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4年生パネリスト

A. 平井ゼミ所属の Aと申します。私は、福祉系商社の営業職に内定
　をいただきました。
B. 株本ゼミ所属の Bと言います。IT 企業のネットワークエンジニア
　として内定をいただきました。
C. 榎並ゼミ所属の Cです。私は、IT 企業のシステムエンジニアとし
　て内定をいただきました。
D. 天野ゼミ所属のDです。内定先は IT 企業で、システムエンジニ
　アとして採用されています。
E. 平井ゼミ所属の Eと申します。内定先は製造会社で、総合職とし
　て採用されています。
F. 尾関ゼミ所属の Fです。就職先は大学で、職種は事務・総合職　 
　で採用されました。
G . 赤岡ゼミ所属のGと申します。就職先は公務員の事務です。
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Q1. 就職活動はいつ頃、何から始められましたか？
　　また、就職活動の大まかな流れを教えてください。

3 年生の 6月の就活解禁と同時に始めまし
た。まず自己分析から始めました。自分が
将来何の仕事がしたいのか、何の仕事だっ
たらやりがいを持って続けられるかを一番
優先して考えて、それを元に自己分析しま
した。その後、3年の秋頃から説明会、合
同説明会、セミナーに参加しました。参加
してみましたが、その中で自分に合いそう
な企業に出会えず、11月の学科の企業交
流会までは何もしない時間が続きました。
しかし、その企業交流会で出会えた企業に
ES を出して、年が明けてから内定をいた
だけました。同じ時期に、同じ福祉業界の
他の企業もいくつか説明会受けたりしてい
ましたが、最終的に最初に内定をいただい
た企業に決めました。

３年の 6月のインターンシップ解禁から始
めました。私は、行きたい業界をＩＴに絞っ
ていたので、そこに該当する企業さんのイ
ンターンシップに参加することで、並行し
て、自己分析を進めていきました。秋ごろ
から、企業説明会にも行き始めました。そ
こで、面接する企業を考えていきました。
同時期、内定を頂いた企業のインターン
シップに参加して、3年の 3月に面接の話
をいただいて、その面接から進んでいき内
定をいただきました。

私は全体的にとても遅かった就職活動だっ
たと思っています。まず、始めたのは 3年
の 6月で、マイナビの合同説明会に参加し
ました。そこから、ワンデーインターンシッ
プなどにも参加していました。しかし、本
格的に就職活動を始めたのは、12月中旬
くらいでした。特に、ES を書くことは避
けてしまっていて、初めて ES を書いたの
が 1月でした。1月 2月は、焦りから一気
に冬インターンに参加したり、所属ゼミの
先生やキャリアセンターを活用したりし
て、相談にたくさん乗っていただいていま
した。最終的には、4月末から 6月にかけ
て内定が出始めたという流れでした。

Q2. 自己分析はいつ頃、どのようにされましたか？

3 年生 6月の就活解禁に合わせて、学校で
開催される自己分析のセミナーがあったの
で、それに参加しながらワークシートを
活用したりしていました。他に、面接前は
その対策として自己分析をさらに深めてい
ました。

３年 6月からのインターンシップ開始と
同時にしていました。本格的に始めたのは
3年 10 月頃で、キャリアセンタ―の自己
分析のセミナーや、リクナビの自己分析
ツールを使っていました。

3年の夏からリクナビを使って少しずつ
行っていましたが、本格的に始めたのは
1月頃で、自分史というものを作りました。
これは、小学生から今までに経験したこと
や、どう考えてどんな行動をしてきたかを
ノートに年表にして書きだしていくもので
す。他に、強みや弱みを箇条書きにしたり、
就活で譲れない部分 (自分軸 )を書いたり
していました。　　　　　　　　　　　　

3年生の夏休み頃にインターンに数個参加
して、3年生の秋頃にキャリアセンターで
ＥＳの添削を受け始めました。本格的に始
めたのは 11月頃になるのですが、そこか
らインターンや本格的な企業説明会を受け
はじめ、2月ごろには実際にＥＳを出した
り、面接を受けたりしていました。

2年の秋頃から予備校に通い始めて、本格
的に公務員試験の勉強を始めたのは、大学
3年生の秋頃からでした。

私は始めるのが遅く、3年生の 10月頃か
らマイナビのWEBエキスポに参加し始め、
11月、12 月にマイナビ・リクナビのWEB
講座を受講しました。そして、1月、2月
に入りオンラインの一日インターンシップ
や企業のWEBセミナーに参加し、３月に
入り企業説明会、WEBテストや面接が始
まっていきました。その後、4月に入りあ
る程度選考が進んでいき、6月には現在就
職予定の会社に内定を頂きました。

2年生の秋ごろから SPI や TOEIC の勉強
を一日何時間やる、と決めて少しずつやり
始めました。3年生の 12月に入った頃か
ら業種を確定させて、インターンにも参加
し始めました。そして、2月頃から受けた
い企業などをある程度決め、少しずつ受け
ていき、5月頃には内定を頂きました。

※ES…エントリーシート



Q3. 業界研究、企業研究について具体的にどのように調べましたか？
　　また、業界は絞って受けていましたか？

合同説明会を聞くと色々な業界について知
ることができるので、そこで業界の状況を
研究していました。また、自分が興味を持
てるものから業界を調べていきました。と
にかくどこでも良いというように調べるの
ではなく、これだったらずっと関わること
ができるなと思えるものを調べました。絞
らなければ、説明会を受けるにもどこを受
けようか迷ったので、興味のあるものから
調べていくと良いと思います。

最初から IT 系に絞っていたので、そこに
絞って調べていきました。私は IT や情報
系に一番興味があったので、好きなものな
ら進めやすいかと思い、その業界の今の動
向などを調べていました。企業研究では、
その企業がどんなものを作り、どのような
開発を強みにしているのかということに観
点を置いて見ていました。

業界研究では、興味がある企業の合同説明
会を受けたり、ニュースを見てその企業が
なにを課題にしているのか調べていまし
た。私も情報メディア学科ということもあ
り IT 企業をメインにある程度絞っていま
したが、事務職にも興味がありました。そ
のため、業界はバラバラの事務職なども受
けたりしていました。

低学年の頃から IT 業界に進もうと考えて
いたので、絞って就活をしていました。業
界の中でもかなり違いはあるので、それら
を知るためのインターンシップに参加した
りなど、企業から情報を収集するようにし
ていました。

業界研究はインターネットで軽く調べるく
らいしかしませんでした。企業研究は、
WEBエキスポなどのWEBセミナーに参加
してインターネットで行いました。業界は
絞らずに就職活動を行っていました。

業界研究や企業研究の取っ掛かりとして、
本やインターネットで情報収集するところ
から始めました。その中から、自分が何を
したいのかを考えていくということから進
めていきました。2年後期からは実際に自
分が興味のある職業で働いている人のお話
を聞く機会を作っていただいたり、自分か
ら行動したりするようにしていました。業
界はある程度絞って受けていました。

3年生の夏ごろまでは、民間と悩んでいま
した。しかし、民間のインターンを受けて、
やっぱり公務員がいいと思ったので、それ
からは公務員一本に絞りました。公務員で
も職種が色々あるので、国家がいいのか、
地方がいいのかなど予備校のパンフレット
を見たり、インターネットを使ったりして
調べていきました。

私は 1年生の頃から有給のインターンに参
加していたので、グループワークの中で自
己分析をする機会が非常に多かったです。
また、3年生になって本格的に始めたとき
には、周りの人に聞いてみて他己分析をし
てもらっていました。

公務員は、筆記試験が通過してから面接試
験があるので、ある程度筆記試験の勉強が
進んだ 3月頃に少しずつ始めました。3月
から 5月頃に、志望動機や自己ＰＲをまと
めはじめ、筆記試験が終わった 5月頃から
は人物面接中心の対策に移行しました。

3年生の 11月、12 月頃に、ＷＥＢ講座に
参加したり、昔からの友人に他己分析をし
てもらったりしながら進めていきました。

1年生の後期から始めていました。普段か
ら自分自身がどのように感じているのか考
えることが多かったので、その一環という
形で始めました。方向としては、既存のサー
ビスも結構あるのですが、それらを利用す
ることはなく、どちらかというと、親しい
人や友達に意見を聞くなど、身近な人の意
見を聞くことを重点的に行っていきまし
た。



Q5. 企業を選ぶうえで何を重視しましたか？
　　また、そう考えた理由は何ですか？

Q4. この業界に進もうと思った最終的な決め手は何ですか ?

私は情報メディア学科に進学したのです
が、元々武庫女の福祉学科に興味がありま
した。周りはＩＴ系に進む人が多かったの
で、自分もその方向に進むのかなと考えた
こともありました。しかし、やっぱり福祉
に関わりたいという思いがあり、そこに気
づけたことが決め手になりました。内定先
の福祉業界は今の学科とは関係ないのです
が、自分のやりたいことができ、やりがい
をもってお仕事できる環境だと思うので、
学科とは関係ありませんがこの業界に進む
ことに決めました。

高校 3年生の時から情報メディア学科に進
み、情報系の職業に就きたいと考えていた
ので、この軸を通し続け、ＩＴ業界に定め
て就活を進めていきました。

最後まで軸は定まらなかったのですが、Ｉ
Ｔ業界は色んな業界を見ている中でも成長
していく業界で将来性があると思い、この
業界を選びました。また、長く働きたいと
考えたので、結婚してもリモートワークな
どで長く働ける企業が多いと感じたことか
らＩＴ業界に進みました。

元々進みたいと考えていたことと、学んで
きたことを生かしたいという点からプログ
ラミングなどができる職場に行きたいと思
い、ＩＴを選びました。

公務員に進もうと思ったきっかけは、男女
差が少ないことと、ワークライフバランス
がしっかりしているということです。

製造業モノづくりという今までに触れてこ
なかった分野であることから、今までにな
い様々な新しい経験をできるのではないか
ということで決めました。

大学 2年の時から、先生に付いて共同で研
究をさせていただいていました。その経験
から、卒業後も研究職に近い位置で働いて
いきたいと思い、大学を就職先に選びまし
た。

やりがいを持って仕事できることを重視し
ました。これから、その仕事について勉強
したり、研究したり、長くかかわる企業に
なると思ったので、ずっと興味を持ち続け
られ、やりがいを感じられることを一番に
考えて選びました。

そのＩＴ企業が作っているものは何なのか
ということや企業の強みを一番重視してい
ました。その強みと自分の作りたいものや
やりたいことなどがずれていたら、ミス
マッチにもつながると思ったので、その企
業の強みを重視していました。

プライベートと両立した仕事をしたかった
ので、勤務地や働いている人の人柄を重視
していました。

様々なことができること、成長できること、
社内の雰囲気が良いことを基準に選んでい
ました。様々なことにチャレンジしたいと
思っていたので、色々な案件に触れられる
場所が良いということと、業界の流れが速
いので、自分をどんどん成長させてくれる
環境がいいということを考えていました。
ＩＴに関しては、細かく基準を絞っていて
も似たり寄ったりの企業がたくさん出てき
ます。その為、面接をしていくなかで、社
内の雰囲気や人事さんの雰囲気を見て、こ
の会社の雰囲気が良いなと思ったところか
ら最終的に企業を選びました。

やりたいことや就きたい職業が自分の中で
決まっていなかったので、会社の創立年数
と固定残業制度の有無を特に重視していま
した。会社の創立年数が長ければ、今まで
の社会情勢であったような危機を幾度も乗
り越えてきているため、安定した経営を送
れるのではないかと考えました。

自分のやりたいことができるかということ
を重視しました。また、自分の興味関心に
近いところであるかどうかということも考
えていました。他には、勤務地や給料、福
利厚生についても意識して考えていまし
た。



内定を頂いた企業に受けに行く前、キャリ
アセンターで面接対策を受けようと思って
いたのですが、体調を崩してしまい受けら
れなかったので、イメトレを何度もして挑
みました。また、doda キャンパスやネッ
トの記事でよくある質問項目が載っていた
ので、その答えを事前に考えたりしながら
自己分析をしていました。他に、何を聞か
れても答えられるようにしておきたかった
為、色んな質問をについて考え、大学生活
のことを思い出していました。自分のこと
について聞かれるだけなので、そこまで不
安には思っていませんでした。実際の質問
は、基本的に ES の中から聞かれたのです
が、それ以外のものでは、入社してからど
んな社員になりたいかというような将来像
についてのことを必ず聞かれました。

私は、面接対策を始める前に面接が入るよ
うな就活になってしまったので、実際の面
接と同時並行で面接対策のセミナーを受け
るなどをして、進めていきました。学校の
キャリアセンターを利用したオンライン面
接や doda キャンパスの面接講座を受けた
り、エージェントさんと一対一の面接を受
けたりして、面接対策はかなり行っていま
した。実際の質問の中で印象に残っている
のは、「自分の人生は運がいいほうか悪い
ほうかどちらにしてもその理由を教えてほ
しい」というものと「自分を動物に例える
と何か」という質問です。
また、部活動や授業、資格取得など様々な
ことをやっていたので、最終的に何を目指
しているのかということを聞かれました。
そのため、幅広くやっている人はそこを準
備しておいたほうが良いと思います。

想定した質問に対して答えを用意し、それ
を声に出して読むということを行っていま
した。提出した ES の中から聞かれること
が多いと思うので、よく読んで深堀りされ
ても答えられるように自己分析をしていま
した。また、逆質問を考えることに力を入
れていました。1つだけではなく、いくつ
も質問し、興味があることをアピールして、
こちらから絶対に話を切らないようにして
いました。質問は、その企業だけの質問を
1つ用意するようにしていたり、自分の思っ
ていることを伝えた後、「○○さんはどう
思いますか。」と聞いたりして、与えられ
るものだけでなく自分から聞くようにして
いました。実際にされた質問の中で印象に
残ったのは、幼少期の頃から深堀りされて
聞かれたことで、この対策として、自分史
を作っておいたことが役に立ち、良かった
と思いました。

面接対策はエージェントやキャリアセン
ターにしてもらっていました。基本的には、
数をこなしていって、面接に慣れていきま
した。質問としては、ガクチカや志望動機
というものが非常に多かったです。また、
1次面接と最終面接で聞かれることも違う
ので、インターネットで調べていました。
また、私が特殊だったのかもしれませんが、
最終面接で自己紹介などを書いたパワーポ
イントを使い、5分間のプレゼンをした後、
質疑応答に入るという面接もありました。

キャリアセンターや予備校の面接練習を１週間に２回ほど入れていました。実際の面接は、
公務員では面接カードというものがあるのですが、それに沿って聞かれました。私は、地方
公務員の試験を受けていたので、地方にどのような課題があるかということや、その解決策
について聞かれました。

ES に書いたことは答えられるよう大まか
に回答は準備するのですが、暗記をすると
言葉に詰まってしまった時焦るので、単語
を用意してなんとなく言いたいことを考え
ていました。また、友人と zoomを使用し
て、面接練習をしてました。実際の質問で
は、失敗経験や、コロナ禍の終息後なにを
したいかということをよく聞かれました。

自分の頑張ってきたことを細部まで言語化
しておくことから始めました。また、業界
や企業についてしっかりと知っておくこと
で、予め簡潔に説明できるようにしておい
たほうがいいと思います。他に、自分が入
社後何をしたいかということの主張とやり
たいことの矛盾点が生じないように、論理
だてて考えておいたほうが良いと思いま
す。実際にされた面接については、3分程
度で自己紹介をしてくださいというもの
や、将来やりたいことに関する意気込み、
ガクチカを通して何を得たのかということ
など踏み込んで聞かれます。そのことから
も、本当に言語化は重要だと思います。

Q6. 面接対策はどのようにされましたか？
　　また、実際の面接でどのような質問をされましたか？

公務員は、国家公務員や地方公務員などと
分かれており、そのなかでも市役所や都道
府県庁などと働く場所が違います。その中
で私が重視していたのは、自分が何をした
いかということを重視していました。なぜ
なら、公務員として実際働いたときに、志
望動機が働くモチベーションになるため、
そこを 1番に重視していました。

※ガクチカ…学生時代に力を入れたこと

※面接カード…国家公務員試験の一次試験合格者が、
　　　　　　　その後の人事院面接の際に提出するカードのこと



Q8. 自分は他の人と比べてここが違うぞ !というところは何ですか ?
　　また、その強みをどうやって見つけられましたか？

Q7. これだけは伝えておきたい！という面接のコツを教えてください。

面接に対してはあまり不安に思っていなく
て、ただ自分のことを聞かれるだけなんだ
という気持ちで挑んでいたので、気軽な気
持ちで面接をしていました。自分のことを
聞いてもらったり話したりするのが好きな
人は、面接をそんなに不安に思わなくても
良いと思います。私自身、ひとつの企業は
面接練習ほとんどなしで挑みましたが、
やってみるとただ自分の話を聞いてもらう
だけだったので大丈夫だと思います。他に、
「なんで同じ業界の企業は色々あるのにウ
チの企業を選んだの？」ということを聞か
れたので、受ける企業の歴史やポイントな
どをしっかりと調べ、選んだ理由をきちん
と話せると良いと思います。

1番重要なことは笑顔だと思います。マス
クをしていたり、オンラインだったりする
と表情が伝わりにくく、しっかり伝わって
いるのかと不安になり委縮してしまい、集
中ができなかったりもするので、いつもよ
り 2，3㎜口角を上げるような気持ちで、
表情を大げさにすると良いと思います。

準備を徹底することが重要だと思います。
私はとても緊張しいなのでオンライン面接
でも 1時間前からソワソワしていたのです
が、準備していたおかげで想定していた質
問がほとんどだったので答えやすかったで
す。また、面接官の方から、「何を聞かれ
ても答えるね。」とほめていただいたこと
もあったので、そういった意味でも準備を
することで印象に残ることができると思い
ます。

自分の強みについては 1番悩むと思いますし、私自身も悩んだので
すが、コツコツ努力を続けるということを強みにしていました。何
からそれを見つけたのかというと、所属していた日本舞踊部での活
動からでした。1年生の時に発表会があったのですが、初めての発
表会で緊張しますし、1人で 10分以上も舞台で踊ることから、振
りが飛んだらどうしようなどと不安でした。そのため、部活動の時
間外でも、一人で自主練をして準備をすることで、本番では今まで
で 1番うまくできたと思えるような演技ができました。その経験か
ら、コツコツ努力することで自信につながり、達成感にもつながっ
たため。この強みをあげていました。

私は好奇心が強いということを強みとして話していました。読書を
していたり、単発バイトをたくさんしていたり、部活の掛け持ちを
してどちらでも幹部をやっていたりなど興味を持ったことに飛び込
んでいけるということを話していました。これは、読書経験や、大
学での経験から発見できたと思います。

コツはたくさん練習して失敗することだと
思います。私は自己紹介の際に緊張してい
ることを先に伝えておくことで、緊張して
いることをわかってもらえたり、面接官の
方が緊張をほぐしてくれたりするのでよ
かったです。また、集団面接では、うまく
言えなかったときも他の人を観察して良い
ところを真似することで学んでいけるの
で、周りの人をよく見て次に生かすことも
大切だと思います。

1週間に 2回の面接練習で、キャリアセン
ターの方から言われたことは笑顔を忘れな
いことです。自分の話したいことが話せた
り、声の大きさも調整がしやすかったりす
るので、笑顔は大切だと思います。

私も笑顔だと思います。自分が笑顔だと、
面接官の人も笑顔になってくれているよう
な気がして、話しやすかったです。また、
はっきりした受け答えが大切だと思いま
す。場の空気が重たくなってしまわないよ
う、とりあえず何か話すことが重要だと思
いました。

面接官を恐れずに、人と人の会話だという
ことを意識すると、先生や先輩方とお話し
している時のように感覚が切り替わってい
きます。そのことで、ガチガチに緊張せず
に話すことができるので意識は重要だと思
います。



私が長所として挙げたのは、厳しい環境で
も粘り強く取り組み、その課題を解決でき
るということです。これを見つけたきっか
けは、高校の頃の部活動からでした。高校
では 3年間、初心者としてなぎなた部に所
属していたのですが、初心者としてのつら
さや厳しい練習の中どのように活動したの
かということ、また、その成果を話してい
ました。他にも、ゼミ活動や塾のバイトの
経験を挙げていき成果を考えてみると、こ
の長所が浮かんできました。

チャレンジ精神かと思います。大学生活で
やってきたことが多かったので、話せるこ
とが多いと実感していました。面接では、
チャレンジ精神のエピソードを聞かれたと
き、1つだけではなく他のエピソードも話
せたことが良かったと思っています。その
強みは自分自身で自覚していたことと、他
の人から頑張っているねといわれることが
多かったことから気づいたかなと思ってい
ます。

決断するときはもちろん、気づいたときや
立ち止まって過去を振り返ってみたとき、
これから何をしていくのかということを、
その都度頻繁に考えることができることが
強みだと思います。これは、人物面接の対
策の時、日ごろ何を気にして生活している
のかを考えたときに、これを 1番気にして
いるなと考えたことから見つけました。

話しやすく明るい雰囲気を作り出せること
です。これは、他己分析をしてもらってい
る時に言われたり、実際の面接時に面接官
の方に言ってもらったりすることがあった
のでそう感じるようになりました。

私は、長期的な目標に向けて主体的に努力
できるということだと思います。これは、
中高で生徒会長をしていた時に薄々気づい
ていたことと、大学に入って共同研究をし
ていく上で先生にそれを評価していただい
たことで、自分がなんとなく思っていた強
みが確信に変わりました。

Q9. 情報メディア学科は企業からどんな印象を持たれているか、
　　就活中に感じたことがあれば教えてください。

内定先からは面接で学科や授業についてあ
まり触れられませんでしたが、他の企業で
発達障害を持つ子どもの教育支援を行って
いるところでは、「その授業はどのような
活動をするんですか。」「情報メディア学
科ってどんなことするんですか。」と聞か
れることはありました。そこでは、授業の
内容について説明をしました。

ＩＴ企業だったので、情報系だというと
「あ、情報メディアね。」という反応を受け
ることもあったのですが、パソコン以外に
も生活科学なども含んでいるということに
関してはよくわからないという反応をされ
ることもありました。面接先によって色々
な印象を抱かれている学科だと思ったの
で、授業について聞かれたときは、その内
容についてしっかり話せるように普段から
取り組んだほうがいいのかなと思いまし
た。

情報系を受けていた時は情報メディア学科
について聞かれることは少なかったのです
が、それ以外の製造業や建設系などの企業
を受けたときはどんなことをしているか聞
かれました。そこでは、情報メディア学科
だけれども、パソコン以外に生活系や広告
系の授業も取っていたということを話して
いました。また、情報というのは別の業界
の企業でも最近は必要になってきていて、
情報の部署というのもあるので、そこにも
興味がありますということを伝えていまし
た。

私もどういうことをやっているのか聞かれ
ることが多く、プログラミングやマーケ
ティングをやっていることを伝えると、
ＳＥにも営業はあるためか , マーケティン
グもやっているんだねと興味を持たれるこ
とがありました。他に、プログラミングに
ついて深堀され、授業や自主学習でどうい
う言語などをやっているのか聞かれること
もありました。

ＩＴ系ではない企業では、どういうことを
やっているのか想像がし難かったみたいで
した。その為、どういうことをやっている
のかということや学科について質問される
ことも多かったです。そういう時に、学科
などについて説明をすると理解してもらえ
ることが多かったです

大学職員のほかにも、ＳＥ系やＷＥＢ系の
企業を受けていました。ＳＥ系の企業では
文系の学科よりもＩＴのスキルをもってい
ることから、そういうところが強いよねと
言っていただけることがあり、情報色強め
の印象を言われました。しかし、ＷＥＢ系
の企業に関しては、エンジニアとしての即
戦力のようなものを求められていることが
多いので、情報メディア学科出身というこ
とはプログラマーと営業の両方の意見を汲
めるというように捉えられました。大学職
員では、ある程度のＩＴスキルがあってシ
ステムのこともわかってくれるんだなとい
うように、ぼんやりと認識していただいた
のかなと思います。



私の受けた地方公務員の面接では、出身大
学や学部は重視されていなかったので、特
に重要なポイントではなかったのかなと思
います

3年生のインターン解禁時に、テレビ局、
子ども服の小売業、医療電子カルテのシス
テム IT 企業のインターンに参加しました。
そこで、様々な業界を知ることができ、と
ても勉強になりました。特に、テレビ局で
はこれからのテレビ業界のお話を聞けて、
勉強になるだけでなく、良い経験になりま
した。私は、所属学科にも関わるのではな
いかと思ったことから、気軽な気持ちで受
けてみたのですが、周りの人は真剣にテレ
ビ局に入社したいと考えている人が多いと
感じました。その為、周りと気持ちのギャッ
プを感じ、自分のやりたいこととは違うと
思いました。

3年の 8月に登録販売者の試験を受け、そ
の試験に受かっていたことから、薬局の会
社説明会なども見ていました。しかし、薬
への興味は多少あったのですが、極められ
る自信がなかったため、薬局の就活はやめ
ることにしました。業界を絞っている人は、
他の業界を見ることで、その思いを再確認
することができると思います。

私も様々な業界を見ていました。テレビ局
や薬品系を受けたり、広告や印刷のほうに
も興味があったため、受けていました。そ
の中のテレビ局では、業界として成長する
ことの厳しさや、スケジュールの大変さ、
倍率の高さなどを学ぶことができ、表面の
キラキラした部分だけではない現実を知り
ました。その為、キラキラした部分への憧
れのみで受けることにはならず、良い経験
になったと思います。

あまり IT 系以外を見ていなかったのです
が、その中でも志望と違う分野を見に行っ
た時は、視野がとても広がり業界研究に繋
がったので行ってよかったと思います。

3年の夏頃まで民間と悩んでいたので、民
間のインターンに行きました。そこで、公
務員と SE 関係の民間企業のどちらにつき
たいかを考えることができました。特に、
業務環境やワークライフバランスなどにつ
いて知れたことが良かったと思います。

業界などはあまり絞らずにやっていたの
で、保険の営業の選考を受けてみました。
その時は、普段の面接と少し違うなという
印象を受けました。

業種を絞っていたのであまり行けていない
のですが、学科で開催されていた企業
交流会などに足を運ぶ上で、社会には色々
な企業があるんだということを改めて認識
させていただきました。IT 系の企業に行く
ことも考えていたため、そういった企業で
は色々な業種の方と関わってそのシステム
を支えるという企業もあるという点で、将
来的にIT系企業に就いたらこういった方々
とも関わるようになるんだと分かり、参考
になりました。

Q10. 興味を持っている職種以外も見学や面接に行きましたか？
　　また、そこで参考になったことがあれば教えてください。



Q12. 就活のために、利用していた施設やイベントを教えてください。

テレビ局や電子カルテのインターンを受け
たとき、周りの積極性をとても感じました。
例えば、「何か質問がある人は？」と聞か
れた時、その場のほとんどの人が手を挙げ
ていたり、話し方がハキハキしていたりし
ていて、私もこんな風にならないといけな
いなと刺激をもらうことができました。

3年夏～秋にかけて、１Day インターンに
参加していました。そこで、IT 業界の開発
体験や、システム開発の流れについて知る
ことができました。このように、早めに業
界について知ることができるので、業界・
企業選択を早めに行うことができることが
良いと思います。また、同時期にインター
ンに参加すると、早期選考に参加させても
らえることがあるので、早くに就活を終え
ることができるというメリットがあると思
います。

私は、夏と冬に１Day インターンを受けま
した。夏のほうはまだ真剣に取り組んでい
る人は少ない印象でしたが、冬ではハキハ
キとしゃべっている人が多いように感じま
した。特に、グループディスカッションに
参加した時は、スラスラと話している人が
多い中上手く話すことができず、焦りを感
じました。その後、冬インターンをたくさ
ん受けたことで、本選考では自信をもって
話すことができたので、夏秋のインターン
を受けて回数を重ねておくことは重要だと
思いました。また、周りでもインターンに
参加することで早期選考に進めたという人
がいたので、絶対に夏インターンは参加す
べきだと思います。

インターンは夏に 3，4個、11月には沢山
受けていました。周りの友達がどのような
ことをしているのか最初のほうはわからな
いので、それを知ることができたり、グルー
プワークでは周りの人の動き方をみて学ぶ
ことができたりしました。また、最後のグ
ループワークの雑談で、就活がどこまで進
んでいるかなどを聞くことができ、他の学
生の意見を取り入れられることが良いと思
います。

インターンには公務員のものに行きました。公務員は 3年生の夏と秋に集中していますが、
参加してみないと業務内容など分からないことも多いので参加したほうが良いと思います。
公務員全体の説明会もあるのですが、志望地域の説明会や、個別のインターンに参加したほ
うが面接で話しやすくなると思います。個別インターンで最終的には地方公務員になると決
めたので、参加して良かったです。

グループワークなどの短期インターンには
参加したのですが、長期インターンには参
加しませんでした。しかし、友人には長期
インターンに行っていて、面接が 1回のみ
で内定が決まっていた人もいました。明確
に企業が決まっているのであれば、会社が
開催する行事には参加して、名前などを憶
えてもらうようにすることが内定を頂ける
近道になるのではないかと思います

夏には参加せず、冬のインターンに参加し
ました。長いもので２日ありました。そこ
までインターンシップを重要視していな
かったのですが、他の大学の学生がどんな
感じなのかということが分かりました。特
に女子大にいるので、男性の方が入ること
でどういう風に振る舞いが変わっていくの
かということが知れて、集団面接やグルー
プワークの練習になりました。長期イン
ターンに通っていた友達は、本選考にイン
ターンが明確に関わってきていたので、
はっきりとした志望企業がある方は長期イ
ンターンにも行ったほうが良いと思いま
す。

Q11. インターンシップに行くと周囲との差をつけられるとよく聞きますが、
　　そこで参考になったことがあれば教えてください。

大学が主催しているセミナーやリクナビ、
マイナビが主催しているセミナーに参加し
ていました。それ以外のキャリアセンター
や就活支援カフェ、現地のイベントは利用
していませんでした。他には、オンライン
の合同企業説明会に参加していました。

キャリアセンタ―の主催するイベント、合
同企業説明会、オンライン面接対策を中心
に利用していました。他に、doda キャン
パスさんの面接講座や doda エージェント
さんの面接対策、リクナビ・マイナビのオ
ンラインセミナーも利用していました。

キャリアセンターや合同説明会を利用した
り、面接対策をしたりしていました。他に、
リクナビ・マイナビの合同説明会に参加し
ていたり、キャリアセンタ―主催の合同業
界研究会に参加したりもしていました。



キャリアセンターで ES 対策や面接対策を
してもらったり、私自身がスタッフとして
働いていたこともあり “知るカフェ “とい
う就活支援カフェを利用したりしていまし
た。イベントでは、オンラインの就活イベ
ントに参加したり、エージェントさんに面
接対策をしてもらったり企業を紹介しても
らったりしていました。

模擬面接などのためにキャリアセンターを
活用していました。

この学校のイベントでいうと、キャリアセ
ンター主催のイベントに 2，3回参加しま
した。他媒体のものでは、マイナビやリク
ナビのものを使って進めさせていただきま
した。

就活支援カフェみたいなイベントには参加
していませんでした。周りの人に助けられ
ながら、進めていった就活になったと思い
ます。ただ、マイナビやリクナビが開催し
ている会社説明会には何度も足を運んでい
るので、広く業界をみるためにはとても良
い時間だったと思います。

Q13. 学業と就活の両立はどのようにしていましたか？

就活が忙しいことが原因で、授業やほかの
ことに手が付けられないという状態ではな
かった為、両立についての問題はありませ
んでした。面接の日を忘れないようにスケ
ジュール管理をしっかりして、授業を受け
ていれば大丈夫だと思います。

就活が本格化する 3年後期には、授業単位
に余裕があったので、それにより空いた時
間をインターンシップなどに利用するよう
にしていました。また、スケジュールは
Google カレンダーと紙の手帳の両方に書
くことで、二重チェックができ、両立がし
やすかったと思います。学生の本分は勉強
だと思うので、就活が入っても授業も大事
にできるよう、1，2年生のうちに単位を
取っておくと、余裕を持ったスケジュール
を組むことができると思います。

授業を 3年前期までにほとんど取っていた
ので、後期は就活に専念していました。ま
た、スケジュール管理については、紙の手
帳を持っていませんでしたが、電話などが
かかってきたときにもすぐに対応ができる
ため、買ってメモをつけるようにしていま
した。他に、エクセルにエントリーした企
業をまとめ、リストをつくるようにしてい
ました。

1，2年生の時にほとんどの授業を取り終
えていたので、3年ではゼミのみというよ
うな感じでした。しかし、委員会に対面で
来ないといけなかったので、授業と委員会
の空き時間に顔出しなしのオンラインイベ
ントや途中抜けOKのイベントに参加し
て、臨機応変に対応していました。

予備校の授業と大学の授業の両立はできて
いたのですが、筆記試験の直前期は難し
かったです。特に、5，6月には予備校の
集中講座があり、そこでは何回かゼミを休
むことがありました。しかし、休みすぎて
しまうと卒業できなくなるので、苦手な分
野やどうしてもいけない時は先生に質問し
に行ったりして、予備校と学校のバランス
を考えたスケジュールを組むようにしてい
ました。

3年生のうちに必要な単位はほとんど取れ
ていたので、就活を始めるのが遅かったこ
ともあるのですが、あまり苦痛に感じるこ
とはなかったです。4年生になってゼミも
あったのですが、先生とオンラインでゼミ
をやらせて頂いたりなど臨機応変に協力し
てくださったので、あまり苦戦することは
ありませんでした。ただ、自動車免許取得
を 4年生まで引きずってしまったので、そ
れとの兼ね合いに苦戦することはありまし
た。

1日の To do リストというものを作って 1
日にこれをするということを決めて、計画
立てて進めていきました。長期的に進めて
いくと、就活と学業の両立を苦痛に感じる
ことはあまりありませんでした。もちろん
学業との両立は大変でしたが、1日にする
ことを決めておくことで頭が整理されて動
きやすくなるので、To do リストを作るこ
とを一度習慣化しておくと両立できると思
います。なので、自分に合ったスケジュー
ル管理を習慣づけていってほしいと思いま
す。



Q14. 就活中に感じた挫折と成功を教えてください。
　　また、それらを踏まえて、こう改善すればよかった !という点があれば教えてください。

ピンとくる企業に出会うまでが長く、やる
気を失ってしまったことがありました。自
分のやりたいことや興味のあることとマッ
チする企業になかなか出会えなかったり、
企業を見つける手段が多く、どうやってみ
つけるといいのか迷ってしまい、後れを
取ったように感じました。そうならないた
めにも、学校や学科が主催しているイベン
トに参加することで、それらに出席してい
る企業から選ぶことが確実なのかなと思い
ました。マイナビなどで検索して、何百件
もあるリストの中から選ぶよりも、合同説
明会に参加している企業からのほうが選び
やすかったです。ただ、初めて内定をいた
だいた企業に就職を決め、自分の就職活動
には納得した結果になっていますが、もし
かしたら他にも自分に合う企業があったか
も知れないと思うと、内定を複数もった選
択肢が多い状態から就職先を選んでもよ
かったのかなと思います。

周りよりは早く就活を始めていたおかげ
で、就活解禁時に経験を積んだ状態で挑め
たところが良かったです。しかし、自己分
析などをしないまま、面接やインターンを
受けるということをしてしまっていたのは
失敗だったと思います。当然、対策をしな
いままでは受からないので、自信を無くす
ことにもつながりました。

私は就活を始めるのが遅かったことが失敗
だったと思っています。夏に ES や面接を
していなかったので、それらがどういうも
のか知らない状態で本選考に進んでしまい
ました。そのため、準備の効率が悪く、不
安な状態のまま選考に挑むことになりまし
た。成功談としては、最初の段階で企業を
絞りすぎず、たくさんの企業に ES を出し
ていたので、面接や ES に慣れることがで
きました。20社ほど面接を受けたのです
が、最後のほうの面接ではあまり対策に時
間をかけずに行くことができるようにな
り、面接に通りやすくなりました。そういっ
た意味でも、回数を重ねることは重要だと
思います。

挫折体験は正直いくらでもありました。例
えば、行きたいと思っていた企業で良い雰
囲気立ったのに落ちていたり、面接で 0か
ら１は無理でも、1から 100 に膨らませる
ことはできると思っていたことから、1次
で膨らませたエピソードを 2次で忘れてい
て、「あれ、こうじゃなかったっけ？」と
なることもあったりしました。また、周り
の人が内定をもらったと聞いたとき、私は
最終面接で落ちていたりして悔しくなるこ
ともありました。ただ、他人は他人、自分
は自分なので、自信をもって周りの人にも
支えられながら就活を行っていくことが重
要だと思っています。

失敗談から話すと、公務員試験ではかなり多くの科目を勉強しないといけないので、勉強習慣がない人はとてもしんどいと思います。ただ、
私も勉強習慣がなく長時間勉強し始めたのも秋頃からで、正直遅かったです。3年生の始め頃から 1日にやることをきめて計画的にやって、
メンタルケアなどの休みもうまく取り入れながらするべきだと思いました。成功談では、力を入れる科目や分野を最初から決めて勉強ができ
たので、効率的に勉強で来たところが良かったと思います。

失敗談では、3次選考まで進んだ時に次に
通れば内定という段階でお祈りメールがき
て、とてもショックを受けてしまったこと
です。その企業はとても特殊な面接で、す
べての面接でグループワークがあり、3次
選考でも企業に直接みんなで出向いてグ
ループワークをするというものでした。重
たい面接で、準備もたくさんしたのですが、
その日のうちにお祈りメールが来てしま
い、かなり落ち込みました。しかし、ここ
までやったから受かるというものではな
く、自分の中でも過信があったのでそこが
良くなかったと思います。また、人対人の
面接でここまでやったら受かるというライ
ンは存在していないので、そのことを学べ
たことはよかったです。良かったと思う経
験では、様々な就職支援アプリのエージェ
ントを登録したことです。大手のリクナビ・
マイナビさんだけでなく、他にもエージェ
ントさんはたくさんあるので、人気順でも
いいと思いますが色々見てみると良いと思
います。そのことで、自分の知らなかった
企業を知ることができるので、様々な就活
支援があることを知っておくと良いです。

挫折については、100％何に対してもやり
たい性格だったので、体調管理のほうがお
ろそかになってしまったことです。体調管
理ができていないと、ずっと頑張っていた
ことも発揮できなくなってしまうので、そ
こは改善できたことだったと思います。成
功談に関しては、重複してしまうのですが、
何回も面接を重ねていくうえで、面接官が
人だと認識できたことが成功だと思ってい
ます。それを意識しながら話すと、作りす
ぎた言葉ではなく素直に話すことができ、
良かったと思います。



アルバイトや、学科の授業、部活動から考
えました。例えば、授業では広告メディア
演習が 1番 4年間で力を入れた授業だった
のでそのことについて書きました。アルバ
イトでは、子どもの英会話教室で働いてい
たので、中学生の生徒の英検を合格させる
ことができたことについて書きました。人
のために尽くすことで自分のやりがいを感
じることができたり、その子にとっても頑
張ってもらえたことで合格にもつながり良
かったということを話しました。部活では、
先ほども話したように、本番に向けて頑
張ったことで、達成感が得られたことを書
きました。

授業や部活動、アルバイト、資格取得につ
いて書きました。長所は好奇心が強いこと
だと話していたので、役職について努力し
たことや単発バイトをたくさんやっていた
ことなど様々なことを書きました。また、
出来事だけではなく、その出来事から身に
着けた、どんな状況でもすぐに対応をする
ことができるということなどもガクチカと
して文章にしていました。

ガクチカとして書いたエピソードは、高校
時代の部活動と、予備校のアルバイトと、
ゼミでアプリケーションを作ったことでし
た。3年生の頭まで、高校時代の部活動し
か頭に思い浮かんでなかったのですが、ゼ
ミの先生にガクチカのエピソードは 3つ以
上あったほうが良いとアドバイスをいただ
き、自分でガクチカになるように生活を
送っていきました。そのため、今からでも
よいので、ガクチカになるようなエピソー
ドを作っていくことが一つのポイントかと
思います。

学生生活でやってきたことが多かったの
で、エピソードやガクチカを 3つほど用意
していました。自己アピールとガクチカは、
冒頭や末を変えれば色々な言い方でいうこ
とができるので、企業によって文章を変え
たりしながら書いていました。さらに、そ
の ES やガクチカをキャリアセンターの方
に添削していただいて、直しながら作って
いきました。

筆記試験が終わってから考えたので、深く
考えることはなかったです。ただ、模擬面
接の中で聞かれても良いことを ES に書き
ました。

まず頑張ってきたことを時系列にして書き
出して、その中から、うそをつかない程度
に話を膨らませてガクチカを考えていきま
した。噓をついてしまうと、後々バレたり
面接官に見抜かれたりするので、少し話を
わかりやすくする程度にやってきたことを
伝えるようにしていました。

ガクチカを考えるというよりかは、何を頑
張ってきたのかということは自分の中にあ
ると思うので、それを詳細に文章化して、
自分のやりたいことにつなげながら論理的
に整合化していけばよいと思います。素直
にやってきたことを言えばリーダー経験な
どがなくても評価していただけると思うの
で、授業で頑張ってきたことなどを伝えれ
ば大丈夫です。先ほどDさんも言ってま
したが、1を 100 にすることはできると思
うのでそのようにしていけばよいと思いま
す。

家族やゼミの先生、同期、友人に相談していました。家族には、ES
を出す企業を相談したり、自分にこの企業が合うかどうかを聞いた
りしていました。先生には、ES の書き方について教えてもらってい
ました。書いた後は、親や先生に読んでもらい添削をしてもらいま
した。友人には、周りの様子を聞いたり、就活の進捗具合を話した
りしていました。お互いの苦労などを相談することでスッキリした
り、お互いを支えあうことができたので、仲の良い友達に相談する
ことは良いのではないかと思います。

家族などには就活中に話を聞いてもらっていましたが、相談という
よりはうまくいかなかったことを話すような感じでした。自分のこ
とを自分で決めるというのは、社会人になるための一歩だと思って
いたので、あまり直接的な相談は避けていました。そのなかでも、
重大な相談をしたのは、内定辞退の文章の添削を父にしてもらった
時です。内定は承諾するにしても、辞退するにしてもきちんとした
文章が必要になるので、現役で社会人をしている人に相談に乗って
もらう必要があると思ったからです。キャリアセンターでも社会人
をしている家族でもよいので、大事な文章は見てもらったほうが良
いと思います。

Q15. ガクチカはどのように考えましたか？

Q16. 就活中は大変なことも多いと思いますが、そういった時相談は誰にしていましたか？
　　  また、どんなことで相談しましたか？



学科について聞かれたときは、先ほど答え
たような回答をしていました。ゼミ活動に
ついては、特殊なことをやっているので、
最初の挨拶のときに「プロジェクション
マッピングやドローンを触っています」と
ゼミについて話すと、「すごいことをやっ
ているね。」と言っていただいたりして、
場を和ませるために使うことが多かったで
す。また、IT の企業なので、「授業でどれ
くらいプログラミング触った？」というこ
とを聞かれましたが、ＩＴの企業さんのほ
うが詳しいので、見栄を張りすぎず本当に
やったことだけを伝えていました。また、
資格取得のために勉強していることや持っ
ている資格についても話していました。

私はゼミのことを中心に話していたので、
授業のことはあまり話しませんでした。面
接官の反応は、頷くような感じで、深く突っ
込まれたりすることはありませんでした。

どういう学科なのかと聞かれることが多
かったため、ゼミや授業について話すこと
が多かったのですが、反応は良かったよう
に思います。また、企業さんにもよるので
すが、その会社でやっていることに、今ま
で学んできたことをどうやって生かすのか
聞かれることもあり、何と答えるか困った
のですが、頑張ってこたえるようにしてい
ました。

面接で話す内容として、ゼミ活動や冒頭に
話した共同研究をしていたということをメ
インにしていました。その為、面接官から
はたくさん突っ込まれていました。面接官
から自分の話を否定されることもありまし
たが、そういったことをあまり負に捉えす
ぎずに、面接官はどう切り返してくるか見
ているんだというように考えて、前向きで
いることを心がけていました。このように
ネガティブな質問をされることもあります
が、しっかりと説明していくことで受け入
れられるので大丈夫だと思います。

ゼミの先生と両親に 1番相談していました。両親は、私の性格をわかっているので、その企
業が私に合うかどうかということを聞いたり、ES を客観的に見てもらったりしていました。
先生には、1月くらいに就活について相談したいと伝えたとき、オンラインで色々聞いてく
ださりました。そこで、業界や企業についておすすめをしてもらったり、事務職についても
聞いたりすることができたので、とてもお世話になったと思っています。また、複数の企業
から内定を頂いた時、どの企業にするかということを 1対 1で先生に相談に乗ってもらった
ことで、後悔のない選択をすることができたと思います。

Q17. 面接で授業やゼミ活動の話をしましたか？
　　また、その時の面接官の反応はどうでしたか？教えてください。

Q18.3 年 10 月の今この時期にしとけばよかったなと思うことや、
　　 しておいたほうがよいなと思うことを教えてください。

自己分析はセミナーを通してやっていまし
たが、企業選びは 11月の合同説明会まで
できていませんでした。そのため、それに
賭けるような気持ちにならなくても済むよ
うに、インターンや早期選考に取り組んだ
り、もっと早くから業界・企業分析をして
おけばよかったなと思います。

せっかく早く就活を始めたのならば、面接
対策や履歴書対策ももっと早くから始めて
おけばよかったと思います。3月までに終
わらせるような気持ちで取り組めばよかっ
たです。

ES を何か 1つでも書くということをして
おけばよかったと思います。就活を早く始
めないといけないということは何回も言わ
れていたので、6月から始めていたのです
が、本格的なスタートが遅かったと感じて
います。詳しい質問に関しては、今言われ
てもわからないと思うので、まずは、自己
PRを 400 字かいてみたり、ガクチカを 1
つでも書いてみたりというところから始め
てみると良いと思います。



Q19. F さんに質問です。自分の長所の「人が話しやすい空気を作ること」について、
　　 面接のときの具体的なエピソードやそれをやった結果などはどのように話していましたか？
　　 話しやすい空気を作るという長所は、
　　 具体的なエピソードを作りにくい印象があるので参考にしたいです。

実際には傾聴力が強みと言っていました。「なんでそれが強みなの？」と言われたときに話しやすい雰囲気を出したり、いつも笑っていたりと
いう感じでピックアップして文章化していきました。話しやすい雰囲気があるということを直接書くのではなく、言葉を変えてＥＳに書いて
いきました。流れとしては、傾聴力というキーワードをまず出して、その具体的なエピソードを書き、結果話しやすいんだねと思われるよう
に作っていました。面接では、実際に話しやすい空気を感じ取っていただき、「にこやかで今日は話しやすかったです。」と言われたときは良かっ
たと思っていました。

私も去年のこの時期は委員会に追われてい
て 1番大変な時期ではあったのですが、早
く始めておいたほうが良いと思います。2
月頃に受けた企業では 2次選考で落ちてし
まったのですが、後々エージェントさんに
聞くと、早期に女性の採用枠が埋まってし
まって良かったんだけど取れなかったとい
うことを教えていただきました。その為、
インターンシップに早く参加していくこと
が大切だと思います。ＥＳが怖いのであれ
ば、ＥＳなしの先着順のものなどから参加
していっても良いと思います。それも怖い
のであれば、顔出しなしのオンラインのも
のや、友達と一緒に参加するなどでもいい
ので、まず始めることが大事かと思います。

公務員試験の勉強を本格的に始めたのが 3年生の夏や秋だったのですが、その時は今やるこ
とに集中してしまっていました。そうではなく、どの時期までに何をどこまで終わらさなけ
ればいけないということを確認し計画を立てながら効率的にやったほうが良いと思います。
人物面接で地域の課題や解決策をいうことがあったのですが、私は旅行が趣味なので、この
地域はこういう取り組みをしていましたということを話すことができました。このように、
趣味も生きてくると思うのでまた目を向けてみてください。

始めるのが遅かったこともあって、何から
始めればよいのか何がしたいのかが本当に
わかりませんでした。オンラインのセミナ
―に参加するのも遅く、本当にこれに参加
して良いのか大丈夫なのかどうかなど、と
ても不安でした。今の時期から、ちょっと
でも気になる言葉があれば、とりあえずイ
ベントに参加してみることで後々何かの役
に立つと思います。今の時期であれば、大
手とかはわかりませんが中小企業であれば
そこが初めてという人もいると思うので、
そこまで緊張せずに行けると思います。最
初は緊張しますが、1つ初めて見ると何個
も何個も参加することができたので、まず
初めてみることが大切だと思います。

大学職員というのをメインで考えていたの
ですが、それが狭き門だったので、同時に
ＩＴ企業も視野に入れていました。ＩＴ系
は、分野がとても多く細分化されていたの
ですが、その特徴をまだこの時期にはつか
み切れてなかったので、しっかり調べてお
いたほうが良いと思います。また、それら
の特徴をしっかり知って受けてきているの
かということを突いてくる企業さんも多
かったので、今くらいから言語化できてい
れば、怖がる必要がなかったのかなと思い
ました。その為、ＩＴ企業を受けたいと思っ
ている方は、その辺りを今からしっかり言
語化しておいてください。


