
1 

 

【企業】2021年度 大学「外部評価アンケート調査」回答 

2021.10.28 

回答は本学卒業生を多数採用していただいている企業 9 社の方にお願い致しまし

た。 

 

回答者一覧 

【質問回答】 

１．学生が身につけるべき資質・能力について 

      ＊是非身につけて欲しい資質・能力 

      ＊それほど重要視していないこと 

①＊是非身につけて欲しい資質・能力 

  ・常に積極的な好奇心を持って欲しい 

  ・多様性を認める包容力（完璧な人はいない、良い部分を評価できる） 

・自分の考えをしっかりと説明する能力を身に付けて欲しい 

  ・教養を身に付けて欲しい、特に時事問題についての知識レベルの向上 

  ・ⅮⅩによって業界にどのような変化が起こり得るのかの創造力 

 ＊それほど重要視していないこと 

  ・企業ネットで得られるような表面的な情報による企業研究 

②1  社会と触れ合うこと 余裕 遊び：インターンで販売を経験しお客様のニーズを知ること

は、授業、専門スキルの方向性を広げていくことにも繋がりとても重要に思います。 

2  DX ネット系：イラレ、フォトショップのベースのスキルがあれば、販売兼本社職にて学生

のバイト、インターンも採用しやすいです。また、その後の新卒採用での企画職・EC 職の採

用も見えてきます。 

3  勝ち負け：褒めて伸ばす、自分らしさを大切にすることが今の教育のベースかとは思います

が、学内や学外での競争の不足を感じています。なんらかのきっかけで己を知り、強みと課

題を感じることを学生時代のどこかで経験していると、ライバルと比較した「自分マーケテ

ィング」ができ、その後社会や会社で必要とされている「何」に自分の強みをぶつけるか、

マッチングさせていくかにつながると思います。 

4  1 つの専門性でなく 3つ 4 つのことを学んでおく：将来、実戦での組み合わせにつながると

思います。一つの正解を探すのでなく課題を感じる軸創りを期待しています。 

③＊失敗を恐れないチャレンジ精神と、壁にぶつかった際に問題解決につながる前向きさが必要

であると考えます。社会人になると出来ない事が多々あるという事を体感して頂く為にも、

インターンシップや、コロナ禍では今後かと思われますが、産地や工場見学体験等、学外の

プロフェッショナルな方に触れる機会が、今以上にあればと存じます。 

＊昨今、時間の使い方、優先順位の立て方が苦手な方が多く、そのまま社会人になると、業務

に余裕がない日々が積み重なり、結果につながる前倒しの計画を立てる以前の問題と感じる

ことが多いです。弊社でも、複数の業務を同時進行で進めていくことが多く、例えば複数の
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型数（弊社であれば随時 10 型程）を企画、季節の違うそれぞれの企画、店舗マネジメントと

販売、又、一日の中でも SNS 含む多岐にわたる業務を同時に進めます。研修等で方法のコツ

や具体的なケーススタディを通して伝えても、身につくまでは時間を要す為、学生時代から

少しずつ体験出来、成功体験の機会を設けて頂ければ大変有難く存じます。 

④＊是非身につけて欲しい資質・能力：忍耐力。市場を広い視野で分析する能力。 

自身が得意、好みの分野に偏ってしまう傾向が強く、否定されることになれていません。 

また比較的早めに諦めがちで、働く事に見切りをつける傾向があります。 

好きから始まる学びも重要ですが、将来的に仕事にしていく以上、市場に求められている 

ものは何なのかを俯瞰的に分析する意識は持っていて欲しいと考えます 

＊それほど重要視していないこと：突出した独創性は重視していません。 

⑤弊社では職種に応じて求める内容と基本的に求められる点について記載致します。 

  ■共通する事項 

  ・社会人として仕事に取り組む姿勢 

  ・業務に関わる知識や技術を素直に習得する姿勢と能力 

  ・労働により対価をもらうということの責任感 

  ・社会人になるための基礎的な教養 

  ・時代の変化に対応できる柔軟性・チャレンジ精神 

  ・コミュニケーション能力 

  ■職種ごとに求められること 

１． 総合職・・・コミュニケーション能力（協働のための情報共有能力・プレゼンテーショ

ン能力・組織における振る舞い・対人会話力、交渉力・統率力などを中心にあらゆるコミュ

ニケーション能力を注視）、ファッションを軸としたあらゆるビジネスに関心を持つための

広い視野、経営的感覚、論理性、基礎学力などを中心に資質が求められます。また、学業に

関わらないところで、行動力、積極性、挑戦心を持っていること、語学力や特殊なスキルを

持っていることも加点対象です。 

２． 技術職・・・技術力・センス（デザイン画からソースを読み解く、もしくは企画意図を理

解して消化し、自身の業務に落とし込む能力を含む）を第一に求めますが、加えてチーム

や関連部署と協働するためのコミュニケーション能力、ファッションや洋服にかける熱意・

意欲と社会人になるにあたっての基礎学力が求められます。 

３． 販売職・・・コミュニケーション能力（特に対人会話力、表現力、対応力）とファッショ

ンに関わるセンスが強く求められます。加えて、自社のブランドとの親和性、基礎学力が

求められます。 

＊職種ごとにもとめられる資質が異なってきますので、基礎的な社会人スキルをきちんと身に

着けていただくと同時に、将来の目標をできる限り具現化させ、適応した能力、技術を身に

着けて頂くことが重要かと思います。 

⑥＊身につけておいてほしい能力 

相手の思考を想像しながらコミュニケーションを取り、中長期的な関係を築いていくこと。

普段の生活で培われるものですが、就職後も社員同士・お客様対応でも必要になります。 
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そのためにも、結果を調べるのではなく、『なぜ』を想像して過程を考え、結果を導き出すスキ

ルを身につけておいて欲しいと考えます。学校生活からも物事の本質を捉えられるようご指導

願います。 

＊重要視していないこと 

アパレル企業でのアルバイト/就業経験は重要視しておりません。学生だからこその経験をたく

さん積んでおいてください。 

 

⑦・コミュニケーション能力と、適応性を多くの人と関わることで身につけて欲しい。相手が何

を求めて（期待して）いるのかを察知できるようになって欲しい。 

・文章・情報の正確な読解力、外部への的確な表現力･論理的な説明力 

・自分軸以外の視点で物事を捉えることが出来ると、他者との関わりが上手くいく。 

・継続力、自主的に学習する力 

・デジタルコミュニケーション・スキル 

・ビジネススキルを意識すること。クリエーションよりもむしろ必要。人として信頼できる場合

に、ビジネスパートナーになり得る。 

⑧社会人になると、年代や考え方が異なる人と関わりが増えるので、柔軟にコミュニュケーショ

ンが取れる事が求められると思います。何事にも真剣に取り組み、学ぶ姿勢があり、人の話に

耳を傾けられる事が大事だと感じます。 

⑨・デザイナー・パタンナー等の専門職 基礎的な技術はもちろん、ジャンルを問わずトレンドを

抑えた、 理論だけではない幅広い実践的な能力。 感性だけでなく、科学的な視点。  

・販売職 外見的魅力。 コミュニケ―ション能力。 実践的な知識（洋服、トレンド、販売スキ

ル、等）  

・職種問わず共通 問題点を発見し、解決方法を自ら考え提案する。 積極的、自主的に行動す

る。 チームワークを考え、目的に向かって推進する力。  

＊それほど重要視していないこと 専門職以外は専門的な技術・知識については重視していない。 

（入社してから必要であれば学んでいただきます） 

 

２．教育課程の編成と教育方法について 

      ＊教養科目の編成について 

      ＊専門科目の編成について 

      ＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む） 

      ＊到達目標について 

      ＊評価方法について 

      ＊その他の指摘、改善点 

①特にございません。 

②科目編成に関しましてはファッション業界にかかわる事柄について万遍なく組まれていて、と

ても素晴らしいと思っています。提言ではなく質問になるのですが、定められているコース別

教育目的と目標に対しての学習効果測定の結果・検証はどのように学内で共有され、次年度に



4 

 

反映されていらっしゃるのでしょうか。就職活動でいらっしゃる学生を見ていると、やや実社

会の評価基準とずれているとも感じています。 

③＊コロナ禍の中、クラウド型教育支援サービスを駆使されながら、プレゼンテーションはもち

ろん、出来るだけのグループワーク、ディベート、ディスカッション、ロープレ授業も取り入

れられる等、先生方の長期にわたるご苦労が、現在もあるのではと想像致しました。 

＊現在も組み込まれているかと存じますが、更に強化頂きたいのが、SDGs の達成まであと 9 年

の中、日本の役割や強みからつながる ESG に配慮した企業の取り組みが世界的、社会的に重要

視されている現状、自身の意識、行動、働き方の深堀りをされる授業、E コマースや、デジタル

マーケティングの授業など、各企業の取組みに加えて、日々激しく変化している情勢や伴う対

応を、更にリアルに展開して頂けると有難いです。 

④＊教養科目の編成について：十分な内容かと思います。 

＊専門科目の編成について：十分な内容かと思います。 

＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む）：デザイン画のデジタル化。 

  また、今後、3D モデリングのスキルは、業界で必須になると考えられます。 

アパレル業界においても DX 化は加速しています。 

＊到達目標について：段階ごとに検定項目を設定。（学校独自、一般的なものどちらでも可） 

＊評価方法について：デザイン関連は、従来と変わらず感性重視。それ以外は完成度を重視。 

＊その他の指摘、改善点：承認欲求が満たされ過ぎているように感じます。 

⑤科目の編成については特に申し上げる点はございません。 

様々取り組みをされていることが分かる為、特に問題はないと思います。出来る限り、到達目

標やカリキュラムごとの合格ボーダーラインを高く設定することが肝要と考えます。 

⑥＊教養/専門科目の編成について 

1 年次で幅広い経験が出来る環境があり、2 年次以降でコース選択が出来ること。これは学生に

とって意思のある選択が出来、本当に学びたいことが学べる、杉野服飾大学の強みと感じます。 

＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む） 

オンライン授業の有効活用、及びオンライン耐性は引き続き求められる部分と思います。 

＊到達目標/評価方法について 

特に問題ございません。 

⑦編成について、特にはございません。 

教育につきましては、どの教育機関でも今後の対応に苦戦しているようです。 

・入学者数確保 

・SDGs 教育 

・DX 推進 

卒業生として思うことは、杉野は小規模単科大学として、実習が多くリアルなアクティブラー

ニングといった強みがある一方で、リソースが乏しく幅広いニーズに対応できないという弱みも

ある。他大学の学生と比較して、課外活動経験・体験の幅が少ないと感じる。留学プログラムは

存在していないと思うが、大学選定の際に留学を挙げる学生は多い。コロナ禍もあり、実際に留

学しなくとも国内外の他大学の履修プログラムを取得できるようになれば、大学の魅力がアップ
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する。課題とアルバイトに追われる四年間では勿体ない。社会に出る前に、色んなことに取り組

むことが、価値観の増大やコミュニケーション力が身につくことに繋がる。 

⑧特にございません。 

⑨＊教養科目の編成について バランスよく編成されていると存じます。 

 ＊専門科目の編成について 年次の成長に合わせた編成になっており、各コースの専門に合った 

内容になっていると存じます。  

＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む） 特に改善点は見受けられません。  

＊到達目標について 適切かと存じます。  

＊評価方法について 適切かと存じます。  

＊その他の指摘、改善点 特にございません。 

 

３．入学者受け入れについて 

      ＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

      ＊そのための方策がありましたらお知らせください 

①３，４につきましては以下に集約させていただきます。 

 ＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

  ・頭脳明晰 

  ・一定のストレス耐性があると思います。 

・より積極的である事、まずは受けてみるというチャレンジ精神 

・より斬新なアイディアを創造する事ができる 

  ・より柔軟な思考性 

  ・数字に興味がある、数字が好き 

  ・ファッションが大好き、感性がある 

  ・様々な視点で物事を捉える事ができる 

・多様性を許容できる 

  ・論理的な思考能力と動物的嗅覚を持ち合せている 

・溢れる様々な情報ソースの中から中長期的な世の中の社会的、経済的動向を感じ取るがで

きる  

 ＊そのための方策がありましたらお知らせください 

  ・日々新聞を読む、歴史を学ぶ  

  ・アイディアプレゼン等学生が自ら考える機会を多く設ける 

  ・産学連携やインターンシップ等、社会の刺激を受ける機会を作る 

②パンフレットの 69 ページ、70 ページ「FOCUS on STUDENT」のような特集は参考になりました。

将来の夢や目標を叶えるために学生時代の時間をどのように過ごすかを考えるきっかけになる

内容だと感じます。学校の授業も大切ですが、学校以外で学ぶ時間をつくることも同じくらい

大切で、実際にそのような時間の過ごし方をしている学生のリアルな姿は入学希望者にとって

刺激になると思います。 

③＊少子化に伴う中、御校に限らず毎年の受入れ学生数の減少は存じております。 
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 だからこそアパレルに限らず、デジタルマーケティングや CtoC ビジネスに興味をもち、結果ア

パレルにもつながるであろう人材、又、規模の大小関わらず実際活動をしている人材を受け入

れることは、先を見据えたものと考えます。 

＊受け入れ方策としては、上記のような学生のスキルに役立つ２で申し上げたような授業 

や、アパレルにつながりながらも、より専門的なデジタルスキルが学べる授業比率の検討、も

しくは、失礼な考えかもしれませんが、コースの新設なども一案ではないかと存じます。 

④＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか：ファッションをデ

ジタルで扱いたい人材の強化。 

＊そのための方策がありましたらお知らせください：学校紹介（入学案内パンフレット等）で、

クリエイティブ面だけでなく、デジタル面を強化していることを周知。 

⑤ファッション業界への人材が不足していく中で、あまり贅沢なことは言えませんが、ファッシ

ョンに対する熱意を持った方、厳しいこの業界に対して希望を忘れることなく挑戦できる素養

を持った学生を受け入れて頂きたいと思います。その為に、できるだけ多くの方々にファッシ

ョンの楽しさを知ってもらうこと、今もやっていらっしゃることは承知のうえで、SNS を含む広

報の発信を増やして頂きたいと思います。（個人的に杉野ファッションデザインコンテストなど

もっと広く知られて欲しいと思います） 

⑥＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

→アパレルへの興味を引き出せ得る人材。また、チームの中で役割を全うでき、幅広い視野をも

って関連部署との良好な関係性を築ける育成が出来得る人材。 

＊そのための方策がありましたらお知らせください 

→カリキュラムの中で専門知識だけの習得や個のスキル向上だけでなく、全体感を通した上での

自身の役割認識と、その役割がお客様にとってどのように関わっているかが伝えられると良いか

と思います。また現在では顧客とのタッチポイントも増え、CX 向上を図る企業も増加している中

で、購入前後の顧客心理まで考えられる指導をお願いできたらと感じます。 

⑦流通イノベーションの分野に長けた人材を育成して頂きたい。インフルエンサーの要素はどの

分野においても求められている。デザイナー、パタンナーを志望する入学者が多いと思うが、こ

れからはライフスタイルを扱う分野であることを内外にアピールしていく。大学全入時代のなか、

在学中にどんなことを得られるか？魅力的カリキュラムがあるか？が鍵になってくると考える。 

⑧ファッションを学ぶことで、就職した際に将来自分が周囲の人たちや、生活者に対してどのよ

うに役に立ちたいか、喜んで頂きたいかの理想があると、学ぶ過程においても目標が立てやすい

と考えます。ファッションは人に夢を与え、お客様の期待を超え続ける事が求められますので、

ファッションを通して、他者に対して喜んでもらいたいとう熱意を持っている人。 

⑨＊今後のアパレルの人材育成に向けては、アパレル業界に情熱や興味があり、目まぐるしい社

会情勢の変化にも柔軟に 対応できる資質を持っている方が望ましい。  

＊そのための方策がありましたらお知らせください→ 作文やグループ討議・面接での選考ができ

ると良いと存じます。 

 

４．コロナ禍を受けて今後の人材に必要なこと 
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      ＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか 

      ＊どのような人材が今後必要になるとお考えか 

①3 にまとめました。 

②「１．学生が身につけるべき資質・能力について」と同様です。 

③＊デジタルネイティブな世代の中でも格差が生まれている中、Photoshop・Illustrator スキ 

 ルと掛け合わせた、マーケティングスキルが必須になると考えます。 

＊加えて視野の広さと柔軟性が必要だと考えます。 

  自分は、〇〇ブランドが好きだからそれだけや、デザインを学んだからデザイナーだけでは

難しい世の中ですし、希望通りの企業に入ったとしても、社内情勢がいつ変化するかもしれな

いです。又、別の評価を受けて思いもよらない業務に携わることもあるかもしれないようなこ

とも常日頃からあります。変化に対応しながらも、自身でコントロールできないことも世の中

にはあるという、現実を受け入れる柔軟性が必要に思います。 

④先にも記載しましたが、デジタルツールに対応した人材が必要。 

⑤１の設問にも関わりますが、今後はどんな職種、どんな業種であっても必ず必要になってくる

のはデジタルスキル、オンラインスキルです。 

ファッションに関する知識や技術を磨いていただくことも重要ですが、同じくらい上記のスキ

ルについても身に着ける必要があります。また、それらを活用して既存の技術と会わせること

で新たな価値を作っていくような人材、デジタルを活用して今後のビジネスに繋げることがで

きる人材が求められていくと考えます。 

⑥＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか→上記、お客様の購買心理への知識を持った

上で、『どうしたら』『何が出来るか』『もっと』を考えられる思考。 

＊どのような人材が今後必要になるとお考えか→お客様を主語に、店頭体験とオンライン体験

を融合出来得る人材。 

→リアル/デジタル共に、様々なことに興味を持って体験し、アクション出来る人材。 

⑦・変化対応力、適応力 

店頭では来店したその人の気持ちに寄り添い、個別のニーズ・ウォンツをくみ取って提案する

力が求められる。会話対応力では、ビジネススキルに加えて、人的魅力が必要となる。 

・デジタルスキル、マーケティングスキル 

個々の働き手の職務の範囲や責任、ミッションを明確化したプロフェッショナル型雇用（ジョ

ブ型雇用）が徐々に広がっていくことが予想される。そのため、個人の能力、価値を高めてい

かなければならない。弊社でも、SNS を活用し店舗スタッフ自らが PR 活動を行えるツールを導

入し、積極的に活用しているスタッフの評価が高くなっている。 

⑧ 企業や職種によってパソコンスキルは求められるレベルが異なると思いますが、基本的な操

作が出来、オンラインでの打ち合わせやプレゼンが増えているので使用経験があると良いと思

います。コロナで生活スタイルが変化し、色々な場面で時代の流れに順応しなくてはならない

ので、臨機応変に対応できる力、自己管理が出来る方が望ましいと考えます。 

⑨正しい情報を入手分析し、課題解決に論理的に考えるスキル。 IT リテラシー。  

＊どのような人材が今後必要になるとお考えか 社会の変化に柔軟に対応できる考え方や行動
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が出来る。 

 

５．その他 

①今後も学生達の若い感性に響くような産学連携を通じ、アパレルファッション産業の魅力を伝

えていく活動が必要だと感じています。 

② 特になし。 

③毎回、勝手なことばかり申し上げて大変恐縮致しますが、何卒宜しくお願い致します。 

④あえてメーカー側としての意見として挙げさせて頂きました。各企業それぞれの方向性 

があるかと思いますので宜しくお願い致します。 

⑤特になし 

⑥今回このような機会を頂けたことで、改めて人材について考えることが出来ました。 

上記記載しました内容は社員教育においても改善が必要な項目であり、社内研修のあり方もバ

ージョンアップが求められる中で、今後求めるべき姿の 1 つなのかも知れません。 

生活様式が変わった今、状況を受け入れながら対応していく柔軟さと、その中でアパレルが出

来る可能性を一緒に広げていける人材をお迎えできることを期待します。 

企業としてお手伝いできることがございましたら、ぜひお声がけ下さい。 

杉野学園の学生を TSI でもお迎えできる機会を楽しみにしています。 

引き続きよろしくお願い致します。 

⑦愚見を申し上げましたが、 なにとぞご寛容頂きたく存じます。    

⑧特にございません。 

⑨貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。 

 


