
緒　　　　　言

　広島文化学園短期大学（以下本学とする）食物栄養学
科では，昭和４２（１９６７）年の学科開設以来多くの栄養士
を養成してきた。平成２３年４月には第４５期生が入学して
おり，卒業後に管理栄養士免許を取得したいと考えてい
る学生が多数存在する。また，著者らは前報１）の卒業生
を対象としたアンケート調査において，専門職として就
業している卒業生の多くが専門性を高めるために管理栄
養士免許取得を考えたことがあるにも関わらず何らかの
理由で受験を断念していたことを報告した。短期大学に
おける栄養士養成教育は在学中の教育研究支援のみでな
く，卒後教育をも含めた幅広い支援体制が必要であるこ
とを実感し，卒業生対象の「管理栄養士国家試験対策講
座」を開設するきっかけとなった。
　本学食物栄養学科の学生が管理栄養士国家試験の受験
資格を得るには，管理栄養士養成施設へ編入学するか，
または栄養士としての実務経験が認められる企業等へ３
年間以上（本学専攻科栄養専攻修了生は１年間以上）勤
務することが必須条件となる。本学食物栄養学科では編
入学を目指す学生は毎年数名以下で，ほとんどの学生は
卒業後に就職をしている１）。卒業生が専門職で勤務する企
業の一部には食物栄養学科の専任教員が毎年訪問してお
り，卒業生の状況を通して学科の教育内容等への評価を
得ている。また，校外実習期間には実習先を訪問し，学
科の教育研究内容への意見や評価を得る機会としている。
　学校教育法が改正され，文部科学大臣が認証した認証
評価機関による「第三者評価」が平成１６（２００４）年４月

に全ての大学に義務付けられた。本学は平成１７年度に自
己点検・評価報告書２）に基づいて（財）短期大学基準協
会による第三者評価を受審し適格認定を受けている。ま
た，多くの大学が教育目標の達成度および教育効果の自
己点検・評価の一つとして，卒業生の就職先を対象とし
た大学教育についての外部評価を実施している３，４）。この
ような状況を踏まえ，本学食物栄養学科においても，卒
業生が就業している多数の企業による外部評価を実施す
ることとした。
　本報では，本学の食物栄養学科および専攻科栄養専攻
の学生への新たな支援体制の構築とカリキュラム編成等
の改善並びに教育研究の充実を目的とし，卒業生が専門
職で就職した企業を対象に平成２３年度に実施したアン
ケート調査について報告する。

方　　　　　法

１．　調査対象
　平成１７年度から平成２２年度までの６年間に，本学食物
栄養学科卒業生が栄養士の資格を活かして就職している
主な企業９２社を調査対象とした。

２．　調査時期
　調査は平成２３年９月１０日から９月３０日に実施した。

３．　調査方法と調査内容
　調査方法は，自作の質問紙を企業の人事担当者宛に郵
送し，留め置き法による自記式調査とした。調査の目的
と個人情報の保護を明記した調査依頼書，調査用紙，返
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信用封筒を同封した。記入項目は基礎項目および調査項
目とした。
　基礎項目は，事業内容，総従業員数，企業全体で在職
している栄養士・管理栄養士・調理員等の人数および本
学食物栄養学科の卒業生で在職している栄養士・管理栄
養士・調理員等の人数とした。
　調査項目は，企業等が短期大学の学生を栄養士・調理
員等として採用するとき重要視するであろうと考えられ
た１２項目についての重要度（５段階評価），また本学食物
栄養学科卒業生に対する１１項目についてのイメージ（５
段階評価）および本学食物栄養学科に対して充実を望む
教育内容（３項目までの複数回答）等とした。さらに，
２項目についての自由記述欄（２年制栄養士養成施設の
卒業生と管理栄養士養成施設の卒業生に対して感じてい
ることを記述する欄および本学食物栄養学科への意見・
要望等を記述する欄）を設けた。

結果および考察

　調査対象９２社のうち３１社から回答が得られた（回収率
３３．７％）。３１社の事業内容は，医療施設８社，福祉施設１４
社，委託給食施設４社，食品製造施設３社，スポーツ
サービス施設１社，食料品小売業１社であった。

１．　卒業時の就職状況
　平成１７年度から平成２２年度までの６年間の本学食物栄
養学科卒業生の卒業時の就職者数を図１に示した。
　就職者数は１９年度卒業で最も多く４６名（８６．８％），最
も少ないのは２０年度卒業で３１名（７２．１％）であったが，
この２０年度は例年の約２倍の９名が進学した。各年度の
進学者数については前報１）で報告している。就職の職種
別割合を見ると，専門職への就職率（栄養士および調理
員などの食関係への就職率）が最も高いのは１８年度卒業
の８８．９％（３２名）で，最も低いのは１９年度卒業の７６．１％

（３５名）であった。
　全国の栄養士課程及び管理栄養士課程卒業生の就職実
態調査結果５）から作成した栄養士業務就職者数を表１に
示した。平成２２年度管理栄養士課程（１１１校）の卒業生
８，７７０名，就職者７，１５４名，栄養士業務就職者５，１６２名
（就職者に占める割合７２．２％），短期大学（１０８校）の卒業
生６，９６４名，就職者３，４２６名，栄養士業務就職者３，４２６名
（就職者に占める割合６３．９％）となっている。本学食物栄
養学科では，平成１７年度から平成２２年度までの６年間の
就職者総数２２１名に占める専門職就職者総数は１７８名
（８０．５％）であり，専門職への就職率が高いことは本学食
物栄養学科の特徴の一つと考えられる。

２．　栄養士・調理員等の採用時に企業が重視する内容
　「短期大学の学生を栄養士・調理員等として採用される
とき，次の項目をどの程度重視されますか」という設問
の結果を図２に示した。回答は５段階評価とし，「重視す
る」「どちらかといえば重視する」「一概にいえない」「ど
ちらかといえば重視しない」「重視しない」とした。この
設問には無記入の企業が２社あり，記入２９社について集
計した。
　５段階評価としたとき，５０％以上が「重視する」とし
た項目は，②性格・人柄（２４社，８２．８％），①意欲・熱意
（２１社，７２．４％），⑦責任感・粘り強さ・誠実性（２０社，
６９．０％），⑧協調性（１７社，５８．６％），③礼儀・マナー
（１６社，５５．２％）であり，これらが最も重視される項目で
あると考えられる。
　また，「重視する」「どちらかといえば重視する」を合
わせて５０％以上を示した項目は，②性格・人柄（２９社，
１００％），③礼儀・マナー（２９社，１００％），⑦責任感・粘
り強さ・誠実性（２８社，９６．６％），①意欲・熱意（２８社，
９６．６％），⑧協調性（２７社，９３．１％），⑩コミュニケー
ション能力（２６社，８９．７％），⑥理解・判断力（２５社，
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図１　卒業時の就職者数



８６．２％），④一般常識・教養（２３社，７９．３％）の８項目
であった。５０％未満を示したものは，⑨調理技術（１４社，
４８．３％），⑤大学の成績（１１社，３７．９％），⑪パソコン操
作等の能力（１０社，３４．５％），⑫通勤時間・距離（５社，
１７．２％）の４項目であった。
　「一概にいえない」が多く選ばれた項目は，⑫通勤時
間・距離（２２社，７５．９％），⑤大学の成績（１５社，
５１．７％），⑨調理技術（１３社，４４．８％），⑪パソコン操作
等の能力（１３社，４４．８％）であった。北海道大学の報告
書３）では，企業が在学中に身につけてほしい能力を大学
学部別や大学院別に分析している。また幼稚園教諭・保
育士・介護福祉士等の職種別に企業が採用試験で重視す
る項目４）についての報告もある。法政大学の学生の採用

理由としては文系・理系ともに，筆記試験の成績や大学
の成績などの９項目よりも人柄，働く意欲，コミュニ
ケーション能力および社風への適合性（協調性）の４項
目が上位を占め，その重視度の高さは興味ある報告６）で
ある。神戸大学の調査７）では，企業が採用に際して最も
重視するのは意欲・熱意（重視する８３．３％，まあ重視す
る１２．５％），次いで性格・人柄（重視する７９．２％，まあ重
視する１６．７％）であり，大学の成績は重視４．２％，まあ重
視１２．５％およびどちらともいえない５０．０％などが報告さ
れている。今回の調査でも同様に，企業の半数（１５社，
５１．７％）が大学の成績を重視するとは一概にいえないと
し，１割（３社，１０．３％）が重視しないとした評価は，
文部科学省が我が国の高等教育の質保証を目的とし，７
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表１　栄養士課程および管理栄養士課程卒業生の就職状況（全国）

その他の業務就職者数（名）
（その他の業務就職者の比率）

栄養士業務就職者数（名）
（栄養士業務就職者の比率）就職者数（名）卒業生数（名）年度学校種別

　４３５（４７．４％）　４８２（５２．６％）　 ９１７ １，２５０Ｓ５２

管理栄養士課程

　６３７（５４．２％）　５３９（４５．８％） １，１７６ １，４００Ｓ５５
　７０４（６１．３％）　４４５（３８．７％） １，１４９ １，３３１Ｓ６０
　６７５（６１．０％）　４３２（３９．０％） １，１０７ １，２２３Ｓ６２
　８４３（６３．０％）　４９６（３７．０％） １，３３９ １，５０４Ｈ４
　５９６（４３．５％）　７７４（５６．５％） １，３７０ １，６７９Ｈ９
１，７０３（３２．９％）３，４６８（６７．１％） ５，１７１ ６，１２２Ｈ１７
２，１１２（３４．６％）３，９８５（６５．４％） ６，０９７ ７，１０９Ｈ１８
２，３４７（３６．３％）４，１１７（６３．７％） ６，４６４ ７，４６７Ｈ１９
２，４４２（３５．８％）４，３８１（６４．２％） ６，８２３ ８，１４８Ｈ２０
２，１８５（３１．７％）４，７１２（６８．３％） ６，８９７ ８，５６４Ｈ２１
１，９９２（２７．８％）５，１６２（７２．２％） ７，１５４ ８，７７０Ｈ２２

　４６３（６５．２％）　２４７（３４．８％）　 ７１０　 ９８０Ｓ５２

四年制大学

　６９９（７７．２％）　２０７（２２．８％）　 ９０６ １，１１８Ｓ５５
　８０８（８２．７％）　１６９（１７．３％）　 ９７７ １，１５４Ｓ６０
１，０３６（８６．１％）　１６７（１３．９％） １，２０３ １，３６３Ｓ６２
１，０９１（８２．７％）　２２９（１７．３％） １，３２０ １，５２８Ｈ４
　９３３（６７．３％）　４５３（３２．７％） １，３８６ １，７２３Ｈ９
　３９４（５５．３％）　３１９（４４．７％）　 ７１３　 ８１３Ｈ１７
　４９３（６７．５％）　２３７（３２．５％）　 ７３０　 ８３８Ｈ１８
　５６９（６７．０％）　２８０（３３．０％）　 ８４９　 ９５８Ｈ１９
　５６５（６８．９％）　２５５（３１．１％）　 ８２０　 ９５３Ｈ２０
　４２９（６６．１％）　２２０（３３．９％）　 ６４９　 ７６８Ｈ２１
　３６８（５５．５％）　２９５（４４．５％）　 ６６３　 ７９４Ｈ２２

６，２８０（６４．０％）３，５２９（３６．０％） ９，８０９１１，７５８Ｓ５２

短期大学

７，３２５（６７．２％）３，５７０（３２．８％）１０，８９５１２，６８９Ｓ５５
８，７８４（７２．８％）３，２７６（２７．２％）１２，０６０１３，７０９Ｓ６０
９，０８６（７２．６％）３，４３３（２７．４％）１２，５１９１３，９１２Ｓ６２
８，７３１（６８．５％）４，０２０（３１．５％）１２，７５１１４，２２０Ｈ４
７，１６５（６１．９％）４，４０６（３８．１％）１１，５７１１４，８１０Ｈ９
３，４４３（４５．７％）４，０９３（５４．３％） ７，５３６ ９，６０１Ｈ１７
３，３３５（４６．４％）３，８５９（５３．６％） ７，１９４ ９，０３３Ｈ１８
３，２１６（４６．８％）３，６６１（５３．２％） ６，８７７ ８，５９２Ｈ１９
２，７９１（４２．６％）３，７５５（５７．４％） ６，５４６ ８，４２４Ｈ２０
１，９６３（３６．４％）３，４３６（６３．６％） ５，３９９ ７，４１１Ｈ２１
１，９３４（３６．１％）３，４２６（６３．９％） ５，３６０ ６，９６４Ｈ２２
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図２　栄養士等の採用時に重視する事柄



年間の期限付きで全大学に第三者評価を義務付けた裏付
けの一つとも考えられる。
　今回の調査で，企業が短期大学の学生を栄養士・調理
員等として採用するときは，大学の成績，調理技術およ
びパソコン等の能力よりも性格・人柄，礼儀・マナーお
よび意欲・熱意を最も重視し，次に責任感・粘り強さ・
誠実性，協調性およびコミュニケーション能力などを重
視することが確認された。企業が求めるニーズと学生の
目標達成を支援するという二面を考えるよい機会となり，
今後の教育研究支援のために貴重な資料を得ることがで
きた。

３．　本学食物栄養学科卒業生のイメージ（評価）
　「本学食物栄養学科の卒業生については，どのようなイ
メージをお持ちですか」という設問の結果を表２に示し
た。回答は５段階評価とし，「優れている」「どちらかと
いえば優れている」「普通」「どちらかといえば劣る」「劣
る」とした。この設問には無記入の企業が６社あり，記
入のあった２５社（パソコン操作等の能力の１項目は２４社）
について集計した。
　「優れている」「どちらかといえば優れている」を合わ
せたものが５０％以上を示したのは，①意欲・熱意（１５社，
６０．０％），③礼儀・マナー（１５社，６０．０％），②性格・人
柄（１４社，５６．０％），⑦責任感・粘り強さ・誠実性（１３
社，５２．０％）の４項目であり，これらの項目では企業か
らの評価が比較的よかったといえる。また，５段階評価
で「普通」以上のみに記入の企業が半数以上（１６社，
５５．２％）あったことから，本学食物栄養学科の卒業生は
よいイメージで受け止められていると考えられる。しか
し，全体的に無難な評価と見られる「普通」のみ（１１項
目全てが普通）に記入した企業が３社（１２．０％），「普通」

以下にのみ記入した企業も２社（８．０％）あったことから，
この５社の記入の各項目の評価については自由記述の内
容を含めて今後詳細に検討する必要がある。さらに，２５
社全体でみると，「劣る」との記入項目が１１項目中９項目
に見られた。これらについても厳しい評価と受け止め，
自由記述から得られた課題とともにこれからの課題とし
ていきたい。
　回答の中には１１項目全てに「優れている」という最上
位の評価（１社）があり，自由記述には「採用した職員
は大変優秀で喜んでおります」と記されていた。また，
ほとんどの項目で「劣る・どちらかといえば劣る」（自由
記述ではキャリア教育不足，時間的配慮ができない，常
識的な調理技術がとても不足している，などが記されて
いる）という評価もあり，就業している卒業生一人ひと
りに対する評価とも考えられた。

４．　就職先企業が本学食物栄養学科に充実を望む事項
　「本学の食物栄養学科として充実が望まれる事項を３つ
まで選んでください」という設問の結果を図３に示した。
この設問には無記入の企業が２社あり，記入のあった２９
社について集計した。充実を望む事項としては，「調理技
術・献立作成力」２１社（７２．４％），「幅広い基礎的学力」
２０社（６９．０％），「幅広い教養」１０社（３４．５％）の選択が
あり，この３項目が他の６項目（深い専門的学力，ボラ
ンティア活動，地域貢献活動など）に比べ特に要望が高
かった。中でも「調理技術・献立作成力」が充実を望む
事項のトップであることは，本学食物栄養学科において，
以前より実施している調理技術向上を目指した取り組み
の重要性を裏付ける結果となった。この調査結果を受け
て，平成２３年度入学生に対しては調理技術向上支援を従
来よりもさらに強化し２年次に実施する校外実習に備え
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表２　本学食物栄養学科卒業生のイメージ（評価）
（社）

劣るどちらかと
言えば劣る普　通

どちらかと
言えば
優れている

優れて
いる項　　　目

０１ ９ ９６①　意欲・熱意

００１１ ７７②　性格・人柄

０２ ８１２３③　礼儀・マナー

１１１２ ９２④　一般常識・教養

０１１３ ８３⑤　大学の成績

１２１１ ８３⑥　理解・判断力

０２１０ ９４⑦　責任感・粘り強さ・誠実性

００１３ ７５⑧　協調性

０３１１ ８３⑨　調理技術

１２１２ ９１⑩　コミュニケーション能力

０１１６ ６１⑪　パソコン操作等の能力



ることとした。献立作成力の強化については，どのよう
な方法でいつ実施するか今後の検討課題としたい。
　また，学力については，「深い専門的学力」よりも「幅
広い基礎的学力」の充実がより望まれる結果となった。
この選択肢は，本学が短期大学であることから選ばれた
ものと捉えると，図２に示した結果（本学食物栄養学科
の学生を企業が採用するときに重視される項目）とよく
合致している。
　さらに，今回の調査でボランティア活動や地域貢献活
動の選択が少ない要因の一つとして認知度の低さが考え
られる。企業の回答（自由記述）に「ホームページを見
させて頂き，色々な活動をされているのだと感じていま
す。地域の方と一緒に行っているイベントやセミナーな
どとても興味を持って拝見しました」との記述があった
ことから，今回の調査によって初めて学科が行っている
教育研究活動の内容を知った企業もあるのではないかと
思われる。その他に選択数を３つに限定したことなども
少なかった要因として考えられる。
　今回の調査は，栄養士・調理員等を採用されている多
くの企業に，本学食物栄養学科の教育研究活動を理解し
ていただくよい機会となった。今後，学生の専門職への
就職に活かされることを期待している。

５．　２年制栄養士養成施設および４年制管理栄養士養
成施設の各卒業生に対して感じること（自由記述）

　企業２３社から自由記述が寄せられた。どの記述からも
極めて貴重な意見が得られたが，代表的なものを５つ挙
げる。
・２年制であっても４年制であっても，入職後のスキ
ルの部分では，大きな違いは感じられない。
・短期大学卒業生は，カリキュラム上難しいのかもし
れないが，サークル・バイト等の経験が少なく，社
会性が低い印象を受けることがある。
・２年制で栄養士を取得し，実務経験をした上で国試

を受験し，管理栄養士になった人は，実際の現場を
見てきているので，調理員さんとの意思疎通もス
ムーズにできるようになっているのではないかと感
じる部分もあります。２年制，４年制とも大切な養
成施設だと思っています。
・差がでていると思います。
・４大卒の方は，自分の考えをしっかり持っていて，
落ち着きのある行動がとれ，２～３年後には部署で
の活躍が期待できます。短大卒の方は，まだどこか
にあどけなさが残っていて，仕事の面と精神的な面
のサポートが必要になっています。

６．　本学食物栄養学科への意見・要望等（自由記述）
　企業２０社から自由記述が寄せられた。どの記述も極め
て貴重な意見であったが，代表的なものを５つ挙げる。
・基礎学力，基礎的調理技術，社会体験の奨励を重視
していただきたい。
・現在では，管理栄養士でないとなかなか栄養士業務
へ携わることが難しい時代になっていますので，短
大でも受験勉強への対策の強化があればよいと思い
ます。
・基礎的学力・知識が備わっている人材が，実践で力
をつけながら能力を発揮してくださるように思いま
す。
・時間的に少ないと思われるが，できる限りの技術を
学べる方法を考えていただきたい。即実践力となり
得る為にも！！
・現場が好きであること（利用者さんと接することが
好きであること，調理現場が好きであること）を第
一にしております。現場の素晴らしさを学問の場で
学ぶことはなかなか難しいと思いますが，ご検討い
ただければ幸いです。コミュニケーション能力等の
基礎態度をしっかり身につけてほしいと思っており
ます。
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図３　本学の食物栄養学科に望む充実事項



　この調査から，本学食物栄養学科卒業生を採用した実
績のある企業が採用時に重視している項目や２年制栄養
士養成施設について感じていること，さらに本学食物栄
養学科に望む重要事項について知ることができた。
　今後はこの結果を踏まえ，日本私立短期大学協会が示
す「短期大学士課程教育」構築の基本方向８）にある短期
大学が得意とする分野として，２年制栄養士養成施設の
特徴を生かしつつ，短期大学士並びに栄養士の質を保証
するため，カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実
施の方針）に基づいたカリキュラムの改善に努めたい。
また本学においては「ディプロマ・ポリシー（学位授与
の方針）を学習到達目標とする「学習成果」と科目ごと
にどのような学習成果が得られるかをまとめた「カリ
キュラムマップ」を作成していることから，これらを有
効に活用することで学生の学習意欲向上をめざしたい。
さらに，在学中だけでなく卒業後も含めた計画的な支援
を実施することで，より社会に求められる質の高い栄養
士の育成をめざしていきたい。

要　　　　　約

　本学の食物栄養学科および専攻科栄養専攻の学生への
教育研究支援とカリキュラム編成等の改善並びに教育研
究の充実を目的として，卒業生が専門職として就職した
企業９２社を対象にアンケート調査を実施し，３１社から回
答が得られた（回収率３３．７％）。
　企業が短期大学の学生を栄養士・調理員等として採用
するときに最も重視するのは，性格・人柄，礼儀・マ
ナーおよび意欲・熱意であり，次に重視するのは，責任
感・粘り強さ・誠実性，協調性およびコミュニケーショ
ン能力であることが確認された。
　本学食物栄養学科卒業生に対する就職先からの評価は，
意欲・熱意，礼儀・マナー，性格・人柄，責任感・粘り
強さ・誠実性の項目で高く，概ね良いイメージで受け止

められていたが，一部に厳しい評価もあり，今後の課題
としていきたい。
　就職先企業が本学食物栄養学科に最も充実を望むのは，
調理技術・献立作成力，幅広い基礎的学力であり，次に
幅広い教養であった。今回の調査は，企業に本学食物栄
養学科の教育研究活動を理解していただくよい機会とな
り，今後の就業に役立つものと考えられる。
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Summary

The aim of the present study was to improve education research and the curriculum design and to provide educa-
tion research support to students in the Department of Food and Nutrition and those majoring in Advanced Food and 
Nutrition at our junior college.　A total of 31 responses were received from a questionnaire survey conducted on 92 
businesses that employ our graduates as professional dietitians (collection rate, 33.7%).
For businesses employing our graduates as dietitians and cooks, characteristics deemed important in hires 

included personality and character, etiquette and manners, and motivation and enthusiasm, followed by sense of 
responsibility, perseverance, integrity, cooperativeness and communication skills.
Graduates of our Department of Food and Nutrition were highly evaluated by employers with regard to motivation 

and enthusiasm, etiquette and manners, personality and character, sense of responsibility, perseverance and integrity 
and the overall impression of our students was generally positive; however, there was also some harsh criticism that 
needs to be addressed.
The main improvements sought by employers to our Department of Food and Nutrition included improvements to 

cooking skills, menu creation and broad basic knowledge, followed by broad education.　The present survey pro-
vided businesses with a good opportunity to understand the education research activities of our Department of Food 
and Nutrition and will hopefully be advantageous for future student employment.




