
 

 

  

 

公益財団法人 大分県総合雇用推進協会 

先輩の就職活動体験談 
後輩学生へのメッセージ  

２０１８．８．２０～９．３０アンケート調査実施 



 

 

 

 

 

＊2018 年 3 月、6 月、8 月に開催しました合同企業説明会などに参加していただいた、2019 年 3 月卒業予定の学生の皆さんにご協力をお願いして

アンケートを実施しました。 

 

＊この小冊子は、アンケートの中で「あなたが就職活動を経験して困ったことがありましたら、参考までにお聞かせください。」「来年度に就職活動

を経験する後輩に向けて、先輩としてアドバイスがありましたらお聞かせください。」の２つの設問に回答があったものを掲載しています。 

 

＊回答していただいた先輩の「悩み」「熱い気持ち」「後輩に対する優しさ」を感じてください。 

 

 

（注）回答者が記述している文章は、原文のまま掲載しています。 
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 就職活動で困ったこと 後輩へのアドバイス 

２－女性 求める人材に合わせた自己 PRを考えること。 面接は慣れが必要だと感じます。 

本番を経験することで自然と話せるようになると思います。 

 

４－女性  履歴書の添削をしてもらうこと！！ 

面接の練習もしっかりやる。（複数回） 

５－男性 ・国外の大学だったので、情報が中々手に入れられず、企業分析が中々進まな

かった。 

・就活は厳しい、大変などの周囲の声が負担に・・・。 

・大学の同期で、一緒に就活をするというメンバーがおらず、はげまし合える

関係の人がいなかった。 

 

・インターンシップは参加した方がよい。 

・就活にもお金がかかるので、ある程度貯金しておく。 

・インターネットの就活関連サービスを利用する。 

６－女性 エントリーシートが上手く書けなくて、何度も行き詰った。 

自己分析も全然できていない中、就活をしていたのでスムーズに進みにくかっ

た。 

「自分は何をしたいのか、将来どうなりたいのか」をしっかりと考えきれてい

なかった。 

「自分は何をしたいのか」「この業界を選ぶ上で、自分が楽しさを見出せるか」

自分が周りに流されず、楽しめる仕事を選ぶことが一番だと思います。 

確かに安定した職も魅力的ですが、何を選んでも「必ず大丈夫」なんて仕事は

ないです。そんなことより、最大限に自分を出せる仕事がとても魅力的です。 

きついと思いますが、応援しています。後悔しないように・・・。 

 

７－男性 交通費が多くかかる。 

福岡に行かないとより多くの企業の話を聞くことが出来ない。 

早め早めに始めておくと心に余裕が出来る。 

 

８－男性  合同企業説明会は参加したほうがいいと思います。 

 

９－女性 説明会などの予定が多くて忙しく、ES を書いたり面接練習をしたりする時間

が十分にとれない。 

できるだけ早めにとりかかり、自分が一番いいと思える企業と出会えるよう頑

張って下さい！ 
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 就職活動で困ったこと 後輩へのアドバイス 

１０－男性 ・東北や関東に遠征するときの旅費･交通費が困った。 

（学割使っても 40万程度） 

・内定辞退の時、関東の某百貨店の人事から「最終面接でいった事は全部ウソ

だったのか」と脅された。後輩がその企業を受けた時困る。 

・就職活動は、活動を開始する以前の皆さんのことも問われていると私は思い

ます。これまでの人生 20年間程を一度振り返る良い機会でもあるし、そこか

ら“自分らしさ”をみつけてみてください。あなたの事を必要としてくださる

企業があると思います。 Do your best!!  GOOD LUCK  

 

１１－女性 交通費などのお金に関すること。あまり貯金していなかったので、県外を出て

の就活ができなかった。 

就活では、情報量の多さが大切です。就活仲間をたくさん作り「みんなで同期

になろう！」くらいの気持ちで情報共有してください。 

そうすれば、きっと良い就活ができるはずです。がんばってください！ 

 

１２－男性 特にありません。 予めやりたい職種に絞っていると後が楽です。 

 

１３－男性 特にありません。 マニュアルに躍らされず基本から外れなければ大丈夫。 

自分は 1 つの企業を様々な基準のもとに選び、会社側も何故自社が選ばれた

のかを知りたい、また、どんな人柄なのか、会社に合う人か、どんな能力を持

っているかを知りたい・・・といったことなど。 

そういった俯瞰的な視点を持てば「どうすればいいか分からない」なんてこと

にはなりにくいと思います。頑張れ～。 

 

１４－女性 志望動機の深掘りをするのが大変だった。 

エントリーシートを書く上で、自己分析に時間がかかった。 

インターンシップには参加するべき！！ 

金融業界は特に信用出来る人を求めるため、インターンシップに参加したかど

うか、説明会に何回参加したかなども重要視される。 

積極的に参加すべし！！ 
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 就職活動で困ったこと 後輩へのアドバイス 

１５－女性 複数の企業の方から、会社説明会に参加した時「〇〇大学（私が在籍する学校）

まで行っているのなら、うちなんかに来ないでしょ」と言われて不愉快でした。 

 

 

１６－女性  就職について悩んだり動き回ったり経験は必ず自分にとってプラスになると

思うので、きつい時もありますが、悩みぬいて走りぬけてください。 

 

１８－女性 ・実家が県内でも田舎の方にあり、市内に出るまでに時間がかかる為、交通面

が大変でした。お金もその分多くかかりました。 

・県外の大学に通っていたので、県内企業を知ることが少なく、インターンに

も県内では参加することができなかったのが心残りです。 

 

・県内企業が多く集まる合説に参加した方が価値ある時間になると思った。 

・女性志望者の少ない企業を多く受けたが、どの企業も女性の声を求めてお

り、女性であることが強みになった。少ないところの方が需要があると感じま

した。 

１９－女性 現在通っている短大から地元が遠く帰るのが大変だったことに加え短大とい

うこともあり授業をなかなか休むことができなかったこと。 

ネットの履歴書を送る際に何度かエラーになったこと。 

 

就職活動は早めに動いた方が色々と考える時間もできるので早く動いた方が

よいと思います。 

２０－男性 3月(大分)の合説で企業〇〇〇の説明を聞きにいったら、不快な思いをした。 就活の軸を決めてください。 

 

２１－男性  高い目標を持ち、強い意志を貫くこと。 

 

２２－女性 ES を書く際に、自分の強みと会社が求めているものを一致させ、マッチング

ミスをなくすこと。 

自分が本当に何をしたいのかを中心に、周りの人の意見にも耳を傾けながら取

り組んで下さい。 

２４－女性 スケジュール管理が難しい。 

６／１に選考がかぶる。 

エントリーシートの添削をしてもらうこと。 
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 就職活動で困ったこと 後輩へのアドバイス 

２５－男性 ・スケジュール管理 

・エントリーシートの書き方 

・企業選び 

就職活動を始める前(１～３年)の間で色々な経験をして、面接で自然と話せる

ように準備しましょう。色々な経験はなるべくバイトなど他の人と同じような

経験以外の方が良いと思います。 

２８－女性 ヒールなれしていなかったため、足がとても痛かった。ある程度ならすべきだ

った。 

自己分析、どれだけ自分のことを理解し、それを上手く伝えることができるか

が鍵だと思います。 

２９－女性 マイナビやリクナビにある企業以外の会社も知りたかったです。 

二次募集をしている会社を探すのが大変でした。 

インターネットで探すより、実際に、人に聞いた方がよいと思いました。 

３１－女性 東京や大阪等説明会に行った時、無料で少し時間がつぶせる場所がなかった。 

セカンドキャンパスをよく福岡で利用したが、都会にもっとあっても良いので

はないかと思った。 

マイナビ、リクナビで両方エントリーしてしまっていることもあったので、ど

ちらが正しいのか迷ってしまった。 

就職活動は、どれだけ自分の素を相手にみせることができるかだと思います。 

最初の頃は、やりたい事がなかったので少々あせっていましたが、その分沢山

の説明会に行き、やりたいことと、やりたくないことを分けました。沢山行動

した分だけ本当に得るものがあります。「めんどくさいな」と思うものほど大

切なので迷わず行ってください！応援してます。 

３２－女性  早めの業界研究 （結果的に行くことになるかもしれないので、他業種も見て

おく） 

体調管理（食事・睡眠） 

時事問題はよく聞かれる＆他の人とかぶるので常に TV や新聞で確認してお

く。 

３３－女性  早めに行動をすること、できるだけ学校の進路支援室に通うことが大事だと思

います。 

３４－女性  今年の内に 7つの企業のインターンシップに参加します。（平成 30年 8 月 26

日現在 参加数 3、参加予定数 4） 気になる企業があったり、業界研究をし

たい場合は、多くの企業のインターンに参加した方が選択の幅が広がると思い

ます。 
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 就職活動で困ったこと 後輩へのアドバイス 

３５－女性 交通費用 2，3年のうちにインターンシップに参加しておくべき。 

３６－女性 留学生なので日本語がむずかしかった。 就職活動を始まる時から、集中してやったほうが良いと思います。 

私はゆっくりしたので、まだまだで困っています。 

 

３７－女性 4学年の 8月から就職活動を始めて、何も分からないまま日が経っていくのは

怖かったです。面接も緊張が相手に伝わってしまっているようで、ある程度リ

ラックスして臨めるようにすべきだと感じました。 

大学院進学一本にしぼっていると、何かあった時に就職のスタートが遅れ不利

になってしまいます。大学院を目指しているとしても就職セミナーだけでも受

けておくべきです。 

３８－女性 夏のスーツ（服装）について インターンシップは行ってみた方が良い。 

自分の気持ちを文章化する練習をした方が良い。 

 

３９－女性 就職活動は初めて経験することばかりで、不安が多かったです。 

事前に就職活動の流れを詳しく説明していただける機会があれば参加してみ

たかったです。 

本格的に就職活動が始まると時間が足りないなと感じることが多かったです。 

事前に色々な準備をしておくことが大切です。 

また、インターンシップに参加すること、仕事内容や会社について知ることが

できるのでオススメです！ 

 

４０－男性 就職活動中、書類の送付方法、面接の受け方、挨拶、電話の受け方など社会人

としてのマナーについてわからないことが多かった。 

何事も準備が大切です。 

早めに取りかかった方が良いです。 

頑張って下さい！ 

４１－男性 特になし 明るく、元気よく面接を受けると良いと思います。 

会社説明会などで積極的に質問した方が良いと思います。 

 

４３－女性 面接練習ができる場が増えたらいいなと思いました。 きついこともあると思いますが、一人で抱えこまず、就活生同士で話したり、

情報共有することが大切だと思います。ｖ 
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 就職活動で困ったこと 後輩へのアドバイス 

４５－男性 A 社の選考が進んでいた中、A 社の人事の方から何度かお電話を頂き、「うち

に入るよね」とわりと強引な言い方をされ、正直違う所に行きたい気持ちが強

かったにもかかわらず、断ったら何されるか分からない状況に陥り、最終的に

お断りの電話を入れたら、「入？した後覚えとけよ」「もう〇〇大には行かん」

「まだ△△大の人の方がしっかりしている」「親にも文句言ってやりたい」「当

社はあなたの印象をとても悪く思っている」等、数多くの罵声を浴びせられ、

正直とても怖い思いをしました。就職活動していてとても怖い体験でした。あ

のような人事の人は就活生にとって敵だと思いました。 

 

就活生は数多くの企業説明会に足を運ぶと思いますが、そこで一番大事にして

欲しいことは、しっかり人事担当の方と話をして人事担当者ことを知ることだ

と思います。私は個人的に人事担当は会社の顔だと思っているので、自分と合

わないなと思った瞬間にその会社はやめておいた方が良いと思います。後、面

接でしっかり自分らしく今まで自分が経験したことを自信持って言うことだ

と思います。この 2つを今後の就活生に伝えたいことです。 

４９－女性 地元で就職したかったが、地元企業の情報がほとんど入って来ないので自分で

探すのが大変だった。また大学⇔地元の往復に時間とお金がかなりかかってき

つかった。 

合同説明会や企業説明会にはたくさん参加しておかないと、後々困ります。 

スタートダッシュがきちんとできれば、後は楽なので．．．3月のうちにがんば

っておくことをおすすめします。 

また、選択肢をふやすためにたくさんの企業の面接をうけるのもいいことです

が、本当に行きたい企業がみつかった時は、他の企業ははやめに見切りをつけ

て行きたい企業に集中した方がいいです。（体力ばかりもっていかれるので。） 

 

５０－女性 県外の大学に通っている為、授業にも出席しながら就職活動するのが大変だっ

た。 

 

５１－女性  第 1志望の企業のインターンシップには参加した方がいいと思います。 

 

５２－女性 面接対策が上手にいかなかったことです。 就職活動が上手くいかないと、精神的につらいので、気分転換を行うべきかと

思いました。 
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 就職活動で困ったこと 後輩へのアドバイス 

５３－男性  まずは自分のこれまでの生活を振り返りすることが大切だと思います。 

それに基づいて自己 PRや学生時代力を入れたこと、企業選びなどができ、エ

ントリーシートをかくことができます。 

また、面接では自己分析、企業研究に加え、笑顔でハキハキと元気にすること

が非常に大事だと感じました。 

 

５６－女性 メールの送り方、電話のかけ方を知らない。 始めは視野に入れていた業界でも、就活を進めるうえで合わないな・・・と感

じることがある。選択肢を広げる意味でも、絞る意味でも早く就活は始めてお

いた方がいい。 

 

 


