
2019年9月実施　帝塚山学院大学卒業生アンケート結果
調査対象：2017年～2019年卒業生
回収方法：メールならびに卒業生用LINE@
回答数：76件

設問ならびに主な回答（抜粋）
仕事をしていて感じること、思うこと（対象：就職者） 回答者学科

人とコミュニケーションを取ることの難しさと面白さ。あとは労務管理がちょっと大変。 情報メディア学科
お客様のためになったときは嬉しいです。 情報メディア学科
時間が経つのが早い 情報メディア学科
最近、自分の部署だけでなく、
多部署や会社全体的の事も考えて仕事をする大切さを感じる。考えていない人ほど仕事が出来ない人が多いです。

心理学科

コミュニケーション能力の重要性 心理学科

3年目になり業務の幅も少しずつ広がってきています。入庫当時から、ありがたいことに一度も辞めたいと思ったことはな
く、仕事に対して向上心を持って取り組めていると思います。最近は、後輩に教えることもあり、伝えることの難しさや価値
観の違いに悩むこともありますが周囲の同期や先輩に相談しつつ前向きな方へ進むよう精進しています。

心理学科

通勤時間が長いため、体力的にかなりきつい。
休みも少ないので自分の時間があまりない。

心理学科

大学生に戻りたい！！と思う時もあるけど、社会人もなかなか悪くない！ 心理学科
社会人、嫌なこと理不尽なことも多いですが、やりがいがあって、周りの先輩方にも恵まれ、とても楽しいです。 心理学科
2年目の現在、異動を経験して本店、支店の業務内容が異なり毎日がしんどく辛いこともたくさんありました。ですが、人間
関係であったり同期の環境によって助けられて現在も続けられています。仕事をするにも人間関係が大事であって、築くこと
も難しいこともあると思います。
学生の間から人間関係であったり、友人を大切に築くことが良いと思います。

心理学科

とても忙しい 心理学科
人に伝える難しさを感じた。
伝えると伝わるの違い。

心理学科
人と人とのつながり、連携の大切さを感じています。保健室に来室していた生徒の情報を担任の先生や主任の先生に伝えるこ
とや、情報をもらうことなどもあります。生徒の悩み事も保健室だけで抱え込むのではなく、学年の先生にも知っておいても
らうことで、解決に向けた対策や、数人での対応ができると実感しました。判断に迷えば、管理職や他の先生に相談できるの
で、悩まず相談するようにしています。

心理学科

会社全体の動向を知る研修やスキルアップトレーニングがあり、スタッフ一人一人を大切にしてくださっているのが実感でき
る。尊敬できる店長や先輩が身近におり、自己成長する為の環境が整っている。

リベラルアーツ学科

学生の頃と比べて、疲れが溜まるようになった。アルバイトとは責任感が違う。 リベラルアーツ学科
日々勉強 リベラルアーツ学科
とにかくしんどい リベラルアーツ学科
入社し、1年と半年が経過しました。会社にもすっかり慣れ、プライベートも仕事も充実している状態です。2年目になり仕事
の量も増えましたが、会社の中心の営業部、その中でも1番大きく額が動くキャンペーン商品を取り扱う課で働けていること
を本当に光栄に思っております。
仕事内容は厳しい時もあります。
デリバリーを担当しているのですが、先輩方々が血のにじむ思いで商品を生みだして下さりそれを最後届ける処理をする仕事
もあり、間違えたら全部がムダになる可能性もあるのですごく責任はあります。ですが、色んな所でやりがいを感じられるの
で仕事が充実しております！

リベラルアーツ学科

残業が多く定時で帰ることが出来ない。 リベラルアーツ学科
自分のしたい事、今後のキャリアについて定期的に悩んでしまうことが特に2年目になると多い。周りの同期も同じように
言っている。

リベラルアーツ学科

どんなに仕事内容が良くても悪くても結局周りとの人間関係が1番仕事のモチベなどに繋がる リベラルアーツ学科
責任感 リベラルアーツ学科
仕事とは仲間との連携です。 リベラルアーツ学科
バイトしていてよかった リベラルアーツ学科
・いい点
学生のときよりお金がたくさん手に入る
出会う人の年齢や立場が幅広くなった
思ってたよりしんどくない
・悪い点
自由な化粧、ファッションができない
理不尽なことが多い

リベラルアーツ学科

入社1年目で覚えることが多い。 リベラルアーツ学科
仕事場は通いやすい所の方がいいと思います。 リベラルアーツ学科
体力のいる仕事 食物栄養学科　管理栄養士課程
3、4年働かないと、良い職場かどうかは評価できない 食物栄養学科　管理栄養士課程
好きな事をしているとやりがいを感じる 食物栄養学科　管理栄養士課程
1人仕事なので大変な部分は多いが、自分の力量で利用者様を支援できるので、やりがいはある。 食物栄養学科　管理栄養士課程
売り場を持たせていただいてからは、売場づくりや発注などやりがいを感じることは増えましたが、仕事量が思ってたより多
く、身体がついていっていないなと思うことが多いです。店舗によってやり方やしんどさが違うので、配属先によって感じ方
が変わると思います。

食物栄養学科　管理栄養士課程

大学生のときは学校に守られてると思うことがあったけど、働いてみると何もかもが自己責任で守ってもらえるものがないの
で責任感は常に感じます。

食物栄養学科　管理栄養士課程

効率を考えないと成長しにくいと思う。 食物栄養学科　管理栄養士課程
資格を活かした仕事がない 食物栄養学科　管理栄養士課程
色んな経験や知識があるとコミュニケーションが取れ、色んな人と関わることができる 食物栄養学科　管理栄養士課程
学生から社会人になって慣れるまでは大変 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
大学入るよりも前の義務教育の時から勉強ちゃんとしとけばよかった笑って思ってます。けどもう仕方ないので今からでも勉
強頑張ります。

食物栄養学科　健康実践栄養士課程

土日祝休みなのでメリハリをつけて働ける 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
とても楽しい キャリア英語学科
報告、連絡、相談の大切さ。 キャリア英語学科
大変な仕事でも本当に頑張れる。頑張りたいって言う気持ちがあるのならどんな仕事でも頑張ってもいいと思います。だから
といって自分の体に悪影響がない程度にです。

キャリア英語学科
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働いてみたからこそ、後輩に伝えたいこと（対象：就職者） 回答者学科
関わる人の幅を広げると色んな場面で圧倒的に有利。 情報メディア学科
自分自身の本質を見つめ直すこと 情報メディア学科
学生時代は社会人と比べると時間がたくかんあるので有意義に使うと良いでしょう。 情報メディア学科
学生中の時間を大切にすること。免許は学生中に取っておくべし。 情報メディア学科
職場の雰囲気、人柄は見定めるべき 情報メディア学科
自分をアピールする力をつけた方が良いと思います。普通に仕事をしてても評価されないので、自分はこんな考えを持って仕
事している、こんな意見がある等をアピール出来る子は評価されやすいと思います。

心理学科

学生の頃よりも物事の視野が広がります。 心理学科
世間一般に言われる社会人３年目の壁に関して今の自分自身の立場から考えると、周囲の同期が退職したり、職は違えど他の
同級生が退職したりと、本当に3年目の壁というものが存在する事を実感しています。
退職した同期や友人と自身の違いは、仕事のやりがいの感じ方や価値観の違いだと思います。この事に関しては、仕事が出来
る人出来ない人として区切るのではなく自分が今の仕事に対してどれだけのやりがいや誇りを感じているのかだと思います。
正直、国家資格等要らない一般的な金融機関人の代わりはいくらでもいます。そんな、誰でも出来るような仕事の中で自分に
しかできない工夫やお客様に対する寄り添い方をすることができるのかを考えながら私は業務に取り組んでいます。しかし、
考え方によっては誰でもできる仕事にやりがいを感じない人もいるかもしれません。金融機関のこの窮屈な環境が嫌な人もい
ると思います。
働き出して思うのは、インターネットでたくさんの情報を仕入れることが出来ても、実際の自分の尺度でしか測ることのでき
ないこともあるということです。自分に合った職につくために、興味がない分野についても調べてみたら好奇心を持って行動
することが大切なのではないか？と思います。

心理学科

就活はきっちりとするべき 心理学科
1,2年生のうちから、職種までは絞らなくても自分のなりたい姿や目標、興味のある分野を考えておいたほうがいいと思いま
す。

心理学科
どんなに就活で切羽詰まっていても、勤務内容や労働条件はこだわった方がいい。
インターンやアルバイトで働いても、いざ正社員になると任される仕事や責任感・立場は全く違う。

心理学科
真剣に就活しとくべき！色々な会社を見とくべき！無駄にはならない！
適当な会社に入ったら踏ん張らなあかん時に踏ん張れない人になると思う！

心理学科
興味のある業界、企業の歴史や、事業内容など調べておけば営業トークに役立ちます。あと、美味しいお店を知っていると役
立ちます。

心理学科
学生の時は自分のために毎日が過ぎていると思います。働いてみて、社会の厳しさがとても感じ、働くという意味が社会のた
め、地域のためと自分自身の存在意識が高まり、毎日仕事に取り組んでいます。

心理学科

家から職場の距離は大切 心理学科
今のうちにやりたい仕事を見つけ、それに向けて頑張ることが大事。
卒業してから探してもいい。

心理学科
もっと勉強して、色々な知識をつければよかったなぁと日々実感しています。現場で学ぶこともたくさんありますが、知識は
学生の時にも身につけておくことはできると思います。

心理学科
仕事=しんどい。ですが、その中でも楽しさを探して仕事のやりがいを見つける事が大切。私は仕事よりも周りの方々に助け
られ続けられているのが大きいです。

リベラルアーツ学科
お金を稼ぐ大変さ、社会に出て色んな価値観の人たちと働く大変さ、ただ自分自身が成長できる環境に置かれて、成長でき
る。

リベラルアーツ学科

時間の大切さと友達の存在の大切さ リベラルアーツ学科
人とコミュニケーションをとることが本当に必要になります。大学生活において、もっと多くの人と関わることが出来たので
はないか？と今でも思う時があります。あとはもう少し社会についての勉強や、パソコン知識を学んでおいた方が良かったと
痛感します。特にExcelは身につけて損はないと思います。

リベラルアーツ学科

休みや残業のことは聞きづらいかもしれないけれど、面接の時にしっかり聞いていた方がよかったなと感じました。 リベラルアーツ学科
上司であってもしっかりと自分の意見を伝える事が大切。私の会社は意見する上で立場は関係ないという考えなので、2年ま
でも伝えたい事は店長にもはっきり伝えています。

リベラルアーツ学科

もしやりたいことがあるなら悔いの残らない程頑張って目指してからでも安定した職を選んでも遅くはない リベラルアーツ学科
一番大切なのは社内環境です
前の会社を辞めて今は新しい会社に転職しました 先輩に仕事を分かりやすく、優しく教えてもらうことでやりがいを見つけ
れました 社内環境が悪ければ辞めたい、辛い気持ちが大きくなるのを私は実感しました 社内の事は役員に聞くより、実際現
場で働いている社員さんに聞くのが一番良いと思います

リベラルアーツ学科

とにかく自分に合った仕事が見つかれば上出来です。でも、20代にとっては、まだまだチャンスがあるので、諦めない事。 リベラルアーツ学科
就職したら簡単に辞められないので、接客業から工場など色んな業種のアルバイトをした上で、自分は何がしたいのか何が向
いてるのか考えたらよかったなと私は思っています。
あと私が恐れていたほど社会って苦しくないし、「こんな人でも大人やってるんや」という感じの先輩や上司もいて、ちょっ
と安心しました。みんながみんな立派な大人じゃなかったです。

リベラルアーツ学科

仕事をする事は大変であると言うこと。
特に新人はミスをする事も多くて、それで上司に怒られる事もある。

リベラルアーツ学科

仕事は妥協してはダメ リベラルアーツ学科
学生のうちにできることは出来るだけ済ませておいた方がいいです。 リベラルアーツ学科
仕事も楽しい 食物栄養学科　管理栄養士課程
休みとボーナスの条件は妥協しない方がいい 食物栄養学科　管理栄養士課程
福利厚生や残業手当など大切 食物栄養学科　管理栄養士課程
学生時代にイメージした社会人生活とは違うことが多いです。時間や人間関係など学生時代には当たり前だったことが働きだ
していかに恵まれていたことか分かりました。今ある環境を大切にしつつ、自分がこれからどういう人間でありたいかをイ
メージしながら就職活動に励むと後悔が少ない結果が得られるのではないかと思います。

食物栄養学科　管理栄養士課程

身体は大切にして下さい 食物栄養学科　管理栄養士課程
管理栄養士の資格が取れたから終わりではなく、管理栄養士の知識がすごく求められるので日々勉強です。 食物栄養学科　管理栄養士課程
期限を守ることと、資料を読み込むことはとても大事だっだ。 食物栄養学科　管理栄養士課程
資格を活かした仕事がしたいならば、委託や薬局などではなく直営でされている職場を探すべき 食物栄養学科　管理栄養士課程
委託を受けると同時に直営も見るべき 食物栄養学科　管理栄養士課程
管理栄養士の資格を使いたいのであればドラッグストアは辞めた方がいい。人事部は色んなイベントがあると言うが、年に何
回もないのでよく考えて決めてほしい。

食物栄養学科　管理栄養士課程
大手に入りたい気持ちがあるのもわかるが、難しいと思うが、自分が将来何をしてどうなりたいのかを考えて、会社を選んで
みるのもいいのかも。

食物栄養学科　管理栄養士課程
この仕事良さそうなどと表面だけで判断してはいけないと働いてみてわかりました。しっかり会社のことを調べてからこの会
社で働いていけるか考えるべきだと思いました。

食物栄養学科　健康実践栄養士課程

妥協で就職先を決めず、本当にそこで働きたいと思えるような就職先を見つける事が大切 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
正直仕事失敗しても人間関係さえ上手く形成出来ていれば何とかなる所がかなりあるので、人付き合い苦手コミュ障とかもう
忘れて何でもいいからとりあえず挨拶だけでもしっかりして人と関わった方がいいです。

食物栄養学科　健康実践栄養士課程

言われたことをこなすだけでなく、考えて行動する力を付けて行ってください。 キャリア英語学科
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自分が本当に何がしたいのかを明確にできれば自信にも繋がり、企業とのマッチングがうまくいきやすいと思います。私は現
在、頑張れる気持ちがあるのでやっていけています。
また就職後でも本当に無理をしない程度なら続けていいと思いますが、無理をするなら続けなくていいです。これからはもっ
と色んな事を活かされた仕事が出てきて活躍してくる時代です。
なので就職してからでも色んなことを学び、色んな事にどんどんチャレンジして本当に楽しい！辞めたくないと感じれる仕事
を見つけてください。

キャリア英語学科

在学中に経験したことで、役立ったことや良かったと思うこと（対象：全卒業生） 回答者学科
たくさん旅行にいったこと 情報メディア学科
教職とソフトの実習。あとはゼミ。 情報メディア学科
人との接し方、ゴールイメージを定め逆算する方法 情報メディア学科
在学中に夏休みや春休みを利用してインターンシップに参加したことは役に立ちました。 情報メディア学科
在学中に受けた・習得した資格や試験が今役に立っている 情報メディア学科
オープンキャンパスのスタッフ 情報メディア学科
パソコンの知識がついたこと。 情報メディア学科
エクセルとワードの資格を取ったこと。
→会社の人に頼られます。
イベント企画系のボランティア。
→多部署との連携を図るスキルが身につきます。

心理学科

資格の取得 心理学科
就活セミナーで学んだ接遇が今でも役立っていると思います。 心理学科
インターンシップには参加さていてよかったと思います。 心理学科
学内開催の就活セミナー(有料)に参加し、就活に対する意識が高くなりました。キャリアセンターもよく利用させていただ
き、面接対策ができました。

心理学科

アルバイトしていたのは大きかった。学生時代アルバイト経験がなかった同期の人は「働く」ということ自体初めてで、それ
がいきなり1日8時間、週に5日もあることに体も頭もなれず、一ヶ月ほどで辞めてしまった。
コミュケーション能力も大事だと思う。職種によってそれが対顧客であったり、取引先であったり、その部署のチームであっ
たり、必要なのが話す力なのか聞く力なのかも違うと思うが、社会人になると「言葉をつかわない」という日はほぼない。
文章で伝えないといけなかったり、電話口で伝えないといけなかったり、相手が目上の人だったり、気難しい人だったり、そ
れも様々だが、必要最低限の日本語力も必要だとおもう。

心理学科

特にないです。が、強いて言えばアルバイト経験です。たくさんの人と関わるので、学生のうちにコミュニケーション能力を
高めておいた方が楽しく仕事ができると思います。

心理学科

部長の仕事 心理学科
インターンシップや、アルバイトを経験して自分の成長の一部になったと思います。 心理学科
ワード、エクセルは使えるようになってると仕事をする上でとても役に立つ 心理学科
資格 心理学科
カウンセリングの知識などが役に立っている気がします。普段意識することはないですが、心理学科で学んだことがチラッと
頭に出てきたりします。
ゼミで研究した「絵本心理」を活かし、図書の先生に頼んで絵本を購入してもらい、数冊保健室に置いています。

心理学科

心理学科でしたので、心理の勉強を幅広く受講できました。精神保健福祉士の科目に心理学を扱うものがあり、そのその予備
知識になったと思います。

心理学科

良かったことはインターンシップです。体験させて頂く物事で学ぶ以外にも、得手不得手の新たな発見や、社内の雰囲気を理
解できました。
また、堺市立青少年センターでの就労体験プログラムやSST(ソーシャル･スキル･トレーニング)等、校外で行われているプロ
グラムを利用したことも、就活の知識に加え沢山の方々と知り合える場でもあったので、参加して良かったです。
他にも、OSAKAしごとフィールドでは毎月色々なセミナーを開催しているので、それに参加したこともとても良かったです。

心理学科

読書 心理学科
留学 リベラルアーツ学科
留学とゼミでの学習 リベラルアーツ学科
学祭実行委員を経験しておいて良かったと思います。学祭だけではなく、バイトなども色々経験することにより自分はこれが
得意、苦手ということが分かるようになります。それだけではなく、就活の際に話せる自分の強みにもなるのでそういった人
と関わる活動をしておいてよかったと思います。

リベラルアーツ学科

学祭実行委員、体育の授業でのSA リベラルアーツ学科
部活動
特に軽音楽部で人数が多かったのもあり、人付き合いなどの人間関係を築く練習になるから部活は入るべきだと思う

リベラルアーツ学科

インターン リベラルアーツ学科
自分はいくつかの企業さんのインターシップや会社説明会で学んだ事です。
とにかく、多くの講義で学んだ事は悪くないと思いました。

リベラルアーツ学科

バイトしていたことと留学したこと。 リベラルアーツ学科
インターンシップはやっていてよかったです。
いい経験が得られるのはもちろん、面接やESに書くネタになります。

リベラルアーツ学科

目上の相手に対する話し方。 リベラルアーツ学科
留学:機会があるなら絶対にするべき。私の学生生活の中で1番思い出に残っている時間。 リベラルアーツ学科
大学入学後、初めてアルバイト(大学図書館やスーパー)を経験して、お金のありがたみ、コミュニケーション能力などを少し
学べたような気がします。
高校生の時と比べると読書量もかなり増えたので、知識量は、増えたような気がします。

リベラルアーツ学科

コミュニケーション能力。友達が増えた。以前までは抵抗があった活字を読むのが苦ではなくなった。社会の動きに興味を
持って読めるようになった

リベラルアーツ学科

キャリアセンターを頻繁に利用させていただいたこと 食物栄養学科　管理栄養士課程
インターンシップ 食物栄養学科　管理栄養士課程
管理栄養士の資格を持っていた事 食物栄養学科　管理栄養士課程

大学の講義やインターンシップ、アルバイト等それぞれの経験が役立つことがあったように感じました。学生時代に意味がな
いように感じたことでもその経験から前より多様な価値観を受け入れることができるようになった気がします。
私は学生時代に失敗したことより挑戦しなかったことに対しての後悔の方が多いので学生の皆さんには今たくさん挑戦して欲
しいと思います。

食物栄養学科　管理栄養士課程

臨地実習 食物栄養学科　管理栄養士課程
登録販売者の資格をとる際に、管理栄養士として勉強してきたことが役立ったと思いました。 食物栄養学科　管理栄養士課程
勉強は大変でしたが、資格を取れたこと。また管理栄養士は１人現場が多いので周りに話せる人が少なくそういうときは大学
の時の友達に連絡して話を聞いてもらったりするので大学での友達は大切だと思った。

食物栄養学科　管理栄養士課程

衛生管理、HACCPの内容 食物栄養学科　管理栄養士課程
給食経営の大量調理、栄養アセスメント、病院実習、臨床実習 食物栄養学科　管理栄養士課程
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合説で色々な分野の企業の話を聞いたこと 食物栄養学科　管理栄養士課程
解剖生理、生化学、人体の授業を真面目に受けていたおかげで登録販売者の勉強に苦労しなかった。 食物栄養学科　管理栄養士課程
学生の内に様々な経験をすること。自分のキャパシティと相談しながら。それはきっと役に立つでしょう 食物栄養学科　管理栄養士課程
アルバイト。国家試験合格。いつでも挫折しそうに嫌なったりすると、そこは頑張れたからって思える。 食物栄養学科　管理栄養士課程
ボランティアやコンテストたくさんのこに参加・挑戦すること。 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
合同説明会等で、たくさんの企業の説明会を聞いたこと(その企業に興味あるなし関わらず) 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
何でも取り敢えずやってみようとしたこと(受講、資格取得、ボランティア活動) 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
教員とすれ違うときに、挨拶を徹底して行ったこと。
取引先の方がよく出入りするので、挨拶できないと恥ずかしいと思う。

食物栄養学科　健康実践栄養士課程

留学等、色々な人と関わっていたことによって、仕事で出会う人達の多様性を認めることが出来ていると思います。 キャリア英語学科
ビジネスマナー講座 キャリア英語学科
半年留学を経験してから外国人への恐怖心がなくなった。 キャリア英語学科
在学中にもっとしておけばよかったと思うこと、身につけておけばよかったと思うこと（対象：全卒業生） 回答者学科
もっと旅行にいけばよかった。 情報メディア学科
社会人としてのマナー 情報メディア学科
資格の勉強をもっとしとけば良かったと感じてます。 情報メディア学科
友達との交流、思い出作り 情報メディア学科
資格の勉強 情報メディア学科
新聞を読むこと。資格の勉強をするべきだった。 心理学科
アルバイト等で様々な職業体験
学部の勉強

心理学科

勉強 心理学科
幅広い分野に興味を持ち、将来について早い段階から考えておけば良かったと思っています。 心理学科
社会人になって、「こんなに自分の時間って無いものなんだ」と感じた。あと、友達と会うたびに「こんなに安らぐものなん
だ」とも思う。
私の場合、休みの日はバイトにあてていたので、もっと遊んでおけば良かったなと思う。バイトで得られたものもたくさんあ
るけど、学生時代は短いので、もっといろんな人と関われば良かったなと思う。
逆に、「大学生のときはなんの勉強してたの？」と聞かれた時に上手く答えられないので、もっと勉強にも本腰を入れておけ
ば良かったなと痛感している。

心理学科

ボランティアやサークル、バイトなど友達以外の人との交流をもっとすれば良かった。社交性を養うべき。 心理学科
SPIを用いて算数の復習など。物流業界で働いているので、坪計算、時間の計算など必須となってきます。２年目の現在も苦
戦中です。

心理学科

コミュニケーション能力や、幅広い層の方との交流 心理学科
遊ぶこと 心理学科
心理学の基礎 心理学科
就活を早く終えることよりも納得する企業を探せる方がいい 心理学科
怪我の手当ての仕方です。看護的な知識ばかり勉強していて、保健室で必要な処置が甘いなと痛感しています。育児時短勤務
の先生のサポートで複数配置なので、先生から学ぶことも多くあります。ある程度の怪我の手当てのについてはもう少ししっ
かりと勉強すべきだったなと思いました。

心理学科

ボランティア 心理学科
見極める力 心理学科
コミュニケーションを円滑にする方法を学んでおけばよかったなと思いました。 心理学科
お金の勉強 心理学科
化粧品の知識。
やりたい事や仕事を決めておく事は難しいが、好きな事や興味がある物など自分自信を知っておく事で就職活動や企業が絞り
やすくなる。

リベラルアーツ学科

資格取得 リベラルアーツ学科
旅行 リベラルアーツ学科
海外旅行と勉強です。やはり長期休暇があまり無いので旅行はお金が無くても行っておくべきかなと思います、特に世界の事
情は変わりやすいので今後行けなくなる国もあるかもしれませんしね。
勉強は上記にも記載した通り、特にExcelの勉強です。あとは人間関係においてマナーなども求められてくるので勉強は必須
だと思います。

リベラルアーツ学科

ワードやエクセルなどのパソコンスキル リベラルアーツ学科
悩んでも自分で立ち直せる力、何事も確認する癖 リベラルアーツ学科

語学です
講義自体めんどくさいと思うこともあるだろうけど、それでも語学はしっかり受けてしっかり身につけた方が良かったと思う
今の時代専門的なことは後からでも言葉を知ってるだけで有利になれる

リベラルアーツ学科

就活 リベラルアーツ学科
資格を取っていれば良かったと自分の中で後悔してました。 リベラルアーツ学科
英語勉強しておけば良かった。 リベラルアーツ学科
色んな業種のアルバイトをする、インターンシップにもっとたくさん行く、面接のときに話せそうなネタ作りに励む、勉強を
する、お酒を飲めるようになっておく

リベラルアーツ学科

アルバイト。 リベラルアーツ学科
部活動。いまはバイトだけをしていたことを後悔している。 リベラルアーツ学科
何もかも中途半端な状態で卒業してしまったので、語学などの勉強や就職活動をしっかりやっておけば良かったですし、サー
クルに入って、友人を作りたかったです。

リベラルアーツ学科

サークル活動。外国語の習得 リベラルアーツ学科
人脈づくり 食物栄養学科　管理栄養士課程
前もって自分の未来を見つけておく事 食物栄養学科　管理栄養士課程
対人能力を身につけておいておけば良かったと思います。学生時代には自分合う人とだけ関わっていても生活することができ
ますが、社会人になると苦手な人間と上手くコミュニケーションをとらなければ、仕事をすることは難しいです。学生時代に
人と関わることを心がけ、多くの人とコミュニケーションをとっておけば良かったと感じます。

食物栄養学科　管理栄養士課程

勉強 食物栄養学科　管理栄養士課程
疲れて帰ったら寝てしまうことが多いので、勉強は学生の間にできるだけしといたほうがいいと思います。働きながらは難し
いです。

食物栄養学科　管理栄養士課程
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管理栄養士と言っても働く場所によって仕事内容が全然違うので、病院での仕事内容、保育園での仕事内容などきちんと調べ
ておけばよかったと思った。
実際に働いてみてこれは思ってた仕事内容と違うと自分が経験したから言えることだと思います。

食物栄養学科　管理栄養士課程

電話応対 食物栄養学科　管理栄養士課程
勉強のみならず、就活でキャリアセンターを利用し幅広く企業研究をすれば良かった 食物栄養学科　管理栄養士課程
受け答え、落ちてもいいので企業の面接 食物栄養学科　管理栄養士課程
英語をもっと勉強するか、留学をしておけばよかった。 食物栄養学科　管理栄養士課程
旅行！！！国内も海外も。 食物栄養学科　管理栄養士課程
読書、勉強する習慣 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
Word、Excel、メール等のPC操作 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
海外旅行 食物栄養学科　健康実践栄養士課程
専門的な特化された知識。 キャリア英語学科
雑学系の講座 キャリア英語学科
英語以外の多言語。その他の資格等 キャリア英語学科
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