
動機が高まった面接

【コメントデータについて】

・全部で267件のデータがあり、ページ数では8ページとなります。印刷の際は、ご注意ください。

・大学名五十音順に並んでいます。

※コメントは、学生の方から回答があった通りに記載しています。誤字・脱字がある場合がございますが、ご了承ください。

# 属性 生コメント

1 青山学院大学/文系/女性 面接をしてくださった社員の方が親切だったこと

2 青山学院大学/文系/女性 親身になって話をきいてくださった企業は動機が高まりました。

3 青山学院大学/文系/女性 面接官の方が緊張を和らげてくれたことに加え、私の話す内容をうなずきながら聞いてくださっ
ていたこと

4 青山学院大学/理系/男性 堅いイメージを持っていた会社の社員の方が大変優しくユーモアもあって、また私自身のこと
について深く聞いていただき、面接も通過したため認めてもらえたという嬉しさから、そこで働き
たいという意欲が高まったことがあった。

5 秋田県立大学大学院/理系/
男性

人事の方の人柄がよかった

6 岩手医科大学/理系/女性 面接で、こちらも社員の方の性格が分かり、社風がますます伝わる。

7 岩手大学/文系/女性 人事の方の雰囲気がよく、和やかに面接が行われたこと。

8 岩手大学大学院/理系/男性 人事面接で自分の本当にやりたいことについて軽く相談に乗っていただき，とても会社の印象
がよくなった．

9 宇都宮大学大学院/理系/男
性

自分の言いたいことが，しゃべることでさらに洗礼されていると感じました．

10 愛媛大学/文系/女性 面接で人事の方とお話をして、その方がとても親しみやすく話し方や文章の書き方などを教え
てくださったので、頼れる方だと思いその企業で働きたいと志望度が高くなりました。

11 大阪市立大学/文系/男性 社員のかたの雰囲気がよかった。

12 大阪市立大学/文系/女性 リラックスさせようとしてくれたこと。

13 大阪市立大学/理系/女性 社員の方が優しい雰囲気だと惹かれる。

14 大阪市立大学大学院/理系/
男性

面接官の人柄，職場の雰囲気

15 大阪市立大学大学院/理系/
女性

人事の方がとてもいい雰囲気を作ってくださっていたこと。

16 大阪経済大学/文系/女性 会話していると、相手の人柄が分かってくるので、余計その会社に入りたくなった。

17 大阪大学/文系/男性 番号通知での電話連絡。電話での応対が丁寧。

18 大阪大学/文系/女性 選考途中でその企業の方から具体的なお話を聞くうちに、企業風土が自分と合っていると感じ
たり、その企業で働く自分というものが具体的に想像できた

19 大阪大学/理系/女性 緊張している私を和ませようと明るい雰囲気を作ってくださった人事の方の人柄に心惹かれ、
入社の動機が高まりました。

20 大阪大学大学院/文系/男性 こちらの意向をくみ取ってくれた

21 大阪大学大学院/文系/男性 １．社員の方の対応が良かった。　２．社員の方の頭がキレキレだった。　３．会社がきれい
だった。

22 大阪大学大学院/文系/女性 案内の社員の方をはじめ、面接官が非常に気さくに接してくださり、受験者に丁寧に応対してく
ださったこと

23 大阪大学大学院/理系/男性 面接を通して働くことのイメージができた。

24 大阪大学大学院/理系/男性 面接官と話しが弾むと動機が高まりました。

25 大阪大学大学院/理系/男性 人となりが知れるため、志望度が上がることも

26 大阪大学大学院/理系/男性 面接官の一人に，「是非あなたには弊社で一緒に働いてほしい」と言われ，ときめいた！

27 大阪大学大学院/理系/男性 面接でもその社風が現れ、その雰囲気が自分に合うと面接中に受かりたいという思いが非常
に強くなった。さらに面接官との受け答えでその方の考え方の柔軟性や論理性が非常に高く、
このような場で働けたら自己成長できるだろうと思えた時も志望度が上がった。

28 大阪大学大学院/理系/女性 社員の方がとても親切だった。誠実さを感じた。

29 大阪大学大学院/理系/女性 面接官の方に逆にこちらから業界や今後の展望についての質問をしたときに，説明会でよく聞
くようなきれいごとだけではなく，現実をしっかりと踏まえたうえで聡明な回答をしていただいた
ことでこのような人達と働きたいと強く感じることがありました．

30 大阪府立大学/文系/女性 面接官がいい人だった
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31 岡山大学/文系/女性 面接官の方がとても素敵な方で、この人と一緒に働きたいと思え志望度がアップしました。

32 岡山大学大学院/理系/男性 社員さんの熱意が伝わってきたから。

33 岡山大学大学院/理系/男性 人事の方が明るく、気さくな方だったのでこの会社で働きたいと思った。

34 岡山大学大学院/理系/女性 志望は低かったが、雰囲気が良かった

35 岡山大学大学院/理系/女性 逆質問をしたときに納得いく答えをいただいたとき。

36 小樽商科大学/文系/女性 社員の雰囲気が良い

37 小樽商科大学/文系/女性 丁寧に話しを聞いてきただき、一緒に働きたいと感じました。

38 お茶の水女子大学/文系/女性 社員の方が楽しく話をしてくれた

39 お茶の水女子大学/理系/女性 自分自身を理解しようとしてくれていることがわかったとき。

40 学習院大学/文系/女性 選考が進むと自然と動機が高まると感じる。

41 神奈川大学/文系/女性 否定するのではなく、すべて肯定してくれた上でもっと聞き出そうとしてくれたこと。

42 神奈川大学/理系/女性 企業の詳しい仕事内容がわかった時。

43 金沢大学大学院/理系/男性 面接官が親切

44 金沢大学大学院/理系/女性 面接が楽しかった

45 金城学院大学/文系/女性 社員さんの対応！

46 関西学院大学大学院/理系/
女性

説明会の時から社員の雰囲気のいい会社だと思っていたが、面接で新たに出会った社員も同
様に気さくな方々で、働きやすい環境だと感じた。

47 関西大学大学院/理系/女性 人事の方の対応が丁寧

48 関西福祉科学大学/文系/女
性

じっくりと面接に時間をかけてくれた企業に対し、就職活動生ひとりひとりを見ているのだなと
好印象であった。

49 関西学院大学/文系/男性 社員の方が魅力的だった。

50 関西学院大学/文系/男性 面接担当の方がこちらの言葉を引き出そうとしてくれる企業は志望度が高くなります。

51 関西学院大学/文系/女性 面接官が皆穏やかで、社風が自分に合っていそうだと感じたことがあった。

52 九州工業大学大学院/理系/
女性

面接官とのフィーリングがあった

53 九州大学大学院/文系/男性 面接を受けていい人、賢い人にあったら志望度があがった。

54 京都学園大学/文系/女性 質問内容に関して答えていく中で、面接官の方が熱心に聴いてくださる姿を見て、選考を受け
ている学生は沢山居ますが、1人1人としっかり向き合って下さっていることに感動し、人を大切
にされているこの企業で働きたいという気持ちが高まりました。

55 京都工芸繊維大学/理系/女
性

説明会のときにであった社員の方とは異なる優しい雰囲気の方で、人に対する高感度が上
がった。

56 京都大学/文系/男性 ・面接後にフィードバックがあったこと。・長時間に及ぶ面接の結果、通過した時は、自分が企
業に認められたという実感が湧いた。

57 京都大学/理系/女性 楽しい雰囲気で面接していただき、この人たちと働きたいと感じた。

58 京都大学大学院/理系/男性 一緒に働きたい、と言われた。

59 京都大学大学院/理系/男性 質問にしっかりと答えて頂いたとき

60 京都大学大学院/理系/男性 人事の方なりの，会社の良さを聞けたとき

61 京都大学大学院/理系/男性 社員の印象が良かった場合、志望度は上がります。

62 京都大学大学院/理系/女性 私の経験について「これは大変だよね」と同情してくださり、この会社とは雰囲気が合うかなと
感じました。

63 共立女子大学大学院/文系/
女性

面接でこちらから質問する際、会社についてだけでなく、人生や働き方について話してもらえた
時、こういう人と働いてみたいと思った。

64 慶應義塾大学/文系/男性 優しく緊張しない雰囲気をつくってくれた！

65 慶應義塾大学/文系/男性 社員さんが熱心に会社のことを説明してくれた

66 慶應義塾大学/文系/男性 雰囲気良く話せて自分の事を理解してもらえる時

67 慶應義塾大学/文系/男性 面接官の方が非常に親身で緊張をほぐしてくれた。

68 慶應義塾大学/文系/男性 何回か面接を受け、逆質問で業務内容を伺っているうちに志望度が上がったことがある。

69 慶應義塾大学/文系/女性 よく話を聞いてくれた
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70 慶應義塾大学/文系/女性 社員のかたに魅力を感じたとき

71 慶應義塾大学/文系/女性 面接官が良い方で好感がもてた。

72 慶應義塾大学/文系/女性 会社に関する質問にフランクに答えてくれた。対応が丁寧だった。

73 慶應義塾大学/文系/女性 私の話を聞いてくれることももちろんですが、面接官の方の体験談を話してくださったこと

74 慶應義塾大学/文系/女性 面接官の方と話の波長が合った時。私はこの会社の社風に合っているのかなと思えたから。

75 慶應義塾大学/理系/男性 面接官と相性が合っている気がした瞬間に動機が高まった。

76 慶應義塾大学/理系/女性 マッチングということを強調してやりとりしてくださったこと。

77 慶應義塾大学大学院/理系/
男性

ほめられたこと。

78 工学院大学大学院/理系/男
性

社員の方の雰囲気

79 甲南大学/理系/男性 私の話に関心を示してくれる。

80 神戸大学/文系/女性 自分の思いに共感してくれる.社員の方が魅力的

81 神戸大学/文系/女性 ありのままの自分を出した面接の後、人事の方から、「君は本当にこの仕事に向いていると思
う」という嬉しいお言葉をいただけた時。

82 神戸大学大学院/理系/女性 面接の流れがスムーズで、社員の方も話しやすかった。

83 神戸大学大学院/理系/女性 人事や社員の方が生き生きと働いておられる様子が伝わってきた会社は志望度が高まりまし
た。

84 神戸薬科大学/理系/男性 自分のことをしっかり見てくれている。

85 神戸薬科大学/理系/男性 周囲の学生と話して同じ気持ちをもつ人たちがとてもいい人だったこと。職種の関係から学生
が忙しいことを認識して頂いている点。選考の案内が丁寧。

86 神戸薬科大学/理系/女性 社員の方の熱意が伝わってきた.OGの方から連絡を頂き、面接官の方から気に入っていただ
けていると教えていただいた。

87 国際基督教大学/文系/女性 私の質問に答えるために、事前に他の社員の方にもアンケートをとったりして、誠実に対応し
てくださったこと

88 国際基督教大学/文系/女性 和やかで、いいなと思ったが落ちた。

89 駒澤大学/文系/女性 人柄に惚れました

90 駒澤大学/文系/女性 面接に向かうエレベーターの中でご一緒した社員の方に「一緒に働けたらいいね。頑張って。」
と言って頂いた時。

91 佐賀大学大学院/理系/女性 面接のアドバイスを頂いた企業は良い印象を受けた。一緒に働きたいと感じた

92 滋賀大学/文系/女性 リクルーター面接を受けて、担当してくださった社員の方の対応が本当に素晴らしく、また自分
の考え方と一致している部分が多かったので、アドバイスにも納得することができ、一緒に働
いてみたいと思いました。

93 芝浦工業大学大学院/理系/
女性

やりたいことに非常に興味をもって聞いてくれたこと

94 下関市立大学/文系/女性 深堀した質問をされ、自分に興味を持たれているように感じたとき

95 上智大学/文系/男性 面接官の感じが良く真摯に話を聞いてくれ、また適切な内容で返事を返してくれたときに人を
よく見ていると感じ志望度が高まりました。

96 上智大学/文系/女性 真摯に向き合ってくださっている印象を受けたため。

97 上智大学/文系/女性 面接官や人事の方が親切だったり、とても和やかな雰囲気で進めてくださると、こういう人たち
と働きたいと思う。

98 上智大学大学院/理系/男性 面接官との会話を通して、会社や社員の雰囲気を確認することができた。フィーリングが自分
と会うと思ったとき、志望度が上がった。

99 昭和薬科大学/理系/女性 面接官が私たちをリラックスさせながら、丁寧に人柄を探ろうとしてくれると、好感度が上がりま
す。

100 成蹊大学/文系/男性 面接官の方が非常にフレンドリーだったこと。

101 成蹊大学/文系/女性 社員の話を聞いて、高まった。

102 摂南大学/理系/女性 面接官の雰囲気

103 専修大学/文系/女性 最終面接で役員の方々が誰一人役職を名乗らなかったこと。それまで自分が抱いていた会社
の社風と一致して想いが強まった。

104 専修大学/文系/女性 ・面接で社員の方から直接やりがいや、なぜ入社したか、本音の話をきけたとき→説明会では
見れなかったイキイキとした姿に自分も憧れた。・会社の悪い点や、答えにくい質問にも回答し
てくださったり、わからない場合も調べて後日ご回答頂けたこと。→単なる学生であり、マナー
や知識も完璧ではない自分を「人」として対等に扱い、誠実に向き合ってくださっと感じた。また
説明会等からはわからなかった、リアルな社風が垣間見えると思う。

105 高崎経済大学/文系/男性 厳しそうな企業イメージと違い、面接官が優しい方だったこと。自分の会社や営業のネガティブ
な側面についても面接の中であえて触れていたこと。
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106 多摩大学/文系/女性 面接をしてくださった社員の方がとても話しやすく、良い雰囲気で面接を行えたこと。1時間以
上の長い面接だったので途中ブレイクタイムを挟み、質問などにも答えてくれた。

107 玉川大学/理系/女性 人事の方に丁寧に接してもらえたとき

108 千葉大学/文系/女性 会社への誇りと使命感を感じた時

109 千葉工業大学大学院/理系/
女性

こちらの話を掘り下げた質問をしてくれて，本質を見ようとしている企業．連絡や面接会場での
対応が丁寧だと，こちらも頑張ろう，応えようと思う．

110 千葉大学大学院/理系/男性 社員の人柄が良かった

111 千葉大学大学院/理系/男性 先輩社員の方が社会人として尊敬できる方だった。

112 中央大学/文系/男性 その企業の社会的責任、使命を熱く語られた時。

113 中央大学/文系/女性 面接官が笑顔でニコニコの営業スマイルだったこと。

114 中央大学/文系/女性 人事の方とお話しして、説明会でも知ることができない内部を知り私に合ってると実感して動機
が高まった。

115 中京大学/文系/男性 企業に対するイメージと１８０°反対な印象を受けて楽しそうな企業だと感じたことがある

116 中京大学/文系/女性 社員の方の仕事の話を聞いてこんな方になりたい、ここで働きたいと希望が出てきた。

117 中京大学/文系/女性 人事の方の雰囲気が良かったことです。私の緊張をほぐすために工夫をして頂きました。

118 筑波大学/理系/女性 面接時にされる質問の内容から、自分の価値観と共通するものが感じられて志望度が高まっ
たことがありました。

119 筑波大学/理系/女性 社員の方にお会いして、本当に温かい会社であることが分かった。ありのままの私を見てくれ
ているところはとても魅力的に感じ、入社したい気持ちが強まった。

120 筑波大学大学院/理系/男性 担当者の優しさや丁寧さを見ると志望度が高まる。

121 筑波大学大学院/理系/男性 面接官の考えていることと、質問に対す答えが一致したとき

122 筑波大学大学院/理系/男性 人の対応が良く、自分の話に興味をもって聞いてもらえていると感じた。

123 筑波大学大学院/理系/女性 面接官が人間味のある、暖かみのある方だったこと。

124 電気通信大学/理系/男性 人事の人の印象が良かった

125 電気通信大学大学院/理系/
男性

面接官(技術者)同士が非常に仲が良さそうだった。

126 東京外国語大学/文系/女性 熱心に話を聞こうとしてくれているとき。

127 東京学芸大学/文系/女性 理事長に実際にお会いして、会社の理念を理事長の言葉で説明していただいた。また、その
理念がすごく共感できるものだった。

128 東京工業大学大学院/理系/
男性

面接官の雰囲気

129 東京工業大学大学院/理系/
男性

業務に関する話を聞いて興味が深まった。

130 東京工業大学大学院/理系/
男性

面接時の雰囲気が良いと志望度が高まる。興味を持って色々深堀りしてくれると嬉しく思う。

131 東京工業大学大学院/理系/
男性

部長の方とお話しして、プロジェクトの詳しいお話を伺った結果自分がその企業で働くイメージ
がより明確になった。

132 東京工業大学大学院/理系/
男性

予定が合わなかったり、こちらの予定を加味して面接を進めてくれたので、すごく人を大切にし
ているという印象を受けて動機が高まりました。

133 東京女子大学/文系/女性 一時間かけてじっくり私を知ろうしてくれた

134 東京女子大学/文系/女性 人事の方のほうから話を引き出そうとしてくれたこと。

135 東京大学/文系/男性 一緒に働きたいと思える社員に出会えること。

136 東京大学/文系/男性 面接官の誠実さ、物腰の穏やかさから志望が高まった。

137 東京大学/文系/女性 社員が生き生きして見えた

138 東京大学/文系/女性 社員の方が優しい。会社が綺麗。

139 東京大学/文系/女性 社員の方とのお話を通じ、事業内容や社風が自分に合っていると感じられたとき。

140 東京大学/理系/女性 具体的にやりたいことのステップを描けることができた。

141 東京大学大学院/理系/男性 実力差を感じたとき

142 東京大学大学院/理系/男性 社員の雰囲気を感じ取ることができた。

143 東京大学大学院/理系/男性 企業で働くイメージができたため，更に情報収集をする意欲が生まれた

144 東京大学大学院/理系/男性 研究職志望だが、研究所長との面接の中で、研究に対する考え方において、共感できる部分
があり、志望動機が高まった。
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動機が高まった面接

# 属性 生コメント

145 東京農業大学/理系/女性 私の場合は、集団面接よりも個人面接の方が自分らしさを表現することができるという事が分
かり、個人面接の企業は一人一人の事を真剣に見てくれるように感じたので、個人面接の企
業には惹かれました。

146 東京農工大学大学院/理系/
男性

若手の面接官で、ばりばり働いているという印象を受けて、志望動機が高まった。

147 東京農工大学大学院/理系/
女性

面接官の方の人柄がよかった。

148 東京農工大学大学院/理系/
女性

技術面接で研究概要を発表していた際に「君の研究はそのまま当社で活かすことができるか
ら、君の様な技術者が欲しいな」と言って頂けました。その言葉を頂け嬉しく思い、また技術面
接の技術の方も明るい方達だったので、この会社なら自分の力を発揮させてくれると感じたの
で動機がとても高まりました。

149 東京薬科大学/理系/男性 その会社の社員さんの考え方が、内々に収まるようなものではなく、広く物事を捉えていたの
で、そういった点にとても惹かれ、志望が高まった。

150 東京薬科大学大学院/理系/
女性

質問に丁寧に答えていただき、自分が知らなかった企業の一面を知ることが出来、その企業
への志望度が高まったことがあります

151 東京理科大学/理系/男性 質疑応答時に人生論的なことをお話いただき、深さを感じた。

152 東京理科大学/理系/女性 こちらの話を熱心に聞いて下さり、良いところを見つけようとしてくれているのが伝わってきた。

153 東京理科大学大学院/理系/
男性

人事の人の雰囲気が良かった。

154 東京理科大学大学院/理系/
男性

こちらの話をうまく引き出してくれる面接官に会ったとき

155 東京理科大学大学院/理系/
男性

　私の経験を見て、適している部署への勧誘をされたこと。

156 東京理科大学大学院/理系/
男性

面接で、採用担当の方が夢を語ってくださいました。それを聞いて、一緒に実現していきたいと
純粋に感じました。

157 東京理科大学大学院/理系/
女性

面接で会った社員の方の印象が良かった

158 同志社大学/文系/男性 社員の方と喋っていたら想像以上の魅力が伝わってきた。

159 同志社大学/文系/男性 面接対応が非常に丁寧だったこと。一生懸命私の話を聞いてくれるような気がしました。

160 同志社大学/文系/女性 24歳の社員が子供を産んだというお話をきいたこと。人事の方がひとりひとりの名前を憶えてく
ださっていたこと。

161 同志社大学/文系/女性 面接をしてくださった社員さんが真剣に話を聞いてくださったこと。

162 同志社大学/文系/女性 その会社の雰囲気などが分からない時、なんとなく良いなと思えた時は動機が高まった。

163 同志社大学/文系/女性 面接官が非常に優しい方で、和やかに会話できたので、この方と一緒に仕事をしたいなと思い
ました。

164 東北大学/文系/男性 面接官と意気投合した。

165 東北大学大学院/文系/男性 社員がロジカルな話し方をする時

166 東北大学大学院/理系/男性 社員の目が生き生きとしていたとき

167 東北大学大学院/理系/男性 面接して下さった面接官の方が自分の良いところを見つけて下さるような面接があり、志望が
高まりました。

168 東北大学大学院/理系/女性 社員の方が誇りをもって自分の仕事をしているようす

169 東北大学大学院/理系/女性 社員の方と直接話して、企業の雰囲気がよく伝わってきたこと。

170 東北薬科大学/理系/女性 GDをとおして本当に社会のためになることをしている企業だと思った

171 東洋大学/文系/男性 面接官の人柄が好きになり、志望が高まった。

172 東洋大学/文系/女性 面接官の人柄がよかった。

173 東洋大学/文系/女性 採用担当の社員の方々が仲良く話されているのを目にしたとき。

174 東洋大学/文系/女性 自分のありのままをお話したら、それを認めてくれた面接官がいて、動機が高まりました。

175 東洋大学/文系/女性 自分自身を引き出すような質問をしてくださってとても話しやすく、自分をしっかり見てくれてい
ると思った。

176 徳島大学/理系/女性 自分が答えた質問に対してしっかり反応してくれること。色んな質問をしてくれること。

177 徳島大学大学院/理系/男性 技術部長との面談で、その会社で自分を取り組む仕事をの知識を深めることができた。特に、
自分のどのような所に期待してくれているかも確認できた。

178 豊橋技術科学大学大学院/理
系/女性

面接官の人柄が良かった

179 長崎大学大学院/理系/男性 試験官の方がこちらが緊張しないように気を使ってくれていたので、思いのほか言いたいこと
を伝えられた気がします。

180 中村学園大学/文系/女性 面接での発言を笑顔で聞いてくれた。
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動機が高まった面接

# 属性 生コメント

181 名古屋工業大学大学院/理系
/男性

面接中，ずっとムスッとしていた面接官の方が，面接の最後の質問には笑顔で答えてくれた。
プレッシャーに対する反応を見る演技をしていただけで，本当は優しい方なのだと感じた。

182 名古屋大学大学院/理系/男
性

自分の良さを引き出してくれるような面接だった。

183 名古屋大学大学院/理系/男
性

任せていただける仕事について、一つの仕事（たとえば設計）だけでなく、幅広い仕事を任せて
いただけると知ったとき。また、自分が期待されているということを感じた時。

184 名古屋大学大学院/理系/女
性

面接中に、面接のフィードバックをいただけたこと。

185 名古屋大学大学院/理系/女
性

自分のなさっているお仕事が一番面白いと自信を持っていらっしゃる面接官の方と出会い、こ
ういう方と働けたら楽しそうだと思った。

186 奈良女子大学/文系/女性 社員さんが魅力的。

187 奈良女子大学大学院/理系/
女性

職場の雰囲気が分かった。

188 新潟県立大学/文系/女性 質問をされることによってそのことについて考えるきっかけになり、とても有意義な面接であっ
た。自分のことを語れると思いこんで望んだ面接であったが、予想外に考えさせられる内容が
多く、面接後はフィードバックをするようにしている。

189 二松学舎大学/文系/女性 入社3年目で企業の幹部の方まで上り詰めている人が居て、本当に実力次第で幹部候補にな
れると実感したから

190 日本大学/文系/男性 面接終わった後にフィードバックしてくださったり、今後の就職活動を応援してくれた時です。

191 日本大学/理系/男性 ミスマッチをなくすため、謙虚な態度だった

192 日本大学/理系/女性 とても話やすい面接官だったので話が盛り上がった

193 日本獣医生命科学大学/理系
/男性

面接官が優しく接してくれながらも、回答に対して会社にとってどうなのかをちゃんと考えてさら
に質問してくれて会社の理解にも繋がった。

194 日本大学大学院/理系/男性 社員の人柄を知ることが出来たため。

195 日本福祉大学/文系/男性 面接官の方の人柄にあこがれた。

196 一橋大学/文系/男性 社員の対応が丁寧

197 一橋大学大学院/文系/男性 自分に関心を持ってくれた

198 広島大学/文系/女性 私がミスをしても笑顔で丁寧に対処してくださったこと。落ちたと思ったら受かっていたこと

199 広島大学/理系/男性 楽しく面接を受けることが出来たこと。

200 広島修道大学/文系/女性 志望動機を考えるときに企業のホームページを読み、関心が高まりました。また、実際の面接
で企業の人が学生に対して真剣に話を聞いてくれることや、面接官の方と話が合うと志望度が
高まります。

201 広島大学大学院/文系/女性 面接官が優秀な方だったので、そのような社員さんが居る会社なら働きたいと思いました。

202 法政大学/文系/男性 実際に社員と話せたことはプラスになると感じる。

203 法政大学/文系/女性 面接官の雰囲気がよかった

204 法政大学大学院/理系/男性 面接官がいい人だった

205 法政大学大学院/理系/男性 社長や役員の方の人柄

206 法政大学大学院/理系/男性 面接官の人柄がとても良かったこと。

207 星薬科大学/理系/男性 そこの会社の理念が深くわかったので志望度が上がりました。

208 北海学園大学/文系/女性 面接官の方がとても親切で、私の緊張を一生懸命ほぐそうとしてくれていたから

209 北海道大学/文系/男性 自分の実力不足が身に染みて、もっと上手くなってやろうと思いました。

210 北海道大学/理系/女性 面接官がとても手慣れた人事で、いろんな世界を見てきたようだったので、このような指導者
の下で働けばより高みを目指せるかもしれないと思った。

211 三重大学大学院/理系/女性 人事の方がとても和やかな雰囲気で面接をしてくださり、普段の自分を出せた時は、感謝とと
もに会さへの志望度が上がりました。

212 明海大学/文系/女性 社員の人が気楽に面接をしてくださった

213 明治大学/文系/男性 これから一緒に働いていきましょうといわれ、自分を認めてもらった感じがした。

214 明治大学/文系/男性 面接官の方の雰囲気はどうであれ「私」について深く聞いてくださる面接はとても好感が持てま
す。

215 明治大学/文系/女性 穏やかに対応してくれるところ

216 明治大学/文系/女性 私の話に耳を傾けてくれた。うなずいてくれた。

217 明治大学/文系/女性 人事の方の対応が素晴らしく更にここに入りたいと感じた

218 明治大学/文系/女性 面接してくださった社員の方が非常に話しやすい方だったので、志望度が上がった企業があり
ます。

219 明治大学/文系/女性 人事の方が待合室で緊張をほぐすために話しかけてくださり、面接では笑顔で頷きながら話を
聞いてくださった。
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動機が高まった面接

# 属性 生コメント

220 明治大学/文系/女性 自分の良いところを探そうとしてくれる会社。自分が上手く説明できずに詰まったところをどん
どんと追い詰めていくっていう感じではなく、私が話しやすくうきうきできる点をどんどんと掘り
下げてくれる。人の良いところを育てようとしてくれる会社なんだろうな、と思い、もともと志望度
がそんなに高くなくても、その面接で学生のことを考えている姿勢にすごく志望度は上がる。

221 明治大学/理系/男性 面接官の方が気さくに話して下さり、とても素で話すことが出来ました。

222 明治大学大学院/理系/男性 とっかかりやすいが、実は内面に熱い気持ちを持つ社員と出会ったこと。

223 山形大学/文系/女性 社員の方の人柄や待合室での雰囲気に惹かれ、志望度が高まりました。

224 山口大学大学院/理系/男性 面接官が快く受け答えしてくれたので志望度が高まった。

225 山口大学大学院/理系/女性 面接官や、その他の社員の人たちの対応が良かった。面接官の方が、説明会では聞けない話
をしてくれた時。

226 山口大学大学院/理系/女性 人事の方が非常に真剣に話を聞いて下さったときは、自分を受け入れて、理解しようとしてくれ
ていると感じ、志望度が高くなった。

227 横浜市立大学/文系/女性 熱心に話を聞いてくれた。

228 横浜市立大学大学院/理系/
女性

人をしっかり見る面接に好感を抱き、動機が高まりました。

229 横浜国立大学/文系/男性 面接官の対応が良かった。

230 横浜国立大学/文系/男性 自分が知らないような仕事の仕方などを知ることが出来た

231 横浜国立大学/文系/女性 上手く答えられずしどろもどろになっていた時、無理に先に進めようとせずに待ってくれた。

232 横浜国立大学/文系/女性 ・面接の雰囲気が和やかだった。・面接官が魅力的な人だった。・面接を通して企業の雰囲気
を感じ取ることができた。

233 横浜国立大学大学院/理系/
男性

研究をしっかり見てもらえていた。

234 横浜国立大学大学院/理系/
男性

自分の考えを明確に持ち、軸をしっかりする事の大切さを感じました。

235 横浜国立大学大学院/理系/
男性

社員の方が素晴らしく生き生きとしていたため、この企業で働きたいと感じたことがある

236 横浜国立大学大学院/理系/
男性

面接官の方々の対応が丁寧であったので、その企業の面倒見の良さが高いと感じられまし
た。

237 横浜国立大学大学院/理系/
男性

全ての面接を通して、面接官は真面目に接してくれた印象がありウワサに聞く圧迫面接など
はなく、面接を通して社風に触れられたと考えます。

238 立教大学/文系/男性 面接官のコミュニケーション力が高かったこと。

239 立教大学/文系/男性 人事の方に、目的意識がしっかりしてて良いといわれた。サークルや特別なことをしていなくて
も、学業でちゃんとやっていれば認められるとわかってうれしかった。

240 立教大学/文系/女性 魅力的な人事の人と出会えた時

241 立教大学/文系/女性 面接官とコミュニケーションが適切にとれた

242 立教大学/文系/女性 いいところ、直すべきところなどのフィードバックをくれた企業はいい会社だと思った。

243 立教大学/文系/女性 自分の話をきちんと聞いてくれる。私を大勢の就活生の１人としてではなく、「私」として見てく
れる。

244 立教大学/文系/女性 こちらから、話題を選んで話せる面接。思う存分語れたし、企業側が興味を持って深く突っ込
んでくれたので、自分を知ってもらえたと思ったから。

245 立教大学/理系/男性 面接官の人柄の良さに惹かれた企業は志望動機が高まった。

246 立命館大学/文系/男性 面接官の雰囲気

247 立命館大学/文系/女性 自分とのマッチング

248 立命館大学/文系/女性 面接官が笑顔で話を聞いてくれた。

249 立命館大学/文系/女性 面接官の方の対応が良かったり、１人当たりの面接時間が十分にあったこと

250 立命館大学/文系/女性 人事の方の丁寧な対応や何人もの学生の話を聞いて疲れている面接官が詰まってしまっても
真剣に話を聴いてくださったこと。

251 立命館大学大学院/理系/男
性

社員の雰囲気

252 立命館大学大学院/理系/男
性

社員の人がしゃべりやすく、興味が高くなった

253 立命館大学大学院/理系/男
性

自分の活動に対して良くも悪くも客観的評価があること

254 龍谷大学/文系/男性 自分が学生時代に頑張ってきたことを上手く引き出して下さったこと。

255 早稲田大学/文系/男性 企業の姿勢が一貫してぶれなかった所。

256 早稲田大学/文系/男性 社員の方々とお話する中で、その人の働いている姿に憧れたから。

257 早稲田大学/文系/男性 自分の学生時代のことや話したいと思うことを真摯に聞いてくれようとする姿勢がうかがえた
時。

258 早稲田大学/文系/女性 面接官の印象が良かった

259 早稲田大学/文系/女性 フィードバックをくれたり、人事の方の人柄にふれて

260 早稲田大学/文系/女性 仕事内容を楽しそうにお話をしていた面接官だったから
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261 早稲田大学/文系/女性 ・面接中・後にフィードバックがあった。・対応が丁寧。

262 早稲田大学/文系/女性 社員の方の対応が良かったので、ここだったら入社してもやっていけそうだと感じました。

263 早稲田大学大学院/理系/男
性

社員さんと話して会社のイメージが変わった．

264 早稲田大学大学院/理系/男
性

面接官が話を聞く態度を見せてくれると非常に話しやすく、また志望度も高まる。

265 早稲田大学大学院/理系/女
性

面接官が良い方で、些細な質問に対しても真剣に答えてくださったから。

266 早稲田大学大学院/理系/女
性

面接官とうまくコミュニケーションができて、ユーモアな話をした後、笑っていただいたときです。

267 早稲田大学大学院/理系/女
性

よいフィードバックがもらえたこと
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