
はじめに

本学は藤村学園としての１００年を越える歴史を有

し、また、四年制大学創立からでも約半世紀にわた

り研究・教育活動を重ねてきた。この間、建学の精神

に基づき、多くの優秀な女子体育指導者を輩出して

きた。日本の体育教育の発展のために、本学の卒

業生が果たした役割の大きいことは衆目の一致す

るところである。

しかしながら、昨今の社会情勢の変化は著しく、女

性の労働環境も変容している。１９８５年に男女雇用

機会均等法が制定された。この法はその後、数回改

正され、法律上の男女差別はなくなった。１９８９年に

は学習指導要領が改訂され、学校教育における男

女共通履修が実現した。１９９９年には男女共同参

画社会基本法が施行された。このような社会状況の

変化の中で、女性の労働観、ライフスタイルも変わり

つつある。結婚を機とする離職は減り、女性管理職

も徐々にではあるが増加している。

このような状況を受け、ここにおいて、本学の伝統

的な教育内容が社会の変容に耐えうるものであるか

どうかを検証する必要が生じてきた。その検証のた

めには、卒業生の動態を正しく把握するとともに、卒

業生自身に本学の教育内容を評価してもらう必要

があると判断した。以上の趣旨により、「本校卒業生

の動態に関する調査」を実施することとしたのであ

る。

１， 調査方法

郵送による質問紙調査

２， 対象

次のＡＢ群の卒業生を対象とする。

Ａ群　平成１１年３月～平成１４年３月までの東

京女子体育大学、同短期大学卒業生

回答数４８６（内訳　大学３２５、短期大学保

体科９５、短期大学児童教育学科６６）

Ｂ群　平成４年３月～平成７年３月までの東京

女子体育大学、同短期大学卒業生

回答数５３２（内訳　大学３１９、短期大学保

体科１１３、短期大学児童教育学科１００）

アンケート送付数４９００通、回答総数１０２５通

（回収率２０．９％）

３， 調査項目（資料　調査用紙参照）

４， 調査日時 平成１９年１１月～平成２０年１月
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５， 結果と考察

【調査１】

表１が回答者の卒業年と学部・学科の内訳であ

る。

【調査２】

表２－１～２－５が回答者が卒業時に所属してい

たクラブの状況である。

【調査３】

表３－１、３－２が回答者が卒業後、最初に就いた

職業である。

大学卒業生では、「高等学校教員（非常勤を含

む）」が１０５名で最も多く、次いで、「中学校教員（非

常勤を含む）」の７９名、「スポーツインストラクター」の

７１名と続く。一般企業では、「企業・サービス業のそ

の他」が４６名と多く、「金融業」「製造業」が各２２名

であった。また、「専業主婦」「家事手伝い」も含めて

「就職しなかった」が２０名いた。

短期大学保体科卒業生では、「スポーツインストラ

クター」が５２名で最も多く、次いで多いのは、一般企

業の「企業・サービス業のその他」の２２名、「製造業」

の１５名である。「中学校教員（非常勤を含む）」は

１０名、「高等学校教員（非常勤を含む）」は２名であ

った。また、「専業主婦」「家事手伝い」は０であり、

「就職しなかった」も３名であった。

短期大学児童教育学科では、幼稚園教員の１００

名が突出して多く、次いで小学校教員の９名、スポー

ツインストラクターの４名と続く。また、「家事手伝い」

の２名を含めて就職しなかった者は４名であった。

ＡＯ入試等の面接では、本学に入学してくる学生

は教員志望者が圧倒的に多い。採用試験の厳しさ

もあり、在学中に進路変更していたり、希望の教職に

就けなかった学生が多いことが分かる。一般企業へ

の就職者が２３７名と多いが、本学の実態を考えると、

あらためて一般企業への就職の支援の在り方が問

われてくるところである。

【調査４】

表４－１，４－２が回答者の現在の職業である。表３

と比較することで、おおよその職業定着率が分かる。

（途中就職者もいると思われるので、正確な定着率

ではない。）Ａ群の回答者は、平成１１年から１５年の

間に職に就き、現在までの定着率、Ｂ群は平成４年か

ら８年の間に職に就き、現在までの定着率となる。

調査３で、大学卒業生の最も多かった職業である

「高等学校教員」は、Ａ群で８２．１％、Ｂ群で７１．４％、

合計で７７．１％がおおよその定着率となる。これに対

してスポーツインストラクターは、Ａ群で４４．１％，Ｂ群

で４０．５％、合計で４２．３％と定着率は低い。一般企

業全体の定着率が８５．７％であることと比べてもスポ

ーツインストラクターの定着率の低さは目立つ。

短期大学児童教育学科の幼稚園就職者は、Ａ群

で ３７．８％、Ｂ群で２１．８％、全体で２９．０％になって

いる。卒業時の就職率のよさも、価値が半減する低

い定着率である。

【調査５】

表５が現在の職業に関する満足度を表している。

満足している度合いの高い３と４と回答した者の割

合は、高校教員で９５．１％、中学校教員で９３．２％、小

学校教員で９５．７％と軒並み高くなっているが、幼稚

園教員では８１，３％とやや下がる。ちなみに、体育ス

ポーツ関係者で８５．０％、一般企業で７７．８％となって

いる。この数字は、本学卒業生が在学時代に強く抱

いていた教員志望の意識と関連しているとも考えら

れる。

【調査６】

表６－１、６－２が、回答者が卒業までに身に付け

たと認識している知識・能力・技能である。

小学校の教員が認識していることは多い順に「礼

儀・マナー」、「リーダーとしての力量」、「チームで仕

事を遂行する力」である。

中学校の教員が認識していることは多い順に「礼

儀・マナー」、「リーダーとしての力量」、「チームで仕

事を遂行する力」、「自発性・自主性」である。

高等学校の教員が認識していることは多い順に
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「礼儀・マナー」、「チームで仕事を遂行する力」、「コ

ミュニケーション能力」である。

幼稚園の教員が認識していることは多い順に「チ

ームで仕事を遂行する力」、「礼儀・マナー」、「専門

的な知識・教養」、「コミュニケーション能力」である。

体育スポーツ関連従事者が認識していることは多

い順に「礼儀・マナー」、「チームで仕事を遂行する

力」、「コミュニケーション能力」である。

一般企業の従事者が認識していることは多い順

に「チームで仕事を遂行する力」、「礼儀・マナー」、

「コミュニケーション能力」である。

本学卒業生が在学時代に身に付けたと最も強く

認識しているものは「礼儀、マナー」であることが分

かる。これは本学の特徴といえよう。

また出身部科別に見ると、大学卒業者が「十分身

に付けた」と認識しているものは、「礼儀・マナー」が

最も多く、次いで「チームで仕事を遂行する力」「コミ

ュニケーション力」となる。

保体卒業生が「十分身に付けた」と認識している

ものが、「礼儀・マナー」であり、次いで「チームで仕

事を遂行する力」「コミュニケーション力」となり、大学

卒業者と同じである。

児教卒業生が「十分身に付けた」と認識している

ものが、「チームで仕事を遂行する力」であり、次いで、

「コミュニケーション力」「礼儀・マナー」となる。

表６－３、６－４が、回答者が身に付けたと思ってい

る知識・能力・技能が役に立っているという認識の程

度である。

小学校の教員が役に立っていると挙げていること

は、「礼儀・マナー」が最も多く、次いで「チームで仕

事を遂行する力」「コミュニケーション力」となる。

中学校の教員が役に立っていると挙げているの

は、「礼儀・マナー」が最も多く、次いで「コミュニケー

ション力」「チームで仕事を遂行する力」「仕事への

適応能力」となる。

高等学校の教員が役に立っていると挙げている

ことは、「礼儀・マナー」が最も多く、次いで「チームで

仕事を遂行する力」「仕事への適応能力」となる。

体育スポーツ関連従事者が役に立っていると挙

げていることは、「コミュニケーション能力」が最も多く、

次いで「礼儀・マナー」「仕事への適応能力」となる。

一般企業の従事者が役に立っていると挙げてい

るのは、「礼儀・マナー」が最も多く、次いで「チームで

仕事を遂行する力」「仕事への適応能力」となる。

ここでも礼儀・マナーの評価は高い。幼稚園教諭

が「チームで仕事を遂行する力」を最も高く評価し、

体育スポーツ関係者は「コミュニケーション能力」を

挙げているのが目立つ。

【調査７】

表７－１、７－２が、回答者が大学・短大で学んだこ

とがどのような面で役立っていると認識しているかを

表したものである。

小学校の教員が挙げていることは、多い順に「人

格形成の上で」「趣味・特技の充実の上で」「豊かな

家庭生活を送る上で」「社会や他人に奉仕する上

で」である。

中学校の教員が挙げていることは多い順に「人格

形成の上で」「充実した人間関係を結ぶ上で」「健

康の保持増進の上で」である。

高等学校の教員が挙げていることは、多い順に

「充実した人間関係を結ぶ上で」「人格形成の上で」

「健康の保持増進の上で」である。

幼稚園の教員が挙げていることは、多い順に「社

会や他人に奉仕する上で」「長期的なキャリアを積

む上で」「満足のいく仕事を見つける上で」「充実し

た人間関係を築く上で」である。

体育スポーツ関連従事者が挙げていることは、多

い順に「健康の保持増進の上で」「趣味・特技の充

実の上で」「社会や他人に奉仕する上で」である。

一般企業の従事者が挙げていることは、多い順

に「健康の保持増進の上で」「人格形成の上で」

「充実した人間関係を築く上で」である。

小中学校の教員が、「人格形成」を挙げているの

に対し、体育スポーツ関連従事者や民間企業従事

者は「健康の保持増進」を挙げている。

【調査８】

表８－１、８－２が、回答者が在学中に学んだことで

特に役に立ったと認識することである。
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大学卒業者が最も高く評価しているものが「クラブ

同好会等の活動」であり、次いで「教育実習」「専門

に関する授業」となる。

保体卒業生が最も高く評価しているものが「教育

実習」であり、次いで「専門に関する授業」「「クラブ

同好会等の活動」となる。

児教卒業生が最も高く評価しているものが「教育

実習」であり、次いで「専門に関する授業」「教職に

関する授業」となる。

また、小学校の教員は、「教育実習」であり、次い

で「専門に関する授業」「クラブ・同好会の活動」と

答えている。

中学校の教員は、「教育実習」であり、次いで「専

門に関する授業」「クラブ・同好会の活動」と答えて

いる。

高等学校の教員は、「クラブ・同好会等の活動」で

あり、次いで「教育実習」「専門に関する授業」とな

る。

幼稚園の教員は、「教育実習」であり、次いで「専

門に関する授業」であり、「教職に関する授業」と答

えている。

体育スポーツ関連の従事者は、「専門に関する授

業」であり、次いで「教育実習」「クラブ・同好会等の

活動」と答えている。

一般企業の従事者は、「教育実習」であり、次い

で「専門に関する授業」「クラブ・同好会等の活動」

と答えている。

教員は揃って、「教育実習」と「クラブ同好会の活

動」を上位に挙げている。一般企業の従事者も「教

育実習」を挙げていることに着目するべきであろう。

【調査９】

表９－１、９－２が、回答者が在学中に取得してよか

った、あるいは取得したかったと思う資格である。

小学校の教員が挙げている資格は多い順に、小

学校教員免許であり、次いで中学校異境員免許、高

等学校教員免許である。

中学校の教員が挙げている資格は多い順に、中

学校教員免許であり、次いで高等学校教員免許、小

学校教員免許である。

高等学校の教員が挙げている資格は多い順に、

高等学校教員免許であり、次いで中学校教員免許、

養護教諭免許である。

幼稚園の教員が挙げている資格は多い順に、幼

稚園教諭免許であり、次いで保育士免許、小学校教

員免許である。

体育スポーツ関連従事者が挙げている資格は多

い順に、中学校教員免許であり、次いで健康運動実

践指導者資格、高等学校教員免許である。

一般企業の従事者が挙げている資格は多い順

に、中学校教員免許であり、次いで高等学校教員免

許、指導員資格（日本体育協会公認）である。

教員は所属する校種の教員資格を揃ってトップに

挙げているだけでなく、他校種の教員資格も上位に

挙げている。幼・小、小・中、中・高の連携や一貫教

育が求められている今、他校種の教員資格は価値

があると考えられる。

また、卒業部科別にみると、大学卒業者が挙げて

いる資格は多い順に、高等学校教員免許であり、次

いで中学校教員免許、健康運動実践指導者資格と

なる。

保体卒業生が挙げている資格は多い順に、中学

校教員免許であり、次いで健康運動実践指導者資

格、指導員資格（日本体育協会公認）となる。

児教卒業生が挙げている資格は多い順に、幼稚園

教諭であり、次いで保育士免許、小学校教員免許と

なる。

【調査１０】

表１０－１、１０－２が、回答者が現在興味や関心

をもっている事柄である。

小学校の教員が強い興味・関心を示していること

は順に、「現在、あるいは将来の仕事に必要なことを

学ぶ」であり、次いで「教養を身につける」である。

中学校の教員が強い興味・関心を示していること

は多い順に、「現在、あるいは将来の仕事に必要な

ことを学ぶ」であり、次いで「専攻分野についてもっ

と深める」「教養を身に付ける」である。

高等学校の教員が強い興味・関心を示している

ことは多い順に、「現在、あるいは将来の仕事に必要
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なことを学ぶ」であり、次いで「教養を身につける」

「専攻分野についてもっと深める」である。

幼稚園の教員が強い興味・関心を示していること

は多い順に、「現在、あるいは将来の仕事に必要な

ことを学ぶ」であり、次いで「教養を身につける」「資

格を取得する」である。

体育スポーツ関連従事者が共通に強い興味・関

心を示していることは多い順に、「現在、あるいは将

来の仕事に必要なことを学ぶ」であり、次いで「教養

を身につける」「資格を取得する」である。

一般企業の従事者が挙げていることの多い順は

体育スポーツ関連従事者と同じである。全体に「現

在、あるいは将来の仕事に必要なことを学ぶ」が圧

倒的に多い。「教養を身につけ」たいという願望も強

い。以上の調査結果は、本学におけるカリキュラムの

改訂、学外講座や社会人向け講座の開設、教員免

許更新講習などの実施にあたって参考になるものと

考える。
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表１　学科別卒業年月別回収状況 表２-１　学科別クラブ所属人数

アンケート用紙送付数４９００通
回答総数１０２５通（回収率２０.９％）
卒業年未記入データ７通は除去
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表２-２　卒業時に所属していた学内クラブ
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表２-３　卒業時に所属していた学外クラブ
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表２-４　卒業時に所属していた学内クラブ
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表２-５　卒業時に所属していた学外クラブ
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表３-１　卒業後の最初の職業
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表３-２　卒業後の最初の職業（A群・Ｂ群に分けた集計）
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表４-１　現在の職業
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表４-２　現在の職業（A群・Ｂ群に分けた集計）
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表５　現在の職業に対する満足度
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表６-１　知識・能力・技能に関して（全体）（A）卒業までにどの程度身につけたか（学科別集計）
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表６-２　知識・技能・能力に関して（A）卒業までにどの程度身につけたか（職業別集計）
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表６-３　知識・能力・技能に関して（全体）（B）今どの程度役に立っているか（学科別集計）
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表６-４　知識・技能・能力に関して（B）今どの程度役に立っているか（職業別集計）
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表７-１　大学・短大で学んだことが何に役立っているか（学科別集計）
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表７-２　大学・短大で学んだことが役立っているもの（職業別集計）
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表８-１　本学在学中に学んだこと、体験したことで、特に役に立ったと思うこと（学科別集計）
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表８-２　本学在学中に学んだこと、体験したことで、特に役に立ったと思うこと（職業別集計）

表９-１　在学中に取得してよかった、あるいは取得したかった資格（職業別集計）
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表９-２　あなたが在学中に取得してよかった、あるいは取得したかったと思う資格（学科別集計）
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表１０-１　現在の興味や関心（学科別集計）
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表１０-２　現在の興味や関心（職業別集計）
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本学卒業生の動態に関する調査
【資料　調査用紙】
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