以下，高いものでも

20％台である。筆者の調べた限りでは，全学単位の調査は回

収率が低く，学部単位の調査では 20％台の高い回収率が見

られるものもあった。調査対象が卒業生であり，郵送法を用

いた調査であることを考慮すれば，本調査の回収率は他大学

と比べて必ずしも低いとは言えないが，10％程度の回収率で

あれば，データに何らかの偏りがあることも考慮に入れなけ

ればならない。本調査では，回収率が低くなることを予め想

定し，属性等に関してどの程度の偏りが生じているかを可能

な限り把握するため，在学中の学生調査と同様の項目や教務

データと比較可能な項目を加えた。

　各学部の回収数と回収率は以下の表１の通りであった。薬

学部が 12.4％と最も高く，次に医療衛生学部 11.2％，看護学

部10.8％と続いた。最も低かったのは医学部の5.9％であった。

　その他，性別，入学時の志望順位，在学時の成績分布など

の基本属性に関するデータの偏りを在学中の学生調査や教務

データと比較して検討した結果，母集団と比べて，回答者に

はおおよそ以下のような傾向が見られた。性別は女性が多く，

入学時の志望順位は第一希望だったものが多く，比較的熱心

に授業や学習に取り組み，相対的に成績優秀な卒業生（しか

も，その多くが卒業後にレリバンスの高い職業・第一希望の

職場に就職しており，半数以上が大企業や官公庁）が回答し

ている傾向がみられる。そのため本学の教育や大学生活への

満足度や社会的有用性に関する回答が肯定的・好意的なもの

になる傾向があると推測される。この点を差し引いて授業等

の満足度や社会的有用性などの調査結果を分析する必要があ

るだろう。

３．本学における教育や経験等に対する卒業生の認識
（1）卒業生の満足度

　卒業生の満足度（図１）に関しては，全ての項目で，肯定

回答（「とても満足」＋「やや満足」）が否定回答（「とても不満」

＋「やや不満」）の比率を上まわった。卒業生の満足度は全

体的に高い傾向にあると考えられ，特に実習・臨床実習・実

験・実技系の科目の満足度が高い傾向がみられた。また，一

般教育科目よりも専門教育科目のほうがより満足度が高い傾

向がみられた。

　この中で，あえて，やや否定回答の比率が高い項目をあげ

ると，最も否定回答の比率が高かったのは，一般教育の授業

（英語）」36.4％，専門科目の授業（英語）31.0％，一般教育

の授業（英語以外の外国語）29.0％であり，英語をはじめと

2019 年度「北里大学卒業生調査」調査結果
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回  答  数 対象者数 回  収  率

薬 学 部 280 2,257 12.4

獣 医 学 部 285 3,208 8.9

医 学 部 62 1,045 5.9

海洋生命科学部 110 1,595 6.9

看 護 学 部 114 1,060 10.8

理 学 部 152 1,854 8.2

医療衛生学部 412 3,683 11.2

表 1　学部別の回答数と回収率

1　本調査の質問紙の作成に際して，東京薬科大学の卒業生調査，千葉大学医学部の卒業生調査，本学の学生調査（学修等アンケート）を参考
にした。
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図１　卒業生の満足度

図２　大学生活での経験の社会的有用性
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する語学が上位となった。次に「大学の学生支援体制」，一

般教育の授業（情報科学系）と続いた。

　自由回答では，大学院で英語論文を読む・書く，英語で報

告する必要がある，医療などの現場で外国語を話す患者さん

が増加しているなどのコメントがみられた。また，学部時代

に留学生が少なかった，英語が苦手な同級生がいた，他大学

出身の大学院生や職場の同僚が自分に比べてかなり英語がで

きるなどというコメントもあった。大学院や職場において，

英語や英語以外の外国語（中国語やその他のアジアの言語や

手話）や異文化に関する知識が必要とされていると考えら

れる。海外での勤務経験がある卒業生の比率は 1.5％とごく

わずかであり，国内勤務であっても外国語でのコミュニケー

ションスキルや異文化理解の必要性が高まっていると考えら

れる。

　こうした職場等での必要性に対して，卒業生の英語やその

他の外国語の能力に関する自己評価は，専門分野の知識や理

解などの項目と比較して低い傾向がみられた。問７では，19

の項目にわたって，自分の現在の実力に関する卒業生の自己

評価を「十分」から「不十分」の４件法で聞いている。例えば，

「専門分野の知識・理解」に関する自分の実力に関する肯定

回答は 58.3％であった。それに対して，「英語でコミュニケー

ションする力」の肯定回答は 21.2％，「英語以外の外国語で

コミュニケーションする力」の肯定回答は 9.6％にとどまっ

た。卒業後に大学院や職場でこうした能力が必要であるにも

かかわらず，学部の授業等でこうした能力が身についておら

ず，自分の能力が不足しているという意識から，語学系の授

業に対する不満が相対的に高くなっているのではないかと考

えられる。

（2）大学生活での経験の社会的有用性

　次に大学生活での経験の社会的有用性について検討する

（図２）。全体的に一般教育科目よりも専門教育科目の肯定回

答（「とても役に立っている」＋「やや役に立っている」）が

高い傾向がみられる。特に肯定回答の比率が高いのは，国家

試験のための学習 88.1％，臨床実習 85.3％，専門教育の授

業（講義）83.6％，卒業試験のための学習 80.8％，専門教育

の実習 79.6％であった。

　こうした回答傾向がみられる理由の一つとして考えられる

のは，卒業生のほとんどがレリバンス（教育機関で学ぶこと

と職場で必要なことの関連性）が高い職業に就いているため

であると考えられる。また，後で述べるように，在学中の授

業に対する関与（授業に熱心に取り組んだかどうか）の程度

も関連していると考えられる。

　授業や学修以外の経験の中では，「友達・恋人とのつきあ

い」の肯定回答が 86.4％と最も高く，次に趣味・レジャー

77.5％，アルバイト 72.7％，先輩・後輩とのつきあい 71.8％

と続く。授業や試験のための学習以外の大学生活での経験や

人間関係などが卒業後に役に立っていると考える卒業生が多

いようである。

　他方で，社会的有用性が低い項目の中で最も否定回答の比

率が高いのは，一般教育の授業（英語以外の外国語）76.2％

である。満足度がやや低かった理由と同様に，語学力は職場

等で必要とされるにもかかわらず，卒業生の英語やその他の

外国語の能力に関する自己評価は，専門分野の知識や理解な

どの項目と比較して極めて低い傾向がみられ，自分の能力が

不足しているという意識から，語学系の授業に対する社会的

有用性の評価が相対的に低くなっているのではないかと考え

られる。とりわけ，本学の場合，いわゆる第二・第三外国語

として選択できる語学の種類が少なく，また，履修すべき単

位の数も少ない。したがって，職場や大学院等において必要

な外国語のスキルが在学中に十分に身についてないのではな

いかと考えられる。

　先述のように，専門教育と比較すると，一般教育の社会的

有用性が相対的に低い傾向がみられる。設問では，職業生活

だけでなく，市民生活も含めた有用性について聞いている。

調査対象が卒後 10 年目までの卒業生であり，一般教育や教

養，健康や運動習慣の意義を実感するようになるのは，年齢

や職階が高くなってからかもしれないが，在学中に一般教育・

教養教育の意義を学生に積極的にアナウンスしていく必要が

あるのではないかと考える。

（3） 大学生活での経験の社会的有用性と在学中の関与との関係

　先行研究（本田 2018）において，在学中の関与の程度と

社会的有用性の意識に正の相関関係があることが明らかにさ

れている。各項目に対する在学中の関与の程度（どの程度熱

心に取り組んだか）の結果が図３である。授業については，

全体的に専門教育の肯定回答が高く，一般教育の肯定回答が

相対的に低い傾向がみられた。

　大学生活の関与の程度で最も肯定回答（「とても熱心」＋

「やや熱心」）の比率が高かったのは「専門教育の授業（実

習）」95.1％であった。次に「専門教育の授業（臨床実習）」

94.8％，「卒業試験のための学習」94.4％，「専門教育の授業

（実験）」93.2％と続く。また，強い肯定回答（「とても熱心」）

の比率が最も高かったのは「国家試験のための学習」75.8％

であり，肯定回答も 93.1％であった。

　他方で，最も否定回答（「全く熱心でない」＋「あまり熱

心でない」）の比率が高いのは「ボランティア」の 57.5％で，

次に，「一般教育の授業（人文社会科学系の講義）」47.5%，「一

般教育の授業（英語以外の外国語）」42.5％，「一般教育の授

業（英語以外の外国語）」41.1％，「一般教育の授業（情報科

学系）」41.0％と続く。専門科目の中では，英語に関係する

科目の否定回答の比率が 24.6％と相対的に高い。こうした
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科目は相対的に満足度や社会的有用性でも低い傾向がみられ

たが，在学中の関与の程度も低い傾向がみられる。

　全体的に社会的有用性に関する回答と概ね同様の傾向がみ

られた。そのため社会的有用性に関する回答と在学中の関与

に関する回答について，項目ごとにクロス集計とカイ二乗検

定を行い，Cramer の連関係数 V を算出した。その結果，各

項目の Cramer の V の値は 0.25 〜 0.57 で，全ての項目にお

いて 1％水準で統計的に有意であった。したがって，卒業生

の社会的有用性に関する認識と在学中の関与の間にはある程

度の関連があると考えられる。

　こうした結果を踏まえると，在学中にある授業に対して熱

心に取り組まなかったため，当該授業に関わる能力が十分に

身に付かず，その結果，卒業後の職場等で能力を発揮するこ

とができず，当該授業は役に立たないと認識することになっ

たのではないかと考えられる。反対に，在学中にある授業に

対して熱心に取り組めば，当該授業に関わる能力が身につき，

その結果，卒業後の職場等で能力を発揮することができ，当

該授業は役に立ったと認識することにつながるのではないか

と考えられる。したがって，一般教育の中で関与の程度が相

対的に低い科目に関しては，今後，在学中の学生の関与の程

度を上げるような取り組みについて検討する必要があること

が示唆される。

３．おわりに
　本学での学習・経験に対する卒業生の満足度は全体的に高

い傾向がみられた。ただし，回収率が低く，回答者の属性に

は先述したような偏りがみられる。この点を差し引いて調査

結果を評価する必要がある。

　本調査の分析結果とそこから示唆されるのは以下の３点で

ある。第一に，本学の教育は全般的に満足度が高かったが，

その中で，相対的に満足度が低かったのが英語教育と英語以

外の外国語教育であった。一般教育・専門教育の両方におい

て，英語教育や第２・第３外国語の教育を拡充・充実を図る

必要があることが示唆される。

　第二に，卒業後の社会的有用性に関しては，全体的に一般

教育よりも専門教育の肯定回答が高い傾向がみられた。その

理由として，卒業生がレリバンスの高い職業についているこ

と，調査対象が卒後 10 年までの比較的若い年齢層の卒業生

であること，一般教育の意義が十分に理解されていないこと

などが考えられる。在学中に一般教育の意義を周知する必要

性が示唆される。

　第三に，卒業後の社会的有用性に関する認識と在学中の

図３　大学生活での関与の程度
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関与の程度には関連があることが明らかになった。在学中に

専門教育に比べて一般教育を熱心に学んでいなかったことが

卒業後の社会的有用性に関する一般教育と専門教育の認識の

違いになったのではないかと考えられる。一般教育（特に社

会的有用性が低い・関与の程度が低いという回答の比率が高

かった項目）については，在学中の学生の授業に対する関与

の程度を高める取り組みについて検討する必要があることが

示唆される。

　最後に，ご多用の中，本調査に協力してくださった卒業生

にお礼を申し上げたい。本調査の結果を踏まえて，本学の教

育が改善されることが望まれる。
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