
OBアンケート報告書 

設問１ あなたの性別をお答えください
男 124
女 119
合計 243

設問２ あなたは社会人何年目ですか
0年目（４回生） 76
１年目 33
２年目 69
それ以外 65
合計 243

設問３ 就職活動は楽しかったですか
非常に楽しかった 41
楽しかった 111
あまり楽しくなかった 63
まったく楽しくなかった 28
合計 243

設問４ 大学や学校で専攻した内容と就職先は関係していますか
非常に関係している 31
関係している 65
あまり関係していない 66
まったく関係していない 81
合計 243

設問５ 何を軸に企業を選んでいましたか
仕事の内容 109
給料 14
福利厚生 16
働きがい 99
安定 12
企業ブランド 18
その他 47
合計 315



設問６ 入りたい業種はいつごろ決まりましたか
１回生以前 5
１回生 18
２回生 10
３回生 46
就職活動を始めてから 164
合計 243

設問７ 具体的に何で決まりましたか

合同企業説明会 海外インターンシップ 夏のインターンシップ

自己分析 会社説明会 各種説明会

説明会で。業種別の説明会
で会う社員の人の雰囲気を
みて。

会社説明会 合同説明会

大学での専攻を生かす
就活中、ずっと、業種を一つに絞らずに活動していました。たくさんの業
界、会社の説明会に参加するなかで、自分の興味のある仕事は受験す
るようにしていました。

自己分析

説明会 憧れ 合同説明会

アルバイト経験 アルバイトを通して。 合同説明会

成り行き。 仕事内容 社長との面接

企業説明会 自分なりに企業研究してるうちに！
資格試験 アルバイト経

験

合同説明会 たまたま行った会社説明会。 マイナビ

企業別説明会などでじっくり

話を聞いて。
JAEの長期インターンシップ 採用試験を通して。

入りたくない業種は決めて
いたので消去法で。

自己分析
合同企業説明会、会社
説明会

逆求人 昔から決めていた 採用選考中

会社説明会 特定業界の企業の個別説明会に参加して興味を持った 業種は見ていない。

合同説明会 知り合いの紹介、インターン
夏のインターン友だちと
の会話

いろんなバイトを通して 自己分析 説明会

会社説明会 最後まで決めていませんでした。
自己分析で、自分が何の
ために働くかを考えた結
果。

企業説明会 説明会 会社の説明会

会社説明会、企業（業界）研
究

説明会 説明会

将来のビジョンを見据えて 説明会 先輩訪問

合同説明会、会社説明会 夏のインターンシップ
実際に面接で社員と話し
て。

説明会等 合同説明会
いろいろな方面から話を
聞いて

就職活動を進めるなかで具
体的には特に面接をうけだ
してからです

合同説明会 先輩の話

マイナビの適正職業診断テ

スト
合同説明会

大学の企業説明会の中

で決まりました。

面接 大学での説明会 説明会

3回生の夏に、先輩の話を
聞いて

医療事務 面接で

幼いころから建物が見えて
いて憧れがあった大学に入

り仕事内容を深くしった

自治体や公官庁の個別説明会 合同説明会



学内セミナー 別の機関でのインターン 合同説明会

子供のころからの夢（中学

生）
合同説明会や企業説明会 就職活動全般

学部関連で 社員訪問 就職活動全般

自己分析 志望動機の作りやすさ。 進路指導

手当たりしだい各業種を受
けて

自社セミナー 会社訪問

インターン 合同説明会 アルバイト経験

将来のビジョンを決定したこ
とで決まりました。

合同説明会
中学の頃からの将来の
夢

大学時代に読んだ本から 夢 企業説明会

説明会で話をきいて 留学 インターン

自己分析 企業セミナー

学生用のハローワークに
行って、練習で受けた会
社に内定をもらい、既に
卒業していたので、その
まま入社したため、やり
たい業種はわからないま
まだった。

今までの経験から。 説明会 合同説明会。

学内セミナー 合同説明会 合同説明会

文系分野なら何でもよかっ
たから決まったという感じで
はない

就活本（業界地図、仕事紹介）

2011年6月に森精機とい
う工作機械メーカーを受
けた際だと思います。こ
の会社の選考で主力工
場の見学をする機会に恵
まれ、そこで実際に工場
や製品を見学した際、大
きな衝撃を受けました。
これを機に、BtoBのメー
カーという業種に強く関
心を持つに至りました。

先輩との話し。 業種で絞るという発想自体にあまり共感できなかった 説明会（単独会社）

各社の採用の面接を通じ
て。

企業説明会 インターン、留学

自分のやりたいことを逆算
して。

説明を聞いて将来性を感じたから インターン、留学

阪神淡路大震災の経験か

ら、家庭の団欒の時間を笑
顔溢れる業種にしたいと思
い、B to Cのメーカーを受
けることにした。

合同説明会などで仕事内容を聞いて。
就職しやすい学部の専
門知識をと思い入学した
ため

自分の以前よりの興味事。 説明会や面接を受けて、自身の姿が想像できるかどうか 自己分析と個人面接

気づいたらメーカーばかり
受けてた

会社説明会 家族のアドバイス

説明会 専門学校に入るときに決めました アルバイト

説明会 大学生のアルバイト
学部の授業で興味を持っ

て
合同説明会、企業説明会、

キャリアセンターの先生と

の面談など。

OB訪問などの先輩のお話を聞いて
アルバイトをしていて楽し
かったから

セミナー 人生の棚おろし なんとなく

将来の夢だったから 20のころからの憧れで。 説明会

留学をして外から日本を見

つめなおしたとき
ほぼ卒業前

求人表を見て、興味を

持った。

内定をもらってから決めた ホームページを見て 社長の人柄

興味のある職種は全て受け
た。面接を受けて行く中で
決めた。

専攻していた内容 その企業の実績。



自分の人生を振り返ってみ

て、本当にやりたいことは何
かと考えたことがきっかけで

す。

子供の頃からの夢 会社説明会

インターンシップ 会社の説明会 授業中。

人が全てでした。

設問８ 入りたい業種はいつごろ決まりましたか
１回生以前 2
１回生 7
２回生 5
３回生 26
就職活動中 203
合計 243

設問９ 具体的に何で決まりましたか

OB訪問 面接 面接での応対など

会社説明会 企業説明会
就活が始まってからの会

社説明会。

企業説明会 説明会 採用選考中

企業説明会 内定先の企業のセミナーに参加して！
2回生の半年間のイン
ターンシップにて。

グローバル企業である 会社説明会
夏のインターン友だちの
会話

説明会 合同説明会 面接を受けて

問7と同じ セミナーや面接を重ねて 会社説明会

内定貰ったから。 合同説明会 合同説明会

面接 個別説明会
会社説明会　企業研究
選考中

インターン インターン

将来のビジョンと社長の

人柄で直感でここだと決
めた

企業の説明会などでじっくり
話を聞いて。

企業説明会 会社説明会

決めていなかった。 夏のインターンシップ
会社説明会や社員の雰
囲気

逆求人 各種説明会
選考が進むなかでみえ
てきたのと、あとは内定
をもらってからでした

会社説明会 合同説明会 選考

合同説明会での代表のス

ピーチ
自己分析 説明会や面接での人柄

説明会 会社説明会、選考を通じて。 社員訪問

社風、仕事のやりがい 説明会

幼い頃から建物が見えて

いて憧れがあった大学に

入り仕事内容を深く知っ
た

会社説明会 セミナー 人事との面接 内定者懇談会

会社説明会、社員の雰囲気 店舗見学 社風

説明会や面接を通じて。 企業説明会 説明会

説明会 説明会や先輩の話を聞いて
将来のビジョンを決定し

たことで決まりました。

なりゆき その企業の説明会で 夏のインターン



企業ブランド 友人の影響

専門学校でしたので、小

さいころからの夢と学校

です。
就職活動をしていく中で一

致した
合同説明会 子どもの頃からの夢

就職活動をしていく中で一
致した

趣味の延長を活かしたいと思ったため 先輩の話。

選考で感じた人事の方のレ

ベルの高さ
面接を進めるにつれて

大学入学時のころからの

夢

子供のころからの夢 店員の働く姿。 企業にて面接

子供のころからの夢を就活

を通して具体的に考えたと

き

合同説明会
子供の時からなりたかっ

た

今までの自分の人生を振り

返って、自分のしたいこと、

社会に返していけることは
何か決めたとき（就活はじ

めて半年後）

昔からの夢

子供のころから絵を描く

事が好きで、それに関す

る仕事をしたくてなるべく
近いかたちで決まりまし

た。

合同説明会 自分自身で就職活動に力を入れ始め色々と知れた上で決めました 就活を始める際

合同説明会。業種というより
は人で選んでいました。

読書や、直接お会いした方のご経験を聞く中で発見。 資格の勉強を通じて。

深くは考えなかった。 就活

中の合同説明会や就活ナビ
のサイトを見ていると、雰囲
気がよかった会社が今の会
社。

求人情報サイト
合同説明会で様々な業
種と比べる中で

アツい学生の声 合同説明会、選考過程
心から尊敬する人との出
会い。

勤務先の校長先生に、在学

中に声をかけていただきま
した。

合同説明会 説明会　総務担当者

大学3年の時に受けたイン
ターン

合同企業説明会や各企業のセミナー等
知人の病、不幸があっ
て。

企業説明会 日々生活していて

何をするかではなく、誰と
どのようにするかが私の
軸だと面接中に気づき、

気づかせてくれた企業に
入社。業種は全くもって
なんでもよかった。

合同説明会を回りながら具

体的に絞っていきました
合同説明会 会社説明会

合同説明会、内定者同士の
コミュニケーション

説明会 中学生の頃の留学経験

アルバイト 説明会 先輩の紹介

合同企業説明会 いくつか受けて受かったので 自分できめた

マイナビを見てから。 自己分析、夏のインターン、説明会
業種では選んでいませ
んでした（会社の規模で
選んでいました）

会社説明会 2月以降の面接、グループワークで。
就活を考え始めて決めま
した。

合同説明会に参加して。 企業の紹介を見て興味を持った
説明会等が主。 特に絞
らず、最後まで幅広くみ

てました。
父親の生き様と自分の直
感。

大学4年の5月頃。就職活動を通し、色んな企業を見ていった中で。 選考を受けるなかで。

もともとの憧れだったから。
それを叶えるために大学を
選びました。

企業の募集の広告を見て 人生体験

入りたい業種は決めていま
せんでした。

自分の将来設計を考えたときにどういった職種が最も達成されるかで考
えました

合同説明会



夏のインターンシップ ＯＢの方の話を聞いて 何となく

企業説明会 ＯＢ訪問 いろいろな方面から話を聞いて 会社説明会

個別説明会 面接を通じて 先輩の話 会社説明会

リクルーター面接 会社説明会の中で気にいったところを受けていました。
自社説明会、体験セミ

ナー

大学での説明会 説明会
そこしか内定が出なかっ

た

学内の求人情報 応募先のひとつ 会社説明会

自治体や公官庁の個別説

明会
合同説明会

各社の説明会、選考段

階

OBの人との出会い 社員座談会 世間の評判。

企業説明会やインターン 就職活動全般

ありのままの自分をぶつ

け、それでも採用してくれ

た企業との縁。

内々定したとき。 就職活動全般 就活セミナーを通して。

企業ブランド。 職場見学 説明会

内定をもらってから、職場

訪問の機会をもらい、やり

たいことが実現できるフィー

ルドがあると確信できたこ

と。

複数内定した企業の中から選択 OB訪問

会社の説明会や面接 インターン 説明会

合同説明会 合同説明会
会社説明会など、接点を

持つことによって。

夢

上記の質問と同じく、2012年6月の森精機の選考で工場見学をした際。

これをきっかけに、「世界的に展開していて、かつ、様々な分野に関われ

るBtoBメーカー」というものが、自分の働きたい企業像になりました。ま

た、その後、9月中旬に内定を頂く日までも、入りたい企業を描くには重

要な日々でした。9月中旬に内定を頂くまで多くのBtoBメーカーを受け、

落ち続けましたが、そのような日々の中で多くの企業・技術に関する知

識を得、様々なBtoBメーカーの技術が自動車・家電・インフラという分野

を超えて広くモノつくりを支えている実態を知るに至り、「やはり、自分は

そのようなBtoBメーカーで働きたいのだ、なんとして、そのような会社に

入らねば」という気持ちが明確化したように思います。2012年6月当時は

BtoBメーカーの中でも工作機械メーカーしか見ていませんでしたが、

2012年8～9月ごろには、自動車部品メーカーや電子部品メーカーと

いった企業にも、「世界的に展開していて、かつ、様々な分野に関われる

BtoBメーカー」としての可能性を見出し、入りたい企業の一つになって

いました。

面接を通して人の魅力に

ひかれた

留学 説明会 先生のすすめで

インターン、企業セミナー 留学
働くひと達が魅力的だっ

たため

説明会 留学 リクルーターの人柄

合同説明会 一番早く決まった企業に なし

会社説明会、四季報 自己分析をしている中で決まりました。 講師と仲良くなったから。

入りたいと思う会社の人(人

事のみならず、営業の人、

経営者など)の話をし、比較

するなかで

家族のアドバイス 内定を貰いました

企業説明会 面接みたいなのを受けて。 働いていての雰囲気

説明を聞いて一生働いてい

ける会社だと思ったから
面接みたいなのを受けて。 ホームページを見て

特にここというのはなく、入

りたい業種の企業をたくさん

受けた感じ。

教授の紹介 仕事内容、場所

やる意義が感じられたから セミナー インターンシップ 友人の影響

会社説明会 説明会
会社の考えに共感したか

ら



会社訪問 内定通知
自分のやりがいや仕事
の内容

会社の規模 企業名 面接を進めるにつれて

個々の企業の説明会 企業説明会、面接で携わる社員の方を見て。
行きつけの店。店員の働
く姿。

企業説明会 企業ブランドＣＭに出る頻度が増えたから！

人事の方々の表情、社

内の雰囲気→つまり、人
です。

説明会 自己分析、企業説明会、実績(会社が過去にやってきたことを知って) 未定

上記理由により、決まらな
かった。

自己分析、企業説明会、実績(会社が過去にやってきたことを知って) インターン

入りたい企業の会社説明
会。

初めから決めていました。
説明会に何回か行って
雰囲気を見てから決めた

面接 先輩の話。 企業説明会

求人表を見て、興味を持っ
た。

説明会と業界研究 職務内容と人の魅力

説明会 面接 見学にいって

その企業の実績。 人からの紹介で

自分でアルバイトで働いて
みて決めました。

たまたま面接を受けた会社に合格。でもそのときの仕事が今の基盤に
なっている。

軽い面接。 夢が実現できること

設問１０ 就職活動中は何が一番不安でしたか
職業選び 40
エントリーシート 30
自己分析 22
情報収集 18
面接 77
筆記試験 38
グループディスカッション 27
その他 38
合計 290

設問１１ その不安はどうやって解消されましたか

企業研究 何回も受ける 面接練習

SPIを勉強しまくる 友達や兄弟、就活で知り合った仲間、および就活サイト 友人との情報共有

解消されず終わりました 解消されず 数をこなす

とりあえず面接うける 相談すること
様々な説明会に行ってみ
る

場数を踏む 繰り返しと開き直り
面接を重ねて行く内に解
消された。

何回も面接をすることで
先輩に相談にのってもらいました。 友人と会って情報交換したり、他愛
もない会話をして。

勉強、先生に相談

キャリアセンターに通った 練習 友人、学内の就職相談

不安なんてなかった。受か
る自信しかなかった。

内定を取ることで
ハローワークや大学の就
職支援室での面接練習

何回も書き直す 自分が率直に思ったことを発言すること
根本的な解消はされてい
ない

大学の先輩や、社会人の方

からアドバイスを聞いて解
消されました。

不安がない。
友達と一緒に情報共有し
てました

友人先輩などに相談した
り、アドバイスをもらった。

グループディスカッション嫌いはなおらないので、ありのままの自分で臨
む

自ら足を使い情報を取り
に行く

内定がとれたら。 就職課や先輩の話。
友人に見てもらいコツを

つかんだ。



解消されていない 解消されていません。

説明会を聞いたり、面接

で企業と話すうちに解消

された。

回数をこなして行くと自然と

慣れた。
特に不安は無かった。

練習したり、自己分析や

企業分析をしっかり準備
した。

面接で自分自信をアピール
できる会社を選んだので、

筆記試験のみの審査をする
会社ではなかった為、問題

ではなくなった。

社会人の人たちとの会話の中で 周りの人と練習

情報収集をして 数を重ねること 場数をこなすこと

数をこなして場慣れする 大学で実施された模擬面接の講座

場馴れと「上手くいかな

いときは縁がない」という
開き直り。

無事通過した時 キャリアオフィス　身近な大人（社会人）の人に見てもらう
結局、解消はしません。
今も、面接苦手なので

(笑)
鏡を見ながら練習したり、リ

ラックスできるものを持ち歩
く(飲み物、アロマなど)

特に不安はなかった
いくつもの質問に答える
ことで。

自分で納得がいくまで、全

てをやりきることです。
友達と協力し合った

大学がやっていた練習、

自宅で練習する。

勉強した。 とにかくいろいろ見てみる、動いて不安要素を解決していく
ひたすら勉強。パターン

解析

練習
自分の足を運んで自分の目で確かめた直感ネット等の情報は参考とし

ては活用していました

面接などで話をしている

うちに
自分のおもっていることを素

直に書く
とにかく説明会に行き社員と話す！

社会人の人に相談して解

消された

慣れ 面接の練習をしたり、論理的に考えて話す練習をした。
練習で複数の企業を受

験した

自己分析 友達、先輩と面接練習をやることで解消した。 解消されてない

社会人(特にNPO法人JAE)

への相談
勉強 解消されてない

SPI本などの問題をひたす

らこなす
数をこなすこと

死ぬ気でやっても死なな

いから死ぬ気で頑張れと
いう友人のメール

解消されていない 転職サイトで情報収集することにより 特に解消はされていない

回数を重ねることで 慣れ インターン

考え、行動、現実みる、考

えーの サイクル
場数 読書。人と話す。

解消されず。今思うとただ闇

雲に苦しんでいたと思いま
す。

回数こなすこと
いろんな業種の説明会に

いって解消された

あんま考えないように自分
の気持ちをコントロールした

友達へ相談＆フィードバック 練習

自己分析を綿密に行う。 場数をこなす

とにかく一人暮らしが出
来る環境を求めた＋卒業

後の進路が全く決まって

いない状態になって初め
て、決まった場所で頑

張ってみようと思った。な
ので、就職活動中はずっ

と不安だった。

今の自分は過去の積み重
ねだと割り切った。

練習 数をこなす。

先輩に何度も添削してもら
い、第三者にも読んでもら
いながら、伝わりやすい文

章構成を考えた

就職活動をし続けることで気がまぎれた。 練習。自己啓発本。



当たって砕けてた 友人への相談、みんなの就活

最後の最後まで解消され
なかったように思いま

す。ただし、友人に相談

したり、模擬面接をした

り、面接を受けた後に自

分なりに面接を振り返
り、良かった点と悪かっ

た点を発見し、改善点を

見つけ出そうとするなど、

不安をできる限り解消で

きるようベストは尽くして
いたように思います。

友人との会話 すいません。そもそもあまり不安という感覚にはなりませんでした。
同じ就活生との交流、社

会人の方の模擬面接

とりあえず頑張るしかない 回数を重ねること 友人と模擬面接をした

なし。 経験あるのみ 友人と模擬面接をした

情報が錯綜していて、様々
な情報で溢れていたが、結
局は自分を信じるしかない
と思い、吹っ切れた。

最後まで解消されなかった。 数をこなしてふっきれた

未解消 アドバイザーの助言

自分で壁を作らずに様々
な業種の説明会や面接
に実際に参加し、体験す
る事で徐々に解消されま
した。

内定がなかなかとれない不
安は、内定をとることでしか
解消できない

OB訪問
面接の準備をすることで
解消しようとしたが、最後
まで解消できなかった。

未だに解消されてないけ
ど、もう開き直った。

親や友人と話をしたりして。 特に解消せず。

数をこなす 書き続けていくうちに慣れてきて 特に解消せず。

勉強 繰り返し練習
自己分析や面接を繰り返
すことで解消された

何度も社会人の方に練習さ
せてもらった

やってみたらなんとかなりました。

担任の先生にシミュレー
ションをしてもらい、アド
バイスをもらい自信をつ
けました。

同じ目標を持つ友達と練習
し合った

その場しのぎ
親や友人に協力してもら
う

内定通知 なし 不安はとくになかった。

勉強した 覚えていない
あたってくだけろの精神
何とかなると思って

あらゆる手段で情報を集め
た。

特になし
めっちゃ何回も書きまし
た。

グループディスカッションは
諦めて、得意分野をのばし
た。

勉強を頑張った＆シュミレーションを繰り返し行なった 数をこなす。

根性 自分で勉強しました。
大学のキャリアセンター
への相談

根性 友達や先輩に相談 特になし

ここだと決めていたこと。 当時の西原店長の御話。自分を必要としてるのがわかりました。
解決はまったくされた認

識はない

回答なし なし 慣れ。

周りの人、企業の方とのコ

ミュニケーションを増やすこ
と。

してない

自分よりも頭の良い人が

沢山いたので、おじけず

きそうになったから。自分
の長所である笑顔だけは

誰にも負けない

自分の軸を見つけること（自
己分析） 面接は数をこなし

て準備と反省をくり返す

何度も面接を受ける中で慣れていった。 事前の準備



なし 面接を重ねるうちになくなった。友人と練習した。 また解決していません

先輩との情報共有 なし なし

設問１２ 就職活動中相談した相手は（複数回答可）
親 107
先生 66
先輩 101
友人 142
その他 52
合計 468

設問１３ 大学の就職支援を活用しましたか
はい 131
いいえ 112
合計 243

設問１４ それは役に立ちましたか（１３ではいと答えた方のみ）
とても思う 36
まあまあ思う 76
あまり思わない 34
まったく思わない 32

設問１５ 就職活動をしてよかったことを教えてください

色んな社会人の方との人脈

が増えた。
希望の職種につけたこと。

多くの企業のビジネスモ
デルを理解することがで
きた

自分を改めて見つめ直すこ
とができた人からの評価の

重要性がわかった社会人に
なる自覚がうまれた

社会の仕組みを知ることができた。 人脈が増えた。

いい面も悪い面も含め自己
分析ができたと思うし、自己
成長に繋がった。また、周り
の人達に感謝することがで
きた。

人事の人や社長の話を聞いて色々なことを吸収できた 自分を考えたこと

自分の違った面に気づけた 自分の価値観やら、生き方なりが確立できたこと。
世の中にある、多くの業

種。人を知れた。
コミュニケーション能力が向
上したこと。

自分をふりかえる事ができた 自己分析

考えが大人になった気がす
る。

一緒に働きたい人に会えた 自己分析

一期一会の大切さを知った
他大学だけれど、同じ職種に興味をもっている友人に出会えた事と、
様々な業界の社会人とお話する機会があったこと

何に対しても積極的に
なった

世の中緩い。 自分よりすごい同級生が多く、刺激を受けられる。
自分の人生における価値
観がはっきりした。

自分のことを前よりも知れ
たこと

様々な業界に触れたこと、他大学の人達と情報交換や交流ができたこと
で視野が広がった

自分が見えてきた。 社
会人としての心構えがで
きた。

世の中に、どんな仕事があ
るのか知ることができた。

自分の存在と、将来の覚悟ができた。 色んな視野が広がった



いろいろな業種について知
ることができたこと。

自分についてよく知ることができたこと
いい人生経験になりまし
た。

なし。
就活仲間と出会い、お互いの将来について語り合ったことで、様々な物
事にたいして広い視野をもてるようになったこと。

自分を見つめ直せた。
世の中の知らなかったこ
とを知って、視野は広
がった。

色々な業界に詳しくなった 見識が広がった
仲間ができたこと いろん
な企業を知れたこと

沢山の企業を知ることがで
きる。

いろいろな会社があり、いろいろな働き方があることを知ることができた
こと

多くの人に会い、価値観
を広げ、働く価値観をブ
ラッシュアップする。

自分のアピール箇所を見い
だせた事。自分自身を見つ
める機会が出来た事。新し
い出会いがあった事。

自分を見つめ直せたこと
社会の仕組みを知ること
ができたこと。

自分とは違う考えの人と出
会えた

新しい人との出会いや、自分の将来と向き合うことができたこと。
就活を始める前と比べ
て、自分がやりたい事
が、具体的になったこと。

自分が知らない世界や仕事
を知り、視野が広がったこ
と。 普段は何気なくみてい
たCMや使っていた物など
が、人々の努力と試行錯誤
を経て形になったとういう感
動を味わえたこと。

自分の生き方を考えさせられたこと。
色々な業界を知る事かで
きた

自己分析を通して改めて自
分について知れたこと、 新
たな出会いがあったこと

腹を括れた 業界研究

自分に自信がついた。たくさ
んの人に支えられて、今ま
で以上にたくさんの方から
の愛を感じることができた。

今までの自分を改めてみつめなおすいい機会になったとし、社会勉強に
もなったと思う。

よい経験になった。

今まで知らなかったことをた
くさん知れた。これまでろく
に挫折したことがなかった
ので、多くの企業で不採用
通知をもらい続けたことも、
いい経験になったし、根性
がついたと思う。

卒業後の安定。
就職活動中に友達が増
えた。企業側の人と仲良
くなった。見識が増えた。

社会人としての下地が出来
たこと

とくになし。 特になし

就職できたこと いろんな企業や人に出会えたこと。 今の社会の魅力に気付けたこと。
自己成長できたこと。 新
しい友人ができたこと。
社会を少し知れたこと。

人前で話せるようになっ
た！

自分を知ることができた。

様々な人と知り合うこと
が出来、また支援してく
れる人・尊敬できる大人

を見つけることが出来た
ことです。

人生の厳しさを知った。 色んな企業について勉強できたこと。自分を客観的に見れたこと。
自分自身を知ることが出

来た

世界観が広がった 将来を真剣に考えられたこと
自分を見つめる機会にな
る。

いろんな考え方の人と出会

えたこと
色んな業界の人と自由な立場で話せたこと。

いろんな人の考え方に触

れることができたこと。

様々な社会人の方にお会い

でき、会社のことを知れた
特になし

自分と向き合うことがで
きた知り合いが増えた業

界、企業研究ができた

いろんな業界を見れたこと。 少しは社会が見えたこと。 興味のあることが増えた



視野が広がる。学生から一
歩前に進める。

会社で働くイメージができたことと色々な職業があることがわかったこと 社会を知れた

見識が広まった 改めて自分の得意不得意を把握できたこと

自分のことを改めて考え
るきっかけができた。 将
来について考えることが
できた。 自分と向き合え
た。

自分自身について客観的に
振り返れたこと。性格的特
徴を明確にできたこと。

自分のセールスポイントが明確になったのと、企業が何を求めているか
がわかった

社会の建前がよくわかっ
た。

いろいろな人に会えた。他
社を知れた。

自分のことを知ることができる。いい面も悪い面も含めて内省できる。
人との出会い。企業との
出会い。

色々な人に会えるので様々
な価値観や働き方を学ぶこ
とが出来た

将来について考えられた

当時は良かった事はない
が、その後就活をしな
かった後悔を後悔して、
今の原動力となってい
る。

社会人経験の予習ができ
た。企業について調べるな
かで幅広い業態を理解出来
た。

頑張ってた頃を思い出す
友達と頑張ることができ
た

自身の意識の低さに気づけ
た

頑張ってた頃を思い出す

完璧主義だったが、少し
肩の力を抜く習慣がつい
た。とりあえず履歴書出
したから、今日はオッ
ケー、くらい。

色んな人に出会えたこと。
自分のことがよくわかったこ
と。

世にある多くの会社が何をしているのかの理解 自身の人生のビジョン、
目標と現実味をもって向き合うこと

自己分析ができた事。

自分の見聞を拡げる事が出
来た

いろんな人に出会えたし,いろんな企業があることを知ったこと
多彩な業種にたいして興
味をもてた。

自己の分析ができた。 自分を表現すること、今までの人生を見直すのによかったです。

１：様々な企業・技術を知
れたこと。 ２：企業に落ち
続けた際に、自分は何が
いけないのだろう？と本
気で悩んだことで、自分
と向き合い、それまでは
気づかなかった自分の悪
い点（そして良い点）に気
づけたこと。 ３：何人か
の友人や先輩に胸を割っ
て話し、相談する中で、
自分の中で信頼でき、頼
ることのできる方が増え
たこと。 ４：精神的にタフ
になり、人間的に成長で
きた。

教養知識が深まった
様々な企業のことを詳しく知れたこと、知り合いが増えたこと、自分を省

みれたこと

人とのつながりができた

こと

ごく一部だけど社会とは何
か分かった。

多種多様な仕事があることを知り、視野が広くなった
いろいろな人に出会えた
こと

社会に出る準備ができたし

自分のことも知れたこと
いろいろな業界の仕事内容を知ることができた

いろいろな人に出会えた

こと
自分を見つめ直す機会を持

てたこと。
自己分析が細かに出来たこと。 少し根性がついた

社会を知りたいと思えた。 色んな人がいると知ったこと
人生観が広がり、人とし
て成長出来たと感じてお

ります。

社会に出るための準備が出
来た、

どのような企業があるのか、どのような仕事があるのかを知ることができ
た。 働いている色んな方の話を聞くことができ、仕事に関する色んな考
え方を学ぶことができた。

特になし



あまり熱心には取り組めな

かったが、就職先が無事に

決まり、そこでの仕事が概
ね満足できるものであるこ

と。

人との交流が広まった。 色んな人に出会えたこと

自分の人生について考える

ようになった。

いろんな企業が見れた。 面接での緊張感を味わえ、幾度となく練習でき

たこと。

いろんな仕事について知
れた、年代問わず多くの

人と出会え、お話できた

自分の人生について考える

ようになった。

自分が生きていく中で生きがいとなりうるものを自分なりに考えて、行動

にうつし思うような結果を得られて、自信につながった。

自分を見つめ直したり他
の学校の方と情報交換

ができました。

自分の過去や未来について
考えるよい機会になり、自
分についての新たな発見が
たくさんあったので、とても
よかった。社会人になる上
で必要なスキルが身に付き
人として成長も、できたよう
に思います。

自分が生きていく中で生きがいとなりうるものを自分なりに考えて、行動
にうつし思うような結果を得られて、自信につながった。

色々な仕事、人と関われ
たこと

色々な企業が知れた社会
人への心構えができた

自分がなにをしたいのかを具体的にできた。 特にしてません。

自分を見つめ直すきっかけ
になった大切な仲間ができ
た

自分とじっくり向き合えた少しでも社会を感じることができた。
一生懸命になれたし、考
えたこと！

社会人になる心の準備がで
きた

自分の人生を振り返ることができた。社会を知り、いろんな人とであうこ
とができた

色んな話を聞けた

たくさん学べることがあった いろんな会社の仕事内容を知ることができたこと

自己分析でそれまでの
人生を振り返りこの先で
何がしたいのか徹底的に
考えられたこと。

出会い あまりしていない
視野が広がった。考え方
が変わった。

打たれ強くなった。 人とのつながりが大切だと学べました。 知識が増えた

自分を見つめ直すことがで
きた

人との出会い 忍耐強くなった

特にありません。 社会人になるきびしさがわかった。 成長できた。

特に具体的に活動していま
せん

良かったと思えることはなかった記憶がある 度胸がついたこと

就職できたこと 人に自分をアピールすることができるようになった。

いろんな人に出会えたこ
と人前で話す力がついた
こと大阪に詳しくなれた
自分のことを見直すきっ
かけになっ

いろいろな業種をみれたこ
と。

会社が求める人材はその会社の方針に多いに関係することがわかって
よかった。

社会は頑張っている人を
応援していることが分
かったことです。

設問１６ 就職活動中一番つらかった事はなんですか
職業選び 28
エントリーシート 53
自己分析 28
情報収集 24
面接 74
筆記試験 39
グループディスカッション 25
その他 74



設問１７ その時、どのようにして立ち直りましたか。

がむしゃらに頑張る これは辛かったけど、問題をひたすら解きました！
筆記試験がない企業を
中心に受けた

勉強した 信頼している人に練習をして頂き、自信をつけた。 回答なし

就活経験済みの先輩や、就
活中の友達にアドバイスを
もらって乗り越えましたが基
本、不安定な精神状態のま
までした。

本当に何がしたいのかがすぐに出なかったとき。 親友のチカラも借り
て、分析をし続けた。

他人の話を聞く。 気分転
換する

ゼミの先生に添削してもらう
逃げずに、このことととことん向き合った。 友人や先輩や教授とも様々
なことを話した。

特になし

忙しい中に趣味の時間を作
る

自分の好きなことをしたり、運動をして気を紛らわした。
正しいこと、良いことが認
められるわけではないと
理解することにより

第一志望が落ちたが割り
きった。

友達と飲んだりして。 日にち薬

特に辛くはなかった 失敗した時の具体的な反省と、次回のリカバリー方法を考えること。 場数。

辛いと思った事がなかっ
た。

辛かったこと＝タイムマネジメントだったので、例えばアルバイト先の店
長に相談して時間をつくる、等で解消しました。

自分の目標について考え
直した。

苦手な分野を無くすように
勉強

本を読んでメンタルの意識を変えた。 進路支援の助言 友人への相談

大学の就職支援を利用した
り、ディスカッションの練習
に選考を受けて、自信をつ
けるようにしました。

金銭面の問題だから割り切った 人に相談

終わったことはすべて忘れ
る！

最後まで立ち直らなかった。でも友達と会うことで解消した。

不合格の企業や業種に
は適性がなかったという
ことと気持ちを切り替え
た

無理矢理立ち直ろうとはし
なかった。

友達に相談する。(ポジティブな人に)そして熱い話をして飲んで、モチ
ベーションをあげる。

ポジティブシンキング

立ち直っていない 仲間や家族に相談して。 気持ちの持ちよう

とにかく誰かに話す。 全部楽しかったです。 友人との意見交換

とりあえず、自分でできる事
を見出だし、その事だけに
のめり込んでストレスを溜
めない。

就職するという強い気持ち

練習の繰り返しと休養・リ
フレッシュ。またキャリア
カウンセラーや友人と不
安について話すこと。

先輩からのアドバイス 勉強した。 特になし

苦手は苦手として受け入れ
た。

友人と話して気分転換！ 内定もらえた時の自分をイメージする！

他の人と比べないように
自分は自分だと思うよう
に心がけた。 人生の先
輩である親に相談した。

自力で書き上げた 就活そのものが嫌だったが、内定が出てくるとテンションも上がった。 回答なし

立ち止まっていては次に進
めないと何度も自分に言い
聞かせた。友人に相談。

人に話す。就活中の友達と気持ちを共有する。
立ち直るというか、やらな
いと職がないのだからや
らざるを得ない。

最後の一文字で失敗してし
まったりすると、本当に疲れ
ました。そういうときは、寝る
か、趣味をするかして時間
をおき、書き直すとうまく

いっていたように思います。

筆記試験に関しては、今の自分をしってもらおうとあえて必要以上に努
力はしなかったことにより、自分を伝えることに集中出来た。何が自分の
中で大切かを考えたことによりマイナスを引きずることをしなかった。 企
業を選択する際、親と本気でケンカした。 親父には申し訳なく辛かった

が、自分で選んだからこそ今頑張れてる。

練習とイメージトレーニン
グを繰り返した。

周りに相談して。 勉強！ ポジティブに考えた

とこにかく場数を踏んで経
験を積み乗り越えた。

息抜きを適度にした

説明会などで具体的に
わからないことを先輩な
どから詳しく話を聞くこ
と。



できるだけたくさんの人に自

分はどんな人か聞いた
友人と話して解消

結果がでるまで動き続け

ること

辛いことは特になかった！ 友人と話して解消 とくになし。

自己分析をしっかりした バイトと遊ぶ

悩んでても結果は変わら

ないと考えるようにしまし

た。まぁ、未練は残って

いますが。

信頼できる人へ相談 とにかくやりきった。 友人との会話

周りが上手くいってないの

に自分が上手くいっていて、

なんて声かけすれば良いの

かわからなかった。時間が

解決した。

泣いた。 親に相談した。 友人や人事に相談した。 就職活動を一時的に

やめて放浪した。
ひとに相談していた。

立ち直っていない 考えすぎないで、とにかく動く。

自分の納得いくまで行動

した結果なので辛いが腹

落ち感はあった。納得し

ない上での行動は嫌だっ

たので、立ち直れた

回数を重ね、経験を積むこ

とで
勉強あるのみ。 情報収集

考え行動、 分からないなりに取り組み続けた

自分の立ち居振舞いを

チェックしてアドバイスを

もらって。

ポジティブに考える 結果が出てきたことで立ち直った。 友人に相談した

その他:バイトと就活とのス

ケジュール調整 私は就活

を始めても絶対にバイトの

日数は減らさないと決めて

いたため、突然の面接日程

の発表や夕方までに就活ス

ケジュールを詰め込むのが

本当に大変だった。が、毎

日のスケジュールを分単位

で手帳につけていき、記入

漏れやダブルブッキングが

ないよう細心の注意を払

い、何かにつけ手帳をチェッ

クすることで、バイトを減ら

さず無事に終えることがで

きた。

就職支援の担当者の方と、 何度も話し合いを繰り返し色んな人に読ん

で貰って修正を繰り返し納得のいくエントリーシートを作成した
特に辛いことはなかった

考え悩む開き直る ごちゃご

ちゃ考えないで訊かれた質

問にだけ集中して答える

辛いながらも考えて、動き続けることによって。 特に辛いことはなかった

友達と遊んだり、息抜きを
する

親に相談
これさえ乗りきれば、、と
言う自己暗示

開き直り

精神的には楽しかったのでつらくなかったですが、移動が時間的にも金

銭的にも辛かったです。神奈川にすんでいて、北は福島、南は大阪まで

足を運びました。

大してへこみもせずその

まま

諦めず、とことん全力で取り

組みました。

辛いことよりも、将来への不安が大きかったです。その不安は入社する

までありましたが、やってみないとわからないと言い聞かせ、実際そうで

した。 辛かったときは・・・一人でカラオケに行ってストレスを発散はして

いましたが、今思えば解決策ではなく、それで過ごせていたということは

大して辛くなかったのだと思います。

特になし

自己分析 友達に相談。 読書。人と話す。

なかった 内定先を一つに絞ること

就職活動中に知り合った

人との情報交換を定期的
に行なって、地方に居る

ディスアドバンテージを

減らしました。



自分が率直に思ったことを
発言する

友人に話を聞いてもらう思いっきり遊んで気分転換する 落ち込まなかった

面接で否定的な事を言われ
ましたが、自分の意思を伝
え乗り越えました。

経験と練習 対策を考える。

相性がよくなかった、と開き
直る

本を読んだ
周りのアドバイスをきい
たりして！

筆記試験やGDはとにかく復
習や練習を繰り返しやっ

た。

人に相談して

筆記試験で落ちないよう

に、電車の中などの少な
い時間も活用してテスト
対策をした

立ち直っていません。 やるしかないのでやる！そしたら慣れて苦痛じゃなくなる。
早めに一社だけ内定も
らってたので、何とでもな
るとおもってうけまくった

特に辛いことはなかった。 企業を見て回ること。自分の好きなことに取り組むこと。 友人と飲みに行くこと。

友人との会話 受かって無事働いている自分の姿を想像する！
うまくいかない原因を考
える。

社会人の人とつなげても
らった

特に辛くはなかったです。
痛みを抱きながら就活を
した。

就職活動をしている友達と

話すことで
ヒトカラで歌いまくってた！笑

友達に相談して、気持ち

を落ち着かせた。

大学の模擬面接 悩みながら続けていました。 未解消

とにかく書きまくって、直し

てもらう。 練習する。
特になし

内定がとれない辛さを、

持ち駒を増やすことで紛

らわせた

人と話すること 家族や仲間に相談

立て続けに選考に落ちた

ときが辛かったが、とに
かく前向きに考えた。

友達と話す
暗記ではなく、何を伝えたいのか、を考えるようにしてのぞみました。 面
接の雰囲気は回数を重ねるごとに慣れました。

反省、分析、改善

納得のいくまで考える、相
談するなど。

机に向かうのみ！ 友人と話をして。

量ではなく質で勝負するこ

とにきめたのと、あとは面接
のなかでアピールしようとわ

りきりました

多少の遊び。 相談すること

強いて言うなら家が遠いこ

と。引越しました。
仲間との時間をより多く作った。 友達に相談＆自己完結

面接で落ちたときに新しい

企業を探して気持ちを切り

替えた。

面接が終わってやっとほっとしました。 勉強

特に辛い事はなかったの

で、何もやっていない。
友人と気分転換 済んだことは忘れる。

回答なし 練習あるのみ
ひたすら情報収集するし
かなかった。

無回答 何度も練習 みんなの就活からコピペ

覚えていない いろんな人に相談した
何が理由でおちたのかわ

からないとき

覚えていない 立ち直る必要はない

回りがどんどん選考に
通っていたので,がむしゃ

らに受けて早く内定をも

らおうと思って行動をした

とりあえずがむしゃらに、数
をこなした

自分史作りで自分の良いところを発見 無職はイヤだから

回答なし 勉強
終わったことは仕方ない
と考えるようにした

覚えていない 時間を見つけてひたすら書く。
なんにでも興味を持つよ
うにした

気合い！！ グループディスカッションは諦めた。 情報収集

ひたすらもがく！考える！
そして行動！

根性 親や友人に相談。



回数を重ねるごとに慣れて

きた。
とくにないです。 繰り返し練習

友人からのアドバイス 回答なし
あえて何もしないという方

向にもっていった。

回答なし 友人とコミュニケーションをとる オンとオフを使い分ける

友達と遊んだ 書いて、添削してもらっての繰り返し

立ち直らず、一回諦め

て、卒業に注力した。卒

業後はとりあえず、とりあ

えずで行動して、就職し

た。たぶん就職支援セン

ターやハローワークなど

を利用し、就職のプロに

相談出来たのも、一つの

要因だと思う。

回答なし なかったです
とにかく人に相談して話

を聞いてもらった。

友人に相談 なし 周囲へ相談

先輩に相談にいきました。

一次面接で落ち続けたことが辛かったです。ESは通れど、なぜか、一次

面接が通りませんでした。今の会社を含め、内定するを頂くまで自分は

合計92社受けましたが、そのうち二次面接以降に進めた会社は、10社も

ありません。本当に、一時面接の通過に苦しんだのです。なぜ、20分の

集団面接でそこまでことごとく落とされるのか、一次面接というのは基本

的なコミュニケーション能力と第一印象を見ていると聞いていたので、そ

こまでに、自分はそのような基本的な能力が致命的に欠けているのかと

苦しみましたが、結局、答えはなかったように思います。ですので、毎

回、自分なりに、対策を立てて、全力でぶつかること、そうすることで、立

ち直った（というよりも、腐らないようになった）と思います。 立ち止まっ

てあれこれ考えたら、余計に不安になって動けなくなるように思えたの

で、悩む前に、会社説明会の予約をとりあえず入れるなどして、まず、動

くようにしていました。

就活生、社会人との交流

を通して

ひたすら勉強 空を見る

落ちた理由を考えて次に

生かそうと前向きに考え

た。

数をこなすこと。 とりあえずやってみる。

落ちた理由を考えて次に

生かそうと前向きに考え

た。

専門職なのですぐ決まりま

した。
無視

あきらめかけたときに１

段階ずつクリアしていけ

た為

数をこなした。 慣れ。

悩むより先ずは行動する

という事を心掛け、様々

な説明会や面接にチャレ

ンジすることで、自分の

道を切り開きました。

就職活動している友人同士

で話したり。
自分に自信を持ち、腹をくくりました

就職活動から逃避してし

まっていたが、家族のア

ドバイス等で働くことに対

し、意欲が出た（立ち直っ

た。）。

ない 前向きに考える。 気分転換する。 飲みに行く。友達と話す。 特に何もせず。

立ち直るというより「開きな

おる」ことにした

自己分析は親や友達、キャリアセンターの先生などと話すことで、だん

だんと身に付けていきました。 面接に関してはたくさん面接を受けなが

ら改善していき、試験は全く勉強する時間がなく、実力で受験したので、

自分のレベルにあったところに全力を注ごうと意識した。

特に何もせず。



先輩方がいきいきと働いて
いるから。

独立をすることが目標だから。
人間関係がちょっとつら
いです。

結婚するため 結婚をしているから。※パートの可能性もあり。
魅力ある企業だと思って
いるから

厳しい女性営業職を選んだ
ので、未知の世界でありノ
ルマなどでどうなるのか不
安に感じているため。また、
現在交際中の年上の彼氏と
の結婚や出産を考えた時に
会社の福利厚生はきちんと
しているが、自分自身が続
けられるのか少し不安なた
め。

今は自分の好きなことで起業しているから 特になし

なんとなく 自分の使命は、企業では果たせないから。
地方公務員のリベンジを
しようかとも考えているた
め。

三年後から海外出向するか
ら

少しずつ間かされる仕事が増えてきて、自分を必要とされている自信が
ついてきたから。

その企業で自分がやりた
い事、キャリアステップ
が明確になっているか
ら。

五年ではキャリアがつかな
いから。

仕事にやりがいを感じれるから。 やりたいことがあるから

結婚しているかなーと。
仕事の内容にやりがいを感じられ本気になれるから。 関わる方々が本
当に好きだから。

会社自体五年先が見え
ないから

今のところ辞める理由がな
いでしょ。

経済的、労働時間等の理由で転職をかんがえているため。 回答なし

上海の営業所で働くという
目標があるから

独立をしてるので、天職済み。しかし天職をした今の会社は５年後も続け
たい。

自分自身で妥協せずに
見つけた企業だから

やりたい仕事を任せてもら
えるようになるのに、5年は
かかると思うから。

今が楽しめているから
会社が倒産の危機にあ
る為

長く働けそうな企業を選ん
だから。

転職してます。結婚願望が強いです。
精神的な部分でとても
マッチしていると思うので



激務でない。 職場の人間

関係が良好である。 同僚、

先輩、上司が有能である。
福利厚生、給与、賞与な

ど、待遇に不満はない。 会
社の業績が悪くはないこと。

子育てをしながら働く女性
が実際にいる。

人間関係、仕事内容、がとても合っていて仕事が楽しいと感じるため。 やめる理由がないから

気に入っているため 会社の理念が自分の理念と合致しているから。 そう思いたいから！

自分の理想とする会社であ
るから。

誰からも言われることなく、 自分自身で100％決めたことであるから。
まだ働いていないので分
かりません。

私の勤務する会社はベン
チャー企業である為、ある

程度の実力と経験を積む時
期を目処に就職前から退職

する年を決めているから。

明確な目標があるため 全てに満足

他にもしたいことがあるから 5年で達成できる目標を持っていないから。
どんな仕事でもやってみ
ると案外面白くて一生懸

命になれるから
志望していた業界ではある

が、社風としてベンチャー精
神が強い部分に少し不安を

感じるから。

同じ会社にこだわる必用はないと思うから。でもある程度のスキルや忍
耐力は身に付けてからの方が良いので、2・3年は続けるべき。

他にも経験してみたいこ
とがあるから

働いてるイメージを持てる

かどうかで会社選びをした

ことから

途中でやめるつもりで入社してないから。転職は美学に反するから。

結婚の予定があり、今の

会社は全国転勤のため

転職を考えている。

入ったからにはずっと続け
る。という目標があるから。

なんとなく。

職場の雰囲気が良い。

福利厚生がそこそこ充実
している。 他の分野で働

ける可能性がある。
現時点で会社の方針や社

員の扱いについて、とても
信頼しているし、雰囲気も自

分に合っていると思うから。

今はひたすらに上を目指したいから。
会社統合による整理及び
見直し

あっていると思うから。 小さい企業ながらビジョンが明確だから。
自治体での仕事はやり
がいがあるし勉強になる

ことも多く、楽しいから。

福利厚生が十分ではないか
ら。

別に興味がある職種がある

本当にその仕事が自分

にあっているかは働いて
みないとわからないか

ら。

働きやすい、人間関係がい

い
やりがいを感じているから。

厳しい仕事だがやりがい

があるし、自分じゃないと

出来ない仕事だと思って
いるため。

風通しのいい職場だし、同
期にも恵まれたから！

やりがいを感じているから。 やるべきことが明確。

人がいい会社を選んだから 楽しみが見いだせない 潰れそうだから。

社風が自分にあっている。

やりたい仕事である。
自分の本当にやりたいことがわかったから。

少数精鋭で一人に任され

る責任が大きいのと、型

にはまった働き方以外に
も、活躍できるフィールド

があるから。

5年では、やりたいことをや

れるレベルまで成長しきれ

ていないと思うから。まだま

だこれから、の時だと思うか

ら。

この会社の中でやりたいことがあるから。

長いスパンでこの会社な

ら頑張れると思い、内定

先を選んだから。

金を稼がないといけないか

ら

やりがいがあり、自分が成長すればポジションが確立出来る環境にはあ

るから。
安定してるから。



納得した上で選んだ企業で
あり、かつ会社の方々ね雰
囲気もよく業務内容にも魅
力を感じているため

今の仕事が大好きだからです。今の部署である企画部でマーケターとし
て会社に貢献したいと強く思うから&#8252;

仕事内容に納得している
から

転職、起業、海外旅行どれ
かするはず。5年後、一人立
ちできる予定なので。

簡単に何かを辞める性格でないから

働いている人に優しい人
が多いこと。 給与、福利
厚生と仕事のハードさの
バランスがいいこと。 仕
事が面白いこと。

長期のビジョンを考えなが
ら就活をしていたから

他の組織も見てみたいから。
希望していた業界ではな
いので。

・自分が本当にやりたかっ
たことだから。・私の人生プ
ランに必要不可欠なことだ
から。

仕事が楽しくてワクワクするので。 自分の思い描いていた理想の仕事
内容なので。

自分のやりたい働き方が
あるから

転職は30代と考えているた
め、それまでは今の会社で
頑張るだけと決めたため。

すでに今の時点で退社しているから。笑
上司からのプレッシャー
がきついため。

経験を積むことが必要だと
思うから

いまの会社のために、自分の人生をかけるほどの思いがないから。
自分の存在意義を仕事
を通じて感じているので

まだ経験が足りないと思う
から

現在は幸いにも人間関係に恵まれているので。異動とかあるとどうなる
かわかりませんが。

居心地がいい

ながく続けられる企業を選
んだこともありますが、結婚
などその他の事情で必ずし
も続けていけるとは思って
いないため。

自身の会社の各統括・各部署を経験して様々な価値観に触れたら、より
夢に近づける組織にいきたいと考えているから。

働いてると思うが、どん
なポジションにいてどん
な仕事をしているか想像
できない

やめたところで何もないか
ら。

まだまだやるべきことがあるから。
人脈を広げたり様々な経
験をしたいから。

５年後にあるかわからない
から

人生設計があるため。辞めるのはまだ先。 良くないから

この企業の役に立ちたい。
利用してくれるお客さんに感
動してほしいと思っているか
ら

就活は結婚と一緒だと思う。 完全完璧な会社はないけれど、この会社
の理念、ビジョンに心から共感して、私がこれを実現していく一端を担う
んだ！と思った時に、いい部分もまだまだな部分もひっくるめて会社の
ことを愛せるようになったとき、いろんなことが決まっていった感覚があり
ます。

良くないから

結婚したいから。 ビジョンが明確だから 辞めたから。

それくらい経ってやっと仕事
の全貌を理解できるはずだ
から

自分で見通しを立てているから
年齢的に再就職するなら
5年後は厳しいと思うから

５年ではまだまだ自分がそ
の会社から教わったことを
返せていないと思うので、ど
んどん教わったことを還元
していきたい。

本当に素晴らしい会社だから 起業するから

まだ他に先が見えないか
ら。

よっぽどのことがない限りやめる理由もないし、五年ではまだ結果も残
せないからやめないとおもうので。

起業する為。

人生設計上で、5年後はこ
の会社で達成すべき目標地
点であるから。

会社と仕事と仲間がすきだから。
最高に楽しい仕事なので
クビになるまで働きたい
と思っています。

今の会社は自分の成長の

過程だから

正直今は、仕事が楽しくて仕方ないけれど その分辛さや責任感も1年目
よりはるかに感じています。なので、ある意味自分の心に逃げ道を作っ
て、1年後くらいのことしか考えないようにしてます（笑）

今の現状に満足してるか

ら。

会社に入って現実を知り、
それが将来の自分とマッチ
するか疑問

就職活動を終えたときの自分とは価値観が変化してきたから。 自分の

成長度合いが見えてしまったから。

まだやりたい仕事をして

いないから。

長く働きたいと思うから 独立して起業する予定なので、元々三年くらいで辞めるつもりだから。 自分のプライド。

やりたいことができそうだか
ら

30歳までは頑張るつもりでいるので。

福利厚生がしっかりして
いるので、自分のライフ
スタイルを崩す心配がな
いため



もともと、ひとつの企業で働
き続けるつもりではないか
ら。

社会人として一人前に近づく能力を得る上では良い環境だと思うから
今の会社の業績があや
しいので転職活動をして
いるから

自分のやりたいことをやっ
ている為

今の仕事、会社、商品が好きだから
仕事内容を明確に知り就
活したので！＼(^o^)／

自分で選んだ会社だから。
通過点だから。今いる会社は社会人としての基礎をつくるための通過点
だと考えています。

やりたいことがあるから。
職場の雰囲気も、わるく
ない。

実際に働いてみないとなに
もわからないから。

ビジョンがあるため
経営者が勘違いをしてい
るから。

目標もみえず、想像できな
いからです

キャリアアップを目指しているため。
新たな夢を追いたいか
ら。

どんな会社でも宝物はたく
さん落ちている。見ようとす
るかどうかはあなた次第。

最高の上司に出会い、その上司をどこまでも出世させたいから。 自分
が在りたい姿の人が沢山いるから。

収入面の不満。 成果を
感じれる職に就く。

再就職する大変さを考えた
ら今の仕事を続けた方がよ
いだろうから

安定しているから
会社で働く上でやるべき
こと、やりたいことがどん
どん見つかるので。

社員の方や同期の内定者
が非常に魅力的で、切磋琢
磨できる環境が整っている
から。

転勤が多いので、5年後も今のスタイルで続けることが想像できないか
ら。今の企業に就職してから、理系研究職と事務仕事の両方を経験し、
事務仕事の方がが楽しいから。(今の仕事は研究派遣です。)

起業するから

会社側からの扱いに不満足
な為

今の仕事にとても魅力を感じているわけではないから。 好きだから

留学に行くことが決まってい
るため。

会社が自分に合っていないため。 好きだから

成し遂げたい目標があるか
ら

納得したうえで今の会社に入ったため。 私は、90社受けても内定がな
かった状態で、9月中旬に2社の選考を控えていました。この2社に落ち
た場合、9月中に内定を出すことはほぼ不可能で、10月には内定式が行
われて多くの企業が二次募集を打ち切る以上、10月以降の就活で望む
企業と巡り合うことは無理だと思い、この会社でダメならば、今年は諦め
就活浪人するという覚悟で最後の2社を受けました。そして、その結果、
その片方の1社から内定を頂き、今に至っています。その意味で、この
会社には縁を強く感じていますし、「拾っていただいた」という恩義を感じ
ています。また、良くも悪くも就活をやりぬいた上で唯一内定した会社
だったので、自分は他の会社には行けず、ここしか行けなかったのだと
いう、という妙な納得感があります。また、長らく就活を続ける中で理想と
する企業に関しては考え抜きましたし、内定を頂いた際にも、この会社
はその理想像に近いと認識していました。実際に、入社後もその認識は
間違ってなかったと日々の経験で実感しています。その意味で、今の自
分には、この会社を辞めるという選択肢はほぼない状態です。

5年後は今とは違うことを
学べているのが明確にイ
メージできるため。

今働いている環境に全く満
足していないから。

今を大事にしているので
自分で会社を興したいか
ら

同期と既にすごく仲よしなこ
と、内定式の後の面談で
ずっと働きたいと感じたから

、

入社することによって会
社にいただいた幸せな気
持ちや御恩をかえしたい
からです。

今、楽しく働けているから。 、

尊敬する上司がいるのと

企業の目指しているもの

と自分の思いが一致する
ので。

向いていないから。 、
会社の形態がどんどん

かわっていくので
仕事が楽しいから、やりが

いがある
常に自分を成長させる事が出来る職場だから

この会社でまだ行うこと

がある為

ビジョンにあってる やりが
いがある不満がない、不安

がない働くと決めている

今の仕事に満足しており、これからもこの仕事に携わっていきたいと強く

思っているから
独立をするので

自分に合っていないと思う

からさ
特に現在不満がないし、まだ技術もないため。 ステップします

今、やっていることと将来が

つながっていないから
特に現在不満がないし、まだ技術もないため。 自分が耐えられるか不明



金銭的に安定してるから
長く働ける会場を選んだので、よっぽどのギャップがない限り5年後も働
いていると思う。

最初のイメージと違う

やりたいことがあるから 目標があるから 回答なし

働き甲斐があるから 3年は続けたい！5年後は、寿退社していたい 独立するから

他にしたい事があるから。 仕事で達成したい目標があるから 家庭があるから

やりがいはあるし日々変化
があって面白さもあるけど
プライベートはかなり犠牲
にしている気がします。

まだまだ仕事を完全にこなせてないので完全に近づけるため 楽しいので

規則上５年間退職できない
ため

日々、とても楽しく、自分に向いていると感じているから
働きたい職種だったの
で！

家庭をもって今の仕事をつ
づけれるかわからないから

イメージは岐阜か隣の名古屋の鳥貴族の店長orAMGをしています。
自分のやりたい事をして
いる為

情熱に僕はいま、溢れいる
し、自分に合うようにしてい
く、自信があるから！

今の会社で世の中を明るくしたいから。
趣味と実益は一致しない
と分かったから

まず仕事についていない
（四回生）

結婚していたい なんとなく。

目標にしたい人がいない。 正直わからない。
5年後は会社を辞めて、
独立という夢を追うつもり
だからです

結婚してたいなー この会社を発展させていきたいから
仕事を辞めるつもりない
し、今の会社で頑張って
いきたいから。

働きたいとは思っているけ
れど今後どうなるかわから
ないので

5年後に結婚できないと思うから
まだまだ学ぶことはある
と思うので。

未来が見えるから
可もなく不可もなく、これが一番実は理想なのかもしれないと思うから。
また、今のポジションは働きがいがあり、自分のキャリアに有益だから。

設問２１ あなたは今の会社で10年後も働いているイメージはありますか
とても思う 54
まあまあ思う 71
あまり思わない 57
まったく思わない 61
合計 243

設問２２ その理由を教えてください

先輩方がいきいきと働いて

いるから。
独立をすることが目標だから。

もともとひとつのところで

10年とは考えていません
でした

子どもがほしいから 結婚をしているから。※パートの可能性もあり。
地方公務員のリベンジを
しているかもしれないか

ら。
その職種での女性の数が
非常に少ないから

自分の好きなことで起業しているから やりたいことがあるから

福利厚生が良いから辞めな
いと思う

企業で10年働くことは、自分の人生の目的にそぐわないなら。
自分自身で妥協せずに
見つけた企業だから

転職等を考えてるから。
本当にやりたいことに手をつけられていれば、きっと今の会社はやめて
いると思う。

やめる理由がないから



5年先もわからないのに10

年先なんてわかるはずがな

いでしょ。

仕事にやりがいを感じれるから。 そう思いたいから。

結婚後も働けそうな雰囲気

だから
福利厚生上、女性が長く働きやすい環境のため。 全てに満足

結婚しても働きやすそうな

会社だから。

独立をしてるので、天職済み。しかし天職をした今の会社は１０年後も続

けたい。

子育てとバランスがとれ

ているか分からないから

結婚などの都合でうまく条

件にあっていないと働き続

けるのは難しいと思うので。

10年以上働いていれば、会社に対する想いもより深くなっているから

結婚の予定があり、今の

会社は全国転勤のため

転職を考えている。

激務でない。 職場の人間

関係が良好である。 同僚、

先輩、上司が有能である。

福利厚生、給与、賞与な

ど、待遇に不満はない。 会

社の業績が悪くはないこと。

子育てをしながら働く女性

が実際にいる。

転職してます。結婚願望が強いです。 転勤が多い。

10年後に企業が残っている

か分からないため

今はこれといってないが、なにか他のことにもチャレンジしてみたいの

で、30歳前後でなにかのタイミングによって転職するかもしれない。

自分の出身地の自治体

で働いているので、あら

ゆる仕事を通して地域に

貢献しているというやりが

いがあるから。異動にな

るたびに違う仕事、つま

り違う視点から自分の地

域をみることができて、

新しい発見がある。だか

らいろんな部署を経験し

て地域のことを知りた

い。

様々な経験を通して、途中

でまた新しい目標ができて

違う道を歩むかもしれない

から。

結婚や子育てをしていた場合はわからない。

福利厚生が整っているの

で結婚や出産をしても働

いていけると思うから。

他にもしたいことがあるから 誰からも言われることなく、 自分自身で100％決めたことであるから。
職場に理想とする先輩諸

氏の存在。

働いていたいという気持ち

が今はあるから。
10年近くかけて、達成したい目標があるから。 潰れそうだから。

この会社はキャリアアップ

もできて結婚して出産後の

福利厚生や働き方もしっか

りしていて10年後であろうが

はたらいらているイメージが

もてるから

同上。今は辛くてもきっとよくなる。

少数精鋭で一人に任され

る責任が大きいのと、型

にはまった働き方以外に

も、活躍できるフィールド

があるから。

入ったからには続ける。とい

う目標があるから。
結婚している気がする。

自分の周りの環境も変わ

り、考えが変わっていそ

うだから。

正直会社には何の不満も不

安もないですが、10年後と

なると自分の状況が全く読

めないので。

就活で新しい価値観を見出した様に、社会に出たらより多くの価値観に

触れる。そこで変化が起きてもおかしくはないから。でも、それは決して

後退ではなく前進の変化です。

10年後は今とライフスタ

イルもだいぶ変わってく

るため別の仕事につくこ

とも一つの方法だとは思

うため。

たぶんしている。 絶対つぶれないから。自分が居るから。
結婚や出産をしても続け

やすい仕事だから
経営者になりたいので 自分の家で託児所兼塾を開きたい 10年は無理

新しい働く理由が見つかっ
ている自信があるから。

自分の家で託児所兼塾を開きたい
まだ先を考えず今を生き
ているので

仕事が1番楽しい時！ 楽しみが見いだせない
できればいたいが、何が
あるかわからない



金に余裕ができていると思
うから

自分の本当にやりたいことがわかったから。
大きなイベントがあれば
生活が一変すると思うか
ら

問．20と同様の理由だが、
先のことでもあるため確証
は持てていない

働ける場所があることは幸せだし、
新しいことにチャレンジし
たいから。

自分のやりたいことと、会
社、代表の方針はズレるは
ず。

その前に結婚をしていると思うので、まだ働いているか解らない。 良くないから

対応が社内における自分の
ポジションに拠って変わるた
め。

自分自身マーケターとしての能力を極めていきたいと思っています。 今
の会社は大好きです。ただ、今の会社で力をつけ、30歳以降は何の縛り
もない場所で、自分がリーダーとなって自分自身の力を試したいと考え
ています。

良くないから

10年後には結婚、出産など
して家庭優先の生活をした
いと思っているから。

会社は、原則辞めないものだと思っているから
労働条件が悪すぎる。体
力的、精神的に続けられ
ない。

独立したいから 目標は独立。
いまの企業でスキルをみ
がいたら、次に挑戦した
い。

ながく続けられる企業を選
んだこともありますが、結婚
などその他の事情で必ずし
も続けていけるとは思って
いないため。

自分がこの企業を大きくする下積みを今行っているので。 起業するから

仕事がハードだと聞くから。
家庭とキャリアアップの両立は難しい実態だから。どちらかを諦めないと
いけないから。

起業する為。

企業と自分の体力が持てば まだやりたいことの途中だと思うから。
最高に楽しい仕事なので
クビになるまで働きたい
と思っています。

この企業の役に立ちたい。
利用してくれるお客さんに感
動してほしいと思っているの
で

ただのサラリーマンで終わるつもりはないから。
10年後はパートとかに変
更したいから

公務員になりたいから。
これから仕組みや制度をつくっていく必要があると感じている部分がある
から

何となく。

きっとやりたいことも変わっ
て、起業なり転職なりしてそ
うだから

ビジョンが明確だから
やりたいことを見つけた
らそれを選ぶと思うから。

１０年では自分がその会社
でやり遂げてないことがま
だまだたくさんあると思うか
ら。

見通しは立っているものの、結婚をして子育てをしていたら、一時休業し
ているため。

上記に同じ。しかし、結婚
相手にもよる。

まだ他に先が見えないから 結婚したいから。
キャリアプランを立てた
ので！

人生設計上で、10年後は自
分で会社を経営しているか
ら。

子育て中の可能性はあるが、基本的には働き続けるつもりなので。
続けたいが、結婚や出産
など考えると難しい面も
ある。

社会の変化から 多分働いているだろうけれど、上記と同じ理由です 海外にいるから。

長く働きたいと思うから 30歳を節目に違うことをするつもりでいるので。
収入面。10年先輩の姿
に模範は見当たらない。

できれば、地元で働きたい

から
本当にやりたい事とはイメージがずれるから

第一志望の企業だし、10
年働いてもまだまだその

企業で得られるものはあ
りそうだから。

もともと、ひとつの企業で働
き続けるつもりではないか
ら。

人生一度きりいろいろなせ世界をみたい。
企業側からの扱いに不
満足な為

自分のやりたいことをやっ
ている為

ビジョンがあるため 地元に戻りたいから



自分で選んだ会社だから。 独立するから。
福利厚生が充実してて子
供ができても働ける環境
が整ってるから

結婚、出産など様々なライ
フイベントがあるとおもうか
ら。

結婚・出産というライフイベントとの兼ね合い 安心して働けるから。

ありえないから。 家庭をもって今の仕事をつづけれるかわからないから。
別の進路もあると思うか
ら

チャンスがあれば、同業へ
の転職も考えてると思うか
ら

安定しているから

女性の労働環境改善に
近年とても力を注いでい
るため、産休育休も取得
しやすい。

30すぎに一度リセットしてゼ
ロベースで何をしたいか人
生と向き合いたいと思って
いるので、そういう意味で確
証はない

会社が自分に合っていないため。 起業するから

辞めようと思っているから

10年間は働かないと一人前にはなれない世界だと感じていますし、それ
くらい働かねば、本当に意味での経験やスキルは得られないように思う
からです。 終身雇用という制度が崩れた今、転職し、キャリアアップす
るという選択肢に全く関心がないわけではないですが、いずれにせよ、こ
の会社に長く勤め、成果を出していかねば、結局、他社に行っても役に
立つ人材には案れないと認識しているので、当分は、この会社で働き続
けていきたいと今は考えています。

好きだから。やりとげた
いコトがあるから

様々な働き方を支援してく
れる環境にあるので(世間
一般と比べて)、子育てや副
業などと両立できそうだか
ら。また金銭的理由。

転職したいので
好きだから。やりとげた
いコトがあるから

現時点では一切転職する気
がないから

今よりも自分を成長させてる事が出来る所を求めているから
今の会社の中でしか自
己実現ができないと思う
から。

結婚出産後のイメージがつ
かめない

今の仕事に満足しており、これからもこの仕事に携わっていきたいと強く
思っているから

自分のやることが他にで
きているかもしれない

10年間、同じ場所で働いて
る先輩(女性の)がいない
し、もし結婚してたら辞める
だろうから。

まず10年後をあまりイメージ出来ないが、性格上。
自分自身のライフプラン
に働きながら子育てをし
たいので

結婚も出産も出来ればした
い。でも仕事と両立できる器
用さは持ち合わせていない
ので。

まず10年後をあまりイメージ出来ないが、性格上。
以前作ったライフプラン
では違う仕事をしている
ため

将来の仕事が楽しみである

ため
子どもができたら仕事を離れようと考えているから 独立をするので

ステップします
いろんな経験を積みたいため、転職もありえなくはないと思っているた

め。

もっと違うことをしていた

い。

今が全力だから。 自分のもっているイメージです。 独立してたいなー

魅力がない 先輩が10年働いている人がいないので、具体的なイメージがつかない 辞めない自信があるから

独立するから
社長、部長を尊敬しています。 会社や社員のみんなが好き。勿論バイト

の人たちも。

今の会社で世の中を明る

くしたいから。

10年後まで見ていない
情熱に僕はいま、溢れいるし、自分に合うようにしていく、自信があるか

ら！
家庭を支えたい

楽しいので！ まず仕事についていない（四回生） 正直わからない。

この会社を発展させていき
たいから

今のまま何事もなければありえる。不満がないから。

10年後は会社を辞めて、

独立という夢を追うつもり

だからです

それまでには子供を産んで

いたいから
やりたい事があるためです

仕事を辞めるつもりない

し、今の会社で頑張って

いきたいから。

別の会社で働きたいから。1

つの会社で働き続けること

に魅力を感じないから。

違う仕事をする。



設問２３ 今の自分から就活中の「自分」にアドバイスをするなら何をアドバイスしますか

しっかり三食食べて、しっか
り寝ること。焦っても仕方な
い。

そんなに切羽詰まらずに自分自身を思いっきりアピールするべき。
いろんな人と話して、相

談しあってください。

勉強しろ！ 自信を持て！ もっと、いろんなことを経験したほうがいい
早くから取り組み、視野
を広げていろんな業界に
目を向けなさい

考え過ぎて強張ってしまっ
ていたので、頭で考えるより

もっともっと、行動してほし
い。色んな業界をみてもっと
筆記対策をするべきだった

周りに流されないで！自分を大切に！

もっと考えて人に頼って
ボロボロに早くなってくだ
さい。 必ず最後は笑えま
す。

もっと真剣にしろ ありのままの自分で普段と変わらずポジティブに
ただ行動するだけでなく
よく考えて行動すること

志望度の高い企業は面接
慣れした後半の方に受ける

グループワークでは、難しい問題が出題されても、動揺して意味の分か
らない発言をしてグループのみんなを困らせてしまわないように落ち着
いて、常に冷静に！

妥協は禁物！ 最後はど
れだけ熱意を伝えられる
かだ！

肩の力を抜いて頑張れ
優先順位をもっとつけて、体力の配分を考えるべき。でも、最終的にはし
たいようにして、納得がいくまでやればいい。悔いは残すな！

とりあえず準備はもう少
し早く余裕を持って

人と比べる必要はないです
よ。

諦めずに頑張れ！
視野を広く持つことが大
切。

4月から就活始めたけど5月

でも良かった。
もっと早くから準備をすべき！ 惑わされないように

悩んでもいいから、そこで
立ち止まらないで！

特になし
もう少し、早くから業界、
企業研究をしたほうがい
い。

肩の力をぬいて できることもっとあるはず！
自己分析をもっと早くか
ら深くやろう。

もっと楽しめ！ 自分に正直に 親に報連相しろ

なるようになる。 やりたいことやったらええねえええん！！！
着飾った発言をしなくて
いい。ありのままの自分
で面接を受けろ

遅刻はするな
自分を信じて、情報に惑わされないこと。 他の人の話を聞きすぎないこ

と。

もう少し早めに始めた方

が良かった。

何があっても最後まで信念
を持って追求し続ければ必
ず努力は全部自分に返って
来る！

インターン行ったほうがいいよ。

成功体験なのだが、中小
企業など、年明けから面
接試験をおこなうような
会社を練習も兼ねてたく
さん受けた方が経験を積

める
自分から積極的に人事の人
や、説明会で隣になった就
活生などに進んで声をかけ
ましょう！

地に足ついた考えもした方がいい。
意識的に情報を取りに行
くことを意識する

もう少し時間があってもいい
んじゃない？

もっと様々な企業を受けろとアドバイスする。

企業ブランドなんてどこ
も一緒。 会社は給料と

福利厚生の良さで選べ。
もっと自分のやりたいこ
とを深く考えて動け。すで
に働いてる人から仕事内
容を聞いて実態を把握す
べし。

社長や人事部に会うな。社

員(採用等に関わらない人)
に会え。

自分を信じろ
実現したいことを見失わ
ないでほしい。



好きにやれ 筆記試験対策を早めにする

メリハリつけて、落ち込ま

ない！引きずらない！を

徹底！

「たくさんの社会人に会え」

ということ
回答なし

自分がどこでどのように

働きたいか、もっと具体

的に考えてから企業研究

をしようということ。

もっと積極的に色々な人と
話して！

人の話はよく聞く

やりたい仕事かどうかは
大事だけど、自分に向い
ている仕事かどうかもよく
考えて欲しい。

自己分析よりも、まずエント
リーシートを一枚仕上げろ。

面接対策をすること 楽しんで。

やらずに後悔より、やって
後悔しろ。とにかく前に進
め！

就活は相性で決まる
一連のプロセスを見直せ
と言いたいですかね。

企業の経営状態や経営戦
略的なところもきっちり確認
すること

くうきにのまれるな 素直にいよう

就活中は手を抜くな。 そんなに焦らなくていいよ！
安定してる企業に入りな
さい。

もっといろんな角度から考
えてみるべき。

人生なるようになる。 変に満足せず、やれ。

飾らない自分で！どんな自
分が一番好きか？ 何して
いるときが一番わくわくする
か？ 単純なところに答えが
あるとアドバイスをおくりた
いです

楽しんで
自分の売りを理解して自
信をもつこと

経営状態に対する確認 業界絞らずにいろいろな企業を見ていろんな価値観、考え方を知るべし 自信を持って、堂々と!!

失敗しても気にせず気持ち
を切り替えていけ。疲れた
なら遠慮なく遊べ。

小さな知らない会社でも自分にあっている可能性はある、自分が働く上
で大切にしたいのは何か考えて、広い視野で会社を選ぶこと！

自分を隠さず出せば良い
よ

少し真面目に答え過ぎたか
な。

前向きに！ 頑張れ

もっと視野を広くもって色ん
な会社を見て見たらいいと
思う

めげない。 頑張れ

他の企業も受けてみる 最後まであきらめないで続けるべき！
労働条件をしっかり確認
する。

留学して下さい。 面接は面接官の好き嫌いで大半決まる。
もっと就職する企業の内
情を下調べしてからの方
がいい

自分を信じて全力で突き進
んで欲しいと思います。変
な寄り道・悩みをする時間
はないはずです。

自分のしたい仕事の話や、夢の話ばかり就活中にしていて、業界分析と
か全くしてなかったけど、業界分析や企業分析をもっとすれば、見識が
広がっていたと思う。

自分の好きなものにこだ
わり、周りの人にアドバイ
スを求め続けることが大
切。

そのままでよい。
何も4年で卒業して、社会に出る必要もない。自分をそれまでの人生で

一番強く見つめ直すべき。
素の自分を表現しなさい

そのままで良い。 とにかく自己分析をしっかりすること

企業ブランドにこだわら

ず、自分の興味のある企
業に入るべき。

自分のやりたいことを明確

にして、決断する事
もっとOB訪問すべし!!

筆記試験の勉強を年内

に終わらせること

早めのテスト対策 つぶれなさそうな会社のみを受けるべき 周りに流されないで。

特にない ブランドで会社を選んではならない
納得するまで就職をやめ

るな！
未来と現在と過去の自分を

結んでください。
もう少し、他の会社や周りの人の話を聞くべき。 ポジティブシンキング



自分の弱みに目を向けろ
職種を選ばず就職する事だけじゃなくてその先働いてからのことも考え
るべき。

2月にスタートしたのでも
う少し早く始めればよ
かったかと

面接では演じることが重要 就職活動に熱中するより、学生である間に色んな活動をしてください

入る事が目的ではなく,何
をしたいかしっかり考える
べき。4回生で就職を決
める必要はないし,周りに
惑わされずに自分のペー

スでやるべき。

面接では演じることが重要 もっと勉強はやっていた方がいいよ！

自分が心から行きたいと
思う会社なら大丈夫。あ
と、働くことは楽しいで
す。

周りの雰囲気にのまれない 実際に現場で働くときに大事なことを勉強しておきなさい

残業や人間関係などに

ついても質問した方がよ
い

本当に自分のやりたい事を
もっと追求するべきだとアド
バイスしたいです。

無理するなー。ゆっくりマイペースでやりな。
的を絞らず、広い視野を
もつこと

就職活動は、その活動自体
が自分を成長させてくれる
ものであるので、逃避せず
に、結果はさておき、自己の
成長のために熱心に取り組

むこと。

もっと時間をかけて自分の本当にしたい事を見つけるように。

もう少し下準備をしてか
ら面接を受けなさい。本

番は何が起こるかわから
ないけど、用意は必要
だ！

もっと色んな企業うけても良
いかも。

ネットをもっと使った情報収集 自分信じて

もっと色んな企業うけても良
いかも。

「就職四季報」を読め、です。 最初は、マイナビの「日本のリーディング
カンパニー」や各種会社説明会で情報を集めていたのですが、どちら
も、取り扱われる会社の選択の仕方が恣意的であったように感じていま
す。 大学受験の際には、東大を含め七帝大があって、私大であれば、
早慶上智、その次にMARCHと関関同立と代表的な大学がどこであるか
を分かったうえで、行きたい大学を選ぶものだと思います。おそらく、就
活でも、どのような業界があり、その業界の代表企業はどこか、というこ
とを、認識したうえで、行きたい会社を選ぶべきだと思います。そのような
知識を得るに一番よかったのが、就職四季報で、この本のおかげで様々
な業界・会社を知り、受ける会社に幅が出たように思います。ただ、この
本を読みだしたのが、少し遅く、もっと早く読んでいればうけれた会社も
あったのにな…という反省が、少しあります。

今は辛いけど、きっと得
るものがあるからがんば

れ！

そのまま頑張れ!! ちゃんと勉強する
周りの根拠のない情報に
惑わされないでください

そのまま頑張れ!! 最難関でも、まず挑戦を！ あきらめずに続けること

行動し続け、自分におそれ
ることなく、向き合いを続け
ることが大切だということ。

納得感が一番大事

自分の思うままに動け！
やるかやらんかは自分
次第！っアドバイスする
が、実際にもその気持ち
で動いてた。

楽観的に楽しく、もっとアク
ティブに失敗を恐れずに！

何事も経験 成せばなる

もっと自分を好きになってあ
げて！！ステキな人になれ
るから

あきらめるな！

ほとんど就活をせず就職
をしたので、もう少し周り
の友人のようにがむしゃ
らに就活をしてみてもよ
いのではと言いたい。

就職活動中以外も含め目

標を明確にしてそれに向

かってもっと頑張らなあか

ん

もっと早く行動しろ！！

自分がしたいと思うこと、

実際の働き方とのマッチ

ングをじっくり考えた方が

いいよ

大会社だけでなく中小企

業、若手企業家ともあった

方が良い

もっと早めの行動 元気出せ！



企業に何を求めるかではな
く自分がその企業で何がで
きるかを大切にしてほしい

悩んで辞めてしまうより、まず行動する！
スケジュール管理をしっ
かり！

急げ、焦らなくていいから。 やりたいことをもっと早く見つけるべき
夢を持つ事、もっと早くか
ら就活を計画的に。

やりたいことをやることそし
て自分のやりたいことの目
的、意味を考えてください

視野を広げる
やりたいようにやれ！そ
れ一本！

ブリーチはしない方がよ
かったな。

No think , Feel ! !
好きなことを貫き通す「覚
悟」をしろ！

何とかなる。 普段から自分という人を見つめ、考えていることが一番重要
そんなに心配しなくても
どうにかなる！

企業研究をしっかりするこ
と。

もっと早くから就職活動を始めろ！ 筆記試験をあまく見るな！早めから
対策するべき！ ２，３月面接とかで忙しくなってきたときに後悔するよ！
余裕なくなるよ！

がんばれ

設問２４ 褒められて育ちましたか
とてもあてはまる 66
まあまああてはまる 114
あまりあてはまらない 47
全くあてはまらない 16
合計 243

設問２５ 褒められて伸びるタイプですか
とてもあてはまる 119
まあまああてはまる 88
あまりあてはまらない 34
全くあてはまらない 2
合計 243


