
就活中、企業を最も理解できた場面と内容

【コメントデータについて】
・全部で424件のデータがあり、ページ数では12ページとなります。印刷の際は、ご注意ください。
・理解できた場面、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。

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

1
会社説明会 青山学院大学/文系/女性 具体的な仕事の内容や雰囲気

2
会社説明会 秋田大学大学院/理系/男性 企業で行う具体的な仕事の内容について

3
会社説明会 愛媛大学/文系/女性 事業・仕事内容、一日の流れ、その企業の強み

4
会社説明会 大阪市立大学大学院/理系/男

性
会社の雰囲気

5
会社説明会 大阪大学/文系/女性 事業内容、働く人の雰囲気

6
会社説明会 大阪大学大学院/文系/女性 企業の姿勢、社員の一日のスケジュールなど

7
会社説明会 大阪大学大学院/理系/男性 仕事内容

8
会社説明会 大阪大学大学院/理系/男性 その企業が採用にかける熱意、会社概要

9
会社説明会 大阪大学大学院/理系/男性 事業内容

10
会社説明会 大阪大学大学院/理系/男性 企業の雰囲気、働く環境、仕事内容

11
会社説明会 大阪大学大学院/理系/女性 業界内容、仕事内容、社風

12
会社説明会 大妻女子大学/文系/女性 パンフレットには載っていない、実際に働いている社員さんたちの話が聞けた。

13
会社説明会 岡山大学大学院/理系/男性 会社の雰囲気

14
会社説明会 お茶の水女子大学/文系/女性 事業内容、社員の働き方

15
会社説明会 関西大学/理系/女性 会社の雰囲気

16
会社説明会 関西学院大学/文系/男性 仕事の具体的な内容。

17
会社説明会 北九州市立大学/文系/女性 事業内容や会社の雰囲気、社員の方の様子などわかったためです。また、少数で質

問できる機会が多く、就職活動の相談にものっていただけました。

18
会社説明会 岐阜薬科大学/理系/女性 会社の方針。雰囲気。

19
会社説明会 九州大学大学院/理系/男性 業務内容、経営方針、雰囲気

20
会社説明会 京都大学/理系/女性 企業の業務内容や目指すビジョンについて理解できた。

21
会社説明会 京都薬科大学/理系/男性 より成長できる企業だということがわかった

22
会社説明会 京都薬科大学/理系/男性 業務内容、社員の方の雰囲気

23
会社説明会 京都薬科大学/理系/女性 どのような仕事をしているか

24
会社説明会 共立女子大学大学院/文系/女

性
会社の雰囲気、仕事内容

25
会社説明会 熊本大学/文系/男性 実際にお話を聞けて色々勉強になった。

26
会社説明会 慶應義塾大学/文系/女性 企業が人をどのように見ているのかということ。説明会と面接で大きく違う企業に対し

てはあまりいい印象は得ませんでした。

27
会社説明会 慶應義塾大学大学院/理系/男

性
職場の雰囲気、事業内容。

28
会社説明会 甲南大学/理系/男性 社内風土、業績、理念

29
会社説明会 神戸学院大学/理系/女性 会社の中での社員の雰囲気

30
会社説明会 神戸女子大学/文系/女性 仕事の内容、会社の強み

31
会社説明会 神戸女学院大学/文系/女性 事業内容や会社の雰囲気

32
会社説明会 神戸薬科大学/理系/男性 事業内容と方針

33
会社説明会 国際基督教大学/文系/男性 他社との違い、差別化のポイント

34
会社説明会 佐賀大学/理系/女性 入社年度の違うさまざまな年齢の人達の、それぞれの立場で見た会社の雰囲気、仕

事について知ることができた。

35
会社説明会 順天堂大学/文系/男性 文面からでは知ることのできないその会社の考え方、雰囲気などを感じることができ

た。

36
会社説明会 上智大学/文系/女性 詳しい業務と会社でどういったことを任されて挑戦できるか

37
会社説明会 昭和大学/理系/女性 仕事内容
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就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

38
会社説明会 昭和大学/理系/男性 現場での実際の仕事

39
会社説明会 昭和薬科大学/理系/女性 企業理念、方針、仕事内容、プライベートとのバランス

40
会社説明会 信州大学大学院/理系/男性 会社でどのように働いていくのか。

41
会社説明会 専修大学/文系/男性 会社のシステム

42
会社説明会 高崎経済大学/文系/男性 座談会で複数人と話をすることで共通してみられる社風が感じ取れた。

43
会社説明会 千葉大学/文系/男性 それぞれの企業が目指している方向性、企業理念

44
会社説明会 千葉大学大学院/理系/男性 業務内容

45
会社説明会 千葉大学大学院/理系/男性 その企業の社風、従業員の人柄

46
会社説明会 中央大学/文系/男性 社風、仕事の内容

47
会社説明会 中京大学/文系/女性 企業概要、具体的な仕事内容、社員の方の雰囲気・人柄

48
会社説明会 筑波大学/理系/女性 その企業が現在力を入れていること

強みと課題

49
会社説明会 筑波大学大学院/理系/女性 会社概要、今後の方向性、選考フロー

50
会社説明会 電気通信大学/理系/男性 企業理念

51
会社説明会 電気通信大学/理系/男性 企業の目標や方針が分かりました。

52
会社説明会 電気通信大学大学院/理系/男

性
企業の軸

53
会社説明会 東京外国語大学/文系/女性 会社の業務内容や社風

54
会社説明会 東京工科大学/理系/男性 人事と社員の方が見るからに体育会系で、そのような人物が好まれているのだと感じ

た。

55
会社説明会 東京工業大学/理系/女性 仕事内容、社風

56
会社説明会 東京大学/文系/女性 社内の具体的な雰囲気、社員の価値観

57
会社説明会 東京大学大学院/理系/女性 事業の詳しい話。仕事のやり方。会社の雰囲気。

58
会社説明会 東京大学大学院/理系/女性 企業の風土や雰囲気がわかり、自分との相性を考えるうえで有意義だった

59
会社説明会 東京大学大学院/理系/女性 リクルーター

60
会社説明会 東京都市大学その他男性 企業の社風

61
会社説明会 東京農工大学大学院/理系/女

性
仕事内容、雰囲気、１日の流れ、ライフワークバランスの実情、辛い業務など

62
会社説明会 東京薬科大学/理系/女性 雰囲気

63
会社説明会 東京薬科大学/理系/男性 会社の大筋の活動内容と、社員さんとの懇談会のようなものがあると、その時に具体

的な仕事内容や、普段の様子などを知ることができる。

64
会社説明会 東京薬科大学大学院/理系/男

性
企業の価値観

65
会社説明会 東京理科大学大学院/理系/男

性
実際に働いている現場の方のお話が聞けて、働くイメージがしやすかった

66
会社説明会 同志社大学/文系/女性 仕事内容、社風

67
会社説明会 同志社大学/文系/女性 企業の方の優しさ触れ、さらにいって見たいという気持ちが強くなった

68
会社説明会 同志社大学大学院/文系/女性 業務内容、強み

69
会社説明会 東邦大学/理系/男性 企業概要

70
会社説明会 東北大学/文系/男性 ボードゲームを使いながら、コンサルタントとは何かということをわかりやすく教えてい

ただいた。

71
会社説明会 東北大学大学院/理系/男性 説明の仕方から、企業が一番大切にしている事が分かった

72
会社説明会 東北大学大学院/理系/男性 どのように働くのか。1日の流れなど。

73
会社説明会 東北大学大学院/理系/女性 事業内容

74
会社説明会 東北大学大学院/理系/男性 事業内容

75
会社説明会 奈良女子大学大学院/理系/女

性
事業内容や会社概要、社風、目指すところ

76
会社説明会 奈良先端科学技術大学院大学/

理系/女性
実際の社風というものを感じることができ、その企業がどこを目指しているのか、どう
いった人が働いているのか理解することができた。
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＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

77
会社説明会 日本大学/理系/男性 その企業の業界の位置付けや影響力など

78

会社説明会 日本工業大学/理系/男性 ・事業内容
・研修内容
・社風

79
会社説明会 日本大学大学院/理系/女性 雰囲気

80
会社説明会 一橋大学/文系/男性 事業内容

81
会社説明会 法政大学/文系/女性 会社や社員の方の雰囲気を知ることができました

82
会社説明会 法政大学/文系/女性 雰囲気

83
会社説明会 法政大学/文系/男性 事業内容、社員の方々の雰囲気

84
会社説明会 北海道大学/理系/男性 会社の事業戦略、今後の方針

85
会社説明会 北海道大学/理系/女性 社内の雰囲気(外資系企業で外資系らしい部分と日本的な部分を聞くことができた)

86

会社説明会 宮崎大学大学院/理系/男性 企業によって，その理解度が変わってきます。
しかし，入社前の段階としては説明会でしか「社風」といった企業の見えないところが見
れます。社風を気にしていた私は，社員の方々と会える説明会が，会社の雰囲気を最
も理解できる場面だと感じました。

87
会社説明会 武庫川女子大学大学院/理系/

女性
社員だけでなく他の就活生とも話やすい空気で質問しやすかった。

88
会社説明会 明治学院大学/文系/女性 入社後の仕事のプラン、その企業の仕事内容、社員の人柄、福利厚生、

会社の強み

89
会社説明会 明治大学/文系/女性 仕事内容

90
会社説明会 明治大学/理系/男性 企業の雰囲気がわかりました。

91
会社説明会 名城大学/文系/男性 つらかった体験も話してくれたから

92
会社説明会 桃山学院大学/文系/女性 事業内容

93
会社説明会 山口大学大学院/理系/女性 社内の雰囲気、企業が掲げている高い目標に対する社員の方の意識

94
会社説明会 横浜国立大学大学院/理系/女

性
業務内容、実際の働き方

95
会社説明会 横浜国立大学大学院/理系/男

性
社員全体が持っている意識や考え方

96
会社説明会 横浜国立大学大学院/理系/男

性
事業内容、仕事内容、社内の雰囲気、会社の技術について

97
会社説明会 横浜国立大学大学院/理系/男

性
具体的な仕事内容

98
会社説明会 立教大学大学院/理系/女性 企業でどういった研究が行われているか。会社の風土や社員の雰囲気。

99
会社説明会 立命館大学/文系/男性 説明会では業務内容などがある程度理解できたが、その他の場面では説明会では知

ることのできない、会社の裏、素の部分を見ることができる。

100
会社説明会 立命館アジア太平洋大学/文系/

男性
仕事内容

101
会社説明会 琉球大学/理系/女性 仕事に対する熱意

102
会社説明会 龍谷大学/文系/男性 会社の雰囲気、社風

103
会社説明会 早稲田大学/文系/女性 仕事内容の疑似体験ができる説明会だったので、仕事（会議）の進め方を身をもって

学ぶことができた。

104
会社説明会 早稲田大学大学院/理系/男性 業界について

105
会社説明会 早稲田大学大学院/理系/女性 社内でやっているサークルなど企業ＨＰに載っていない情報がのっていた

106
会社説明会 愛知県立大学/文系/男性 会社の雰囲気

107
会社説明会 秋田県立大学/理系/女性 業務内容

108
会社説明会 秋田県立大学大学院/理系/男

性
業界の状況と業種の内容

109
会社説明会 関西大学/文系/女性 現場で働く社員さんの生の声を聞けたので

社風が伝わりやすかった。

110
会社説明会 関西大学大学院その他女性 仕事内容

111
会社説明会 関西福祉科学大学/文系/女性 業務内容、雰囲気（社風）、

112
会社説明会 九州大学大学院/理系/女性 企業が目指している経営ビジョン

113
会社説明会 九州大学大学院/理系/女性 会社の雰囲気、方針
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就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

114
会社説明会 京都大学/文系/男性 具体的な業務内容、社風

115
会社説明会 神戸大学大学院/文系/男性 ・事業内容が社会において果たしている役割

・業界での立ち位置

116
会社説明会 首都大学東京大学院/理系/男

性
事業内容、財務状況、及び今後の動向について。

117
会社説明会 中央大学/文系/女性 現役で働いていらっしゃる社員の方とお話しできる時間があり、具体的な仕事の内容

や雰囲気が理解できた。

118
会社説明会 筑波大学大学院/理系/女性 業種、職種、各種制度、研修内容、社内の雰囲気、選考フローなど

119
会社説明会 東京大学大学院/理系/男性 事業内容、求める人材像

120
会社説明会 東京農業大学/理系/女性 営業の大変さと女性であるメリット、デメリット

華やかな面だけでなく泥臭さもあるということが理解できた。

121
会社説明会 東京理科大学大学院/理系/女

性
企業の経営方針、どんな商品があるか、どんな事業を展開しているか、職種説明、募
集要項、パネルディスカッション、個別質問会、

122
会社説明会 東北大学/文系/女性 会社の雰囲気、業務内容、企業で大切にしていること

123
会社説明会 東北大学大学院/理系/女性 企業の概要

124
会社説明会 東洋英和女学院大学/文系/女

性
事業内容

125
会社説明会 福岡大学/文系/女性 会社見学会は、実際に施設に行き、仕事内容などを見たり聞いたりすることができた

ので、自分が入社してからのイメージがとてもしやすかった。

126
会社説明会 武蔵野大学その他男性 ・事業内容

・具体的な業務

127
会社説明会 明治大学/文系/男性 社風と詳しい事業内容やビジョン

128
会社説明会 立教大学男性 雰囲気

129
会社説明会 立命館大学/文系/女性 社風、仕事内容、どんな思いで働かれているか

130
会社説明会 立命館大学/文系/女性 その企業が何をしているかの事業内容や、そこにいる人事の方や先輩社員を見ること

によって社風が伝わってきた。

131
会社説明会 早稲田大学/文系/女性 職場の雰囲気

132
会社説明会 早稲田大学/文系/男性 企業が行っている仕事の内容。社員の方同士の話される様子を見て、どのような雰囲

気なのか。

133
面接 岩手県立大学大学院/理系/女

性
担当社員さんが話してる時間が長かった

134
面接 岩手大学大学院その他男性 面接 → 会社（面接官）がどんな人を求めてるのか話しながら伝わってくる

135
面接 大阪市立大学/文系/男性 社員の方の雰囲気。

136
面接 大阪市立大学/文系/女性 社員の考え、社風、どんな上司がいるのか

137
面接 大阪大学大学院/理系/男性 会社や業界のことについて、自分がどこまで理解できているのかを確認することが出

来たため。

138
面接 大阪府立大学/理系/女性 社内の雰囲気、具体的な仕事内容を知ることができた

139

面接 大阪府立大学大学院/理系/男
性

その企業はこういう考えを持っているのか、ホームページなどでは分かりにくいところま
で知ることができ、また、就活生になにを求めているかが、他の企業よりも理解するこ
とができました。

140
面接 岡山大学/文系/女性 社員の人柄

141
面接 岡山大学大学院/理系/男性 社風，社員の方が求めるもの，どれだけ採用活動に熱心なのか

142
面接 学習院大学/文系/女性 より具体的な業務内容

143
面接 神奈川大学/理系/女性 会社の様子

144
面接 関西大学/文系/女性 雰囲気

145
面接 関西大学/文系/女性 仕事内容

146
面接 関西大学/文系/男性 今後の展望

147
面接 関西大学大学院その他男性 会社が求めていること

148

面接 関西学院大学その他女性 説明会では企業の良い面しか話してもらえない。しかし面接になると、勤務に耐えられ
るかを確かめるために、勤務形態やノルマなどについても触れてくる。悪い面を知るこ
とで、企業のことを理解できたと感じた。
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就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

149
面接 北里大学/理系/男性 働いている方の考え方、雰囲気、社員や新人に対する想い

150
面接 九州大学大学院/理系/女性 社員の方との交流があったから

151
面接 京都外国語大学/文系/男性 理解できていない点を理解できたから。

152
面接 京都大学大学院/理系/女性 業務内容

153
面接 近畿大学/文系/男性 企業の考え方、価値観など。

154
面接 慶應義塾大学/文系/男性 会社の雰囲気や社内の様子

155
面接 慶應義塾大学/文系/女性 雰囲気、考え方

156
面接 慶應義塾大学/文系/男性 企業の制度

157
面接 神戸大学/文系/男性 社員の雰囲気

158
面接 神戸大学大学院/理系/女性 企業内の社風

159
面接 神戸大学大学院/理系/女性 研究の方針など

160
面接 国学院大学/文系/女性 理事長の人柄・企業風土

161
面接 国際基督教大学/文系/女性 社内の雰囲気や仕事内容の詳細

162

面接 静岡県立大学/理系/男性 製薬メーカーを中心に就職活動をしてきました。製薬メーカーは説明会ではほとんどど
の企業も同じような説明になるので、面接の際「貴社が他社との差別化を図る際に何
を強みとするのか」という質問をした時が一番企業の方針などがわかりました

163
面接 上智大学/文系/男性 入社後どのように配属が決まるかなど

164

面接 信州大学大学院/理系/男性 面接の前後に自分の想いをただ書いてみることで、頭の整理ができた。
面接中には、面接官と会話をする中で、自分がどういうタイプの人間であるのかという
ことや、その会社で自分はナチュラルに働けるのかを知ったことが多かった。

165
面接 千葉大学/文系/女性 企業の価値観

166
面接 中央大学/文系/女性 だんだん相手の役職が上がっていくにつれて、ＨＰなどではわからない会社の方針や

内情がわかった。

167
面接 中京大学/文系/男性 仕事に対する考え方

168
面接 東京外国語大学/文系/男性 社員の人柄、社内の人材に対するニーズ

169
面接 東京工業大学/理系/女性 企業理念やどのようなことができそうか、自分に合いそうか。

170
面接 東京大学/文系/男性 選考の方法から、その企業の求める方向性や雰囲気を感じることができた。

171
面接 東京大学/文系/女性 会社の雰囲気や業務内容が話をしていくうちにわかってきた。

172
面接 東京大学大学院/理系/男性 面接官（社員）の方がどのような仕事や学生についてどのような考え方をしえいるの

か、どのようなスキル、考え方を持った人材がほしいのかということ

173
面接 東京大学大学院/理系/男性 社員の雰囲気

174
面接 東京大学大学院/理系/男性 社風、どんな社員がどんな意識を持って働いているか

175
面接 東京理科大学/文系/男性 社員の印象。

対応。

176
面接 東京理科大学/理系/男性 社会人に求められる要素を、面接を通して自分なりに理解できた。

177
面接 東京理科大学大学院/文系/男

性
会社の事業内容、分野

178
面接 東京理科大学大学院/理系/男

性
会社のスタンス

179
面接 東京理科大学大学院/理系/女

性
面接が進むに従い沢山のひととお話しさせて頂いたが、それぞれの立場での考え方
の違い、共通点など

180
面接 同志社大学/文系/男性 社員の雰囲気や社風を理解できました。

181
面接 同志社大学/文系/女性 企業のホームページ上に記載されていたことの詳しい内容。

182
面接 同志社大学/理系/女性 働いてからの雰囲気

183
面接 東北大学大学院/理系/男性 顧客情報など、実際の仕事内容

184
面接 東北大学大学院/理系/男性 人事の方の印象、会社の雰囲気

185
面接 東北大学大学院/理系/男性 人事の雰囲気
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就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

186
面接 東北大学大学院/理系/男性 企業の具体的方針

業務内容の細かい点

187
面接 東北大学大学院/理系/男性 企業の雰囲気やその企業で求められる資質

188
面接 東洋大学/文系/女性 その企業が目指していること

189
面接 東洋大学/文系/女性 収益モデル、組織概要

190
面接 東洋大学/文系/女性 業務内容

191
面接 東洋大学/文系/女性 具体的な仕事内容（一人が担当するお客様の人数、勤務地、どのように仕事を進めて

いくか、研修はいつやるのか、そのために必要な能力など）

192
面接 徳島大学/理系/女性 話を真剣に聞いて下さり、今の良い点、改善した点をフィードバックしてくださった。

193
面接 長崎県立大学/文系/女性 雰囲気

194
面接 長浜バイオ大学大学院/理系/女

性
会社がどのような開発体制をとっているか

195

面接 名古屋大学大学院/理系/女性 面接中にした発言に対してのコメントの中で、その企業の社風や、福利厚生などの制
度などを理解できた。また、最終面接の後で企業見学をさせていただけたので、社内
の雰囲気を肌で感じることができた。

196
面接 南山大学その他男性 業務内容

197
面接 日本獣医生命科学大学/理系/

男性
各職種の具体的な内容を面接の時に丁寧に説明してもらいました。

198
面接 日本大学大学院/理系/男性 事業内容や福利厚生

199
面接 広島大学大学院/理系/女性 普段の仕事内容や、勤務形態など事細かに聞けた。

200
面接 星薬科大学大学院/理系/男性 会社の雰囲気。業務内容。

201
面接 北海学園大学/文系/女性 実際に営業部長に仕事の辛さややりがいを教えていただいた。

202
面接 北海道大学/理系/女性 会社の女性への待遇など

203
面接 北海道大学大学院/文系/女性 お互いの交流で社風と社員たちの人柄を感じました

204
面接 武庫川女子大学/文系/女性 社風や社員の方の人となり

205
面接 武蔵大学/文系/男性 業界の動向 仕事の厳しさ

206
面接 明治学院大学/文系/女性 仕事内容

207
面接 明治大学/文系/女性 人事以外の現場の社員の方とも関わる機会が多かったので会社の雰囲気がよくわ

かった

208
面接 明治大学/文系/男性 面接の場で社員の方と議論できることは、入社してからも年次に関係なく意見を言える

会社なのだと理解することにしていました。

209
面接 山口大学大学院/理系/女性 会社の雰囲気やどんな考えの人がいるのか

210
面接 山口大学大学院/理系/女性 話す内容や話し方で、その企業の考え方が強く出ていると思う。

211
面接 横浜市立大学大学院/理系/女

性
質問の時間を設けて頂いた際、職業観で勘違いしていた点を面接官の方に修正して
頂きました。

212

面接 横浜国立大学/文系/女性 場面１：社員の方の人柄。固いか、ゆるいか、など。
場面２：若手社員の方の仕事内容。実際にその企業に入って辛いこと、楽しいこと、や
りがいをかんじる事など。

213
面接 立命館大学/文系/女性 支社に赴くだけでは感じることのできなかった本社の雰囲気、その会社で働くにあたり

社員さんが何を面白く感じ、何を不満に感じているかという生の声

214
面接 立命館大学大学院/理系/男性 自分の評価

215
面接 立命館大学大学院/理系/男性 企業がどのように新人を捉えているか

216
面接 早稲田大学大学院/理系/男性 学生に対する企業の姿勢

217
インターンシップ 青山学院大学/文系/男性 企業の採用活動は、非常にシンプルで「永続的な企業であること」ですので、そこから

採用の意図をよみ取れるということ。

218
インターンシップ 青山学院大学/理系/男性 企業の社風や文化を肌で感じることができた。

219

インターンシップ 愛媛大学/文系/女性 業務内容や業界の動向。
その会社のカラー
仕事でのやりがい

220
インターンシップ 大阪大学大学院/文系/男性 仕事内容
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就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

221
インターンシップ 大阪大学大学院/文系/女性 仕事内容、社風

222
インターンシップ 大阪大学大学院/理系/男性 業務内容

223
インターンシップ 大阪大学大学院/理系/男性 実際に会社で働くとはどのようなことなのかということと、その会社の実情。

224
インターンシップ 大阪大学大学院/理系/女性 仕事内容・社内の雰囲気

225
インターンシップ 大阪府立大学大学院/理系/男

性
仕事内容、社員の気質

226
インターンシップ 大阪薬科大学/理系/女性 社風、実際の仕事内容、一日の過ごし方等

227
インターンシップ 小樽商科大学/文系/女性 会社の特徴

228

インターンシップ 学習院大学/文系/女性 社風
仕事内容
自分との方向性の一致

229
インターンシップ 関西学院大学/文系/女性 オフィスで他の社員との関わり、仕事の進め方

230
インターンシップ 京都大学/文系/男性 事業内容、社員の方々の雰囲気、企業風土

231
インターンシップ 京都大学/理系/女性 技術職の仕事内容、部門による必要知識の違い、勤務形態など

232
インターンシップ 京都大学大学院/理系/男性 仕事の内容，雰囲気

233
インターンシップ 慶應義塾大学/文系/男性 企業風土

234
インターンシップ 慶應義塾大学/文系/男性 二日間社員と一緒にワークに取り組めたため、内部事情や雰囲気がわかった。

235
インターンシップ 慶應義塾大学/理系/男性 社風や仕事内容を実際に体験することにより感じ取ることができたからです

236

インターンシップ 甲南大学その他女性 業界
業界内でのその企業の位置づけ
企業の理念、目指すところ
社風

237
インターンシップ 国際基督教大学/文系/女性 他社との違い

238
インターンシップ 駒澤大学/文系/女性 実際に営業同行をさせて頂いて、お客様と社員の方の関わり方を見ることで、会社の

方針やどの様なスタイルであるかを感じることができました。

239
インターンシップ 駒澤大学/文系/女性 仕事内容、雰囲気

240
インターンシップ 上智大学大学院/理系/男性 その企業が属する業界について

241
インターンシップ 成蹊大学/文系/女性 より社員さん、仕事内容に触れることができ、全身でその企業を知ることができた。実

際の仕事内容だけではなく、人との繋がりや新しい発見も多かった。

242
インターンシップ 摂南大学/理系/女性 社風が非常に良い。

243

インターンシップ 千葉大学大学院/理系/女性 社風、学生と社会人の違い

244
インターンシップ 筑波大学/文系/女性 半日営業同行だったので、実際の仕事内容を理解できた。

245
インターンシップ 帝京大学/文系/男性 仕事内容・社風・財政状況

246
インターンシップ 東京工業大学大学院/理系/男

性
研究所の雰囲気、先輩社員の人柄、仕事内容

247
インターンシップ 東京工業大学大学院/理系/男

性
仕事の内容や進め方、社内の雰囲気

248
インターンシップ 東京大学/文系/男性 企業の社風と、キャリアコースに対し求める人材。

249
インターンシップ 東京大学/文系/男性 業務のイメージ

250
インターンシップ 東京大学大学院/理系/男性 企業の事業内容や会社の雰囲気等を深く理解することが出来ました．

251
インターンシップ 東京大学大学院/理系/男性 社員の雰囲気、社風、事業内容等

252
インターンシップ 東京大学大学院/理系/男性 3週間のインターンシップだったため、実際の業務内容を詳しく知ることができました。

253
インターンシップ 東京農業大学/理系/女性 営業の人がどのように働いているのかよく理解できた。

254
インターンシップ 東京理科大学/理系/男性 業界の成り立ち
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就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

255
インターンシップ 東京理科大学/理系/女性 システム構築の流れについて

256
インターンシップ 東京理科大学大学院/理系/女

性
具体的な仕事内容、会社の雰囲気

257
インターンシップ 同志社大学/文系/女性 仕事内容のみならず会社の内部まで入って職場環境を見せてもらえるのはインターン

シップだけ！各部門ごとの職場環境を理解できたことがよかったです。

258

インターンシップ 同志社大学/文系/女性 もともとあまり興味もない業界だったので、何をしているのかも気にならなかった。しか
し、インターンシップに参加することで実際している事業内容に興味を持つことができ
た。また、セミナーにどと違って長く会社にいることで雰囲気などもより明確に伝わっ
た。

259
インターンシップ 同志社大学/文系/女性 その企業で働く方がどんな雰囲気なのか

260
インターンシップ 同志社大学/文系/女性 生の現場や社員の働く姿を見て、自分が働くイメージを理解できた。

261
インターンシップ 東北大学大学院/文系/男性 業務内容とタイムスケジュール、社員の雰囲気えお知ることができた。

262
インターンシップ 徳島大学/理系/男性 MRやドクターとのQ&A

263
インターンシップ 長崎大学大学院/理系/女性 社内の雰囲気

264
インターンシップ 名古屋工業大学大学院/理系/

女性
仕事内容、会社の雰囲気、

265
インターンシップ 名古屋大学大学院/理系/女性 仕事理解、職場の雰囲気、どんな社員さんが多いか

266
インターンシップ 名古屋大学大学院/理系/男性 仕事内容、ホウレンソウの大切さ、仕事の規模、責任感、達成感、やりがい、仕事の楽

しさ、仕事の辛さ

267

インターンシップ 奈良先端科学技術大学院大学/
理系/男性

業務内容
会社の雰囲気
姿勢

268
インターンシップ 南山大学/文系/男性 その企業の雰囲気を肌で感じ取れた。

269
インターンシップ 南山大学/文系/女性 社員さんに会うことでその企業の雰囲気がどんな雰囲気かわかり、志望度が高まった

から！

270
インターンシップ 日本大学/文系/男性 社風と仕事内容

271
インターンシップ 北星学園大学/文系/女性 企業の雰囲気

272
インターンシップ 室蘭工業大学大学院/理系/男

性
実際働いている現場を知れた．

273
インターンシップ 名城大学/理系/男性 社内の雰囲気

274

インターンシップ 立教大学/文系/女性 企業の雰囲気、企業文化（業界的常識、企業的常識＝強いられるもの）、社員の生活
の質（物理的忙しさ、経済力、プライベートの充実度など）、企業の戦略やこだわり（や
り方）

275
インターンシップ 早稲田大学/文系/女性 仕事内容と会社の雰囲気を実感できた

276
インターンシップ 早稲田大学/文系/女性 その会社の想い、社員の生の現場

277
インターンシップ 早稲田大学/文系/男性 社風や業務内容

278
インターンシップ 早稲田大学大学院/文系/女性 事業内容　

社風

279
インターンシップ 早稲田大学大学院/理系/男性 仕事のイメージを理解できました

280
インターンシップ 早稲田大学大学院/理系/男性 会社の雰囲気

281
OBOG訪問 青山学院大学/文系/女性 具体的な業務内容や仕事の雰囲気。また、自身のES・志望動機・入社してやりたい夢

についての社会人からのアドバイスを頂けた。

282
OBOG訪問 青山学院大学/文系/男性 自分の持つ疑問を全て曝け出して伺うことが出来た。

283
OBOG訪問 青山学院大学大学院/理系/女

性
上司からどのように評価されているかや、勤務時間、仕事量、給与を聞くことで働く姿
を想像したり、本当に自分に合っているのかを考えることが出来た。

284
OBOG訪問 大阪市立大学/文系/女性 普段の仕事の流れ、やりがい、仕事のむずかしさ

285
OBOG訪問 大阪大学大学院/理系/女性 どのようにスキルを身に着けていくか。社員の方のモチベーション、働く姿勢、社風。

286
OBOG訪問 お茶の水女子大学大学院/理系

/女性
社員の人柄や社風

287
OBOG訪問 金沢大学/文系/男性 実際にその企業で働いておられる社会人の方のお話を伺う事でHPなどでは得られな

いリアルな実感や情報が得られたと思う。

288
OBOG訪問 関西大学大学院その他男性 企業の弱点

8 Copyright © 2012 Leggenda Corporation All Rights Reserved



就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

289
OBOG訪問 関西学院大学/文系/女性 仕事内容、プライベートとの両立

290
OBOG訪問 北九州市立大学/文系/女性 実際に働いたからこそ見えた実情・価値観・ライフスタイル

291
OBOG訪問 北九州市立大学/文系/女性 ワークライフバランス

会社の雰囲気

292
OBOG訪問 九州工業大学/理系/男性 実際の社員のライフスタイル，配属先の決定方法，プライベートではどんなことをして

いるのか

293
OBOG訪問 九州大学大学院/文系/男性 業務内容

294
OBOG訪問 京都大学/文系/男性 入社後の仕事内容、働き方、遊び方

295
OBOG訪問 京都大学その他男性 仕事内容

296
OBOG訪問 京都大学大学院/理系/男性 会社の雰囲気

297
OBOG訪問 京都大学大学院/理系/男性 人事の言っていることと社員が考えていることの差がわかる。後は、単純にどういう志

向の人がいる会社なのかがわかる

298
OBOG訪問 慶應義塾大学/文系/女性 実際の勤務実態、支店の様子

299
OBOG訪問 慶應義塾大学/文系/女性 社風。日々の仕事について。あとは説明会で聞きにくいお給料や残業などの話につい

て。

300
OBOG訪問 慶應義塾大学/文系/女性 具体的な仕事内容や会社の雰囲気

301
OBOG訪問 慶應義塾大学/文系/男性 企業文化

302
OBOG訪問 慶應義塾大学/文系/男性 ゼネコンにおける事務系社員のやりがいや働き方

303
OBOG訪問 慶應義塾大学/文系/女性 福利厚生など説明会では聞けないこと

304
OBOG訪問 慶應義塾大学/文系/男性 経営方針や一日のスケジュール、社内の雰囲気などを知ることができました。

305
OBOG訪問 慶應義塾大学大学院/理系/男

性
自分のその企業に対する不明点を解消することができた。雰囲気を感じることができ
た。

306
OBOG訪問 駒澤大学/文系/女性 働き方、何を目指すか

307
OBOG訪問 首都大学東京/文系/女性 HPや就職サイトの企業ページには書かれていない、その会社の細かい業務内容など

を、取引先の側のOBの方からお話を聞く事ができたこと。

308
OBOG訪問 上智大学/文系/男性 社風

309
OBOG訪問 筑波大学大学院/文系/女性 社風と、仕事の内容

310
OBOG訪問 東京工業大学大学院/理系/男

性
会社の雰囲気
会社のウィークポイント

311
OBOG訪問 東京工業大学大学院/理系/男

性
実際に社員さんと話すと仕事の内容や普段感じていることなどがよく分かる。

312
OBOG訪問 東京女子医科大学大学院/理系

/女性
社内の雰囲気、実際の経営状況や方針

313
OBOG訪問 東京大学/文系/男性 キャリアプラン

314
OBOG訪問 東京大学/文系/女性 会社の雰囲気

315
OBOG訪問 東京大学/理系/男性 会社の裏、社員の人柄

316
OBOG訪問 東京大学大学院/理系/男性 具体的な業務内容、入社後の働き方のイメージ

317
OBOG訪問 東京大学大学院/理系/男性 その会社のスタイル・業界・仕事内容について深く知れました。

318 OBOG訪問 東京大学大学院/理系/男性 働き方

319
OBOG訪問 東京理科大学大学院/理系/男

性
社内の雰囲気

320
OBOG訪問 同志社大学/文系/男性 具体的な仕事内容、年収の推移、残業量、転勤の頻度など。

321
OBOG訪問 同志社大学/理系/男性 仕事内容

322
OBOG訪問 同志社大学/理系/男性 仕事内容と業界の現象について

323
OBOG訪問 東北大学大学院/理系/男性 社風、業界事情

324
OBOG訪問 名古屋大学大学院/文系/男性 リアルな部分での働くイメージ

325
OBOG訪問 名古屋大学大学院/理系/男性 企業理念や社風、仕事内容、キャリア
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就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

326

OBOG訪問 日本大学/文系/男性 グローバル化（海外進出）について伺った。
中身は国が関わってしまうと本当のグローバル化にならないこと、
支援は必要だが指導してしまうと国際競争には勝てなくなること

327
OBOG訪問 日本大学大学院/理系/男性 説明会では決して聞くことのできない、仕事内容や待遇について。

328
OBOG訪問 一橋大学/文系/男性 企業の事業内容について、関係する他業種との関係、ビジネス環境について

329

OBOG訪問 一橋大学/文系/女性 1日の具体的なナマのスケジュールから、説明会では言えない企業のウラまで、ざっく
ばらんに聞けた。具体的な残業時間とか残業手当、女性が妊娠したときの上司の反応
など･･･

330
OBOG訪問 法政大学/文系/男性 仕事内容

331
OBOG訪問 北海道大学/文系/女性 仕事内容、どんな人が働いているのか、社風

332
OBOG訪問 北海道大学大学院/理系/男性 HPや資料に掲載されていない社内の雰囲気

333
OBOG訪問 三重大学大学院/理系/男性 １０年近くその企業で働いている方とお話ができ，希望する部署の仕事内容や福利厚

生，生活リズムなど詳しく聞かせていただいた．

334
OBOG訪問 明治薬科大学大学院/理系/男

性
福利厚生

335

OBOG訪問 名城大学大学院/理系/男性 仕事内容
社風

336
OBOG訪問 横浜国立大学/文系/男性 具体的な仕事内容、日々の生活の仕方、仕事の辛さ、人間関係など



337
OBOG訪問 立教大学/文系/男性 実際の仕事内容、その業界に向いている性格

338

OBOG訪問 立命館大学/文系/女性 普段の仕事の流れ、同期との関わり、休みの日の過ごし方など資料に書いていないこ
とを直接聞くことができました。
自分自身働く上で、ワークライフバランスをとても重要視していたのでとても参考になり
ました。

339
OBOG訪問 早稲田大学/文系/女性 社風や働き方

340
OBOG訪問 早稲田大学/文系/女性 社内の雰囲気、キャリアプラン、仕事内容、暮らし方等

341
OBOG訪問 早稲田大学大学院/理系/男性 その会社で働くという事はどういうことか

342
座談会/交流会 青山学院大学/文系/女性 仕事内容

343
座談会/交流会 岩手大学/理系/女性 仕事内容で疑問に思ったことを理解できました。

344
座談会/交流会 大阪市立大学大学院/理系/男

性
座談会・・様々な年齢層の社員の方々と交流をすることで、説明会では聞くことが出来
ないような、仕事に対する思いや社風などを詳しく聞くことが出来た。

345
座談会/交流会 大阪大学/文系/女性 仕事内容、企業としての方針が全体の説明会より具体的だった。

また、社員の雰囲気もつかめた。

346
座談会/交流会 大阪大学/文系/女性 実際の一日の勤務内容や社員同士の対話の雰囲気

347
座談会/交流会 大阪大学/理系/女性 職場の雰囲気や具体的な仕事内容が理解できた。

348
座談会/交流会 大阪大学大学院/理系/女性 会社の雰囲気，社員の方の仕事に対するモチベーション

349
座談会/交流会 岡山大学/理系/女性 社風、仕事内容

350
座談会/交流会 岡山大学大学院/理系/男性 雰囲気、仕事内容

351
座談会/交流会 小樽商科大学/文系/女性 仕事内容や社員の人柄

352
座談会/交流会 お茶の水女子大学/文系/女性 社員の雰囲気やスタイル

353

座談会/交流会 お茶の水女子大学大学院/文系
/女性

人事の方がいなかったので、リラックスして何でも聞けた。実際の職務内容やプライ
ベートの過ごし方、社員さんの雰囲気、その会社の弱み等、説明会では聞けないこと
が知れた。

354
座談会/交流会 金沢大学/文系/女性 実際の仕事の厳しさ、やりがいを人事部以外の部署の社員から聞けた。

355
座談会/交流会 北里大学/理系/男性 実際に働いている社員の目に、会社や現場がどう映っているのか教えて頂き、とても

参考になりました。

356
座談会/交流会 九州大学大学院その他女性 いろいろくだけた話ができたから

357
座談会/交流会 京都工芸繊維大学大学院/理系

/女性
企業の雰囲気、社員の熱意

358
座談会/交流会 熊本大学大学院/理系/女性 本当の仕事の大変さ
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就活中、企業を最も理解できた場面と内容

＃ 理解できた場面 属性 理解できた内容

359
座談会/交流会 慶應義塾大学大学院/理系/女

性
入社後の具体的な業務や数年後のキャリアプラン、女性の働きやすさや休暇について

360
座談会/交流会 高知工科大学/理系/女性 具合的な働いてる姿がイメージできた。企業の雰囲気も垣間見れた。

361
座談会/交流会 神戸薬科大学/理系/女性 会社の今後の展望、社風、強みや弱み

362
座談会/交流会 静岡大学/理系/女性 具体的な仕事内容

363
座談会/交流会 上智大学大学院/理系/男性 リアルな働き方

364
座談会/交流会 専修大学/文系/女性 その会社の雰囲気

365
座談会/交流会 中央大学大学院/理系/男性 会社の雰囲気，仕事内容

366
座談会/交流会 帝塚山学院大学/文系/女性 残業など

367
座談会/交流会 東京大学/文系/男性 社員の方が日頃からどういう考えを持って会社で働いているのか

368
座談会/交流会 東京大学大学院/理系/男性 社員の方の個人的な見解

369
座談会/交流会 東京農工大学大学院/理系/女

性
業績を伸ばす具体的な戦略。競合他社に対する優位性。社風。

370
座談会/交流会 東京理科大学/理系/女性 社風、一日の業務の流れ、職場のムード、他部署との関わり

371
座談会/交流会 東京理科大学大学院/理系/男

性
多くの部門の人がいるため
どのような仕事があるかわかりやすい

372
座談会/交流会 東北大学大学院/理系/女性 表向きの会社の宣伝ではなく、実際の仕事の内容や社風が良く分かった。

373
座談会/交流会 名古屋市立大学/文系/女性 社内の雰囲気やその会社の人の人柄、仕事の具体的な内容

374
座談会/交流会 名古屋大学/文系/男性 企業風土

375
座談会/交流会 奈良女子大学/文系/女性 実際の仕事内容、辛いこと、楽しいこと、やりがい、入社理由

376
座談会/交流会 日本大学/文系/女性 社員の方の詳しい仕事内容

377
座談会/交流会 法政大学/文系/女性 仕事内容、一日のスケジュール

378
座談会/交流会 明治大学大学院/理系/男性 働きながら感じていること、その人のモチベーションの高さ

379
座談会/交流会 名城大学/理系/男性 業務内容、給与

380
座談会/交流会 横浜国立大学大学院/理系/男

性
日常の仕事や生活リズム、職場の雰囲気といった詳細な情報を知る事が出来た。

381
座談会/交流会 立教大学/文系/男性 自分が会社に入ってからどんなことをするのかイメージできた

382
座談会/交流会 早稲田大学/文系/女性 内部の様子がイメージできた。

383
座談会/交流会 早稲田大学/文系/女性 業務内容が詳細に理解できた。説明会で社員の方から話を聞くことにより自らの視点

だけでなく、他の人の視点からの質問も聞くことができ、とても参考になった。

384
会社訪問/見学会 江戸川大学/文系/女性 福祉の会社で実際に見てみることで自分の働くイメージやキャリアを描けることができ

た

385
会社訪問/見学会 大阪大学大学院/理系/女性 実際に働く現場の雰囲気を知ることができました。

386
会社訪問/見学会 九州大学大学院/理系/男性 現場で働いている社員の雰囲気と、本社社員との関わり具合。

387
会社訪問/見学会 九州大学大学院/理系/女性 具体的な仕事内容

388
会社訪問/見学会 京都大学大学院/理系/男性 どんな流れで仕事を進めていくか

389

会社訪問/見学会 慶應義塾大学/理系/女性 職場のありのままの雰囲気をみることができたのが大変良かった。
人事の方がいないところで先輩の社員の方とじっくり話せる機会を作っていただけたた
め、聞きたいことをなんでも質問できた。職場環境や給与、仕事内容などについて。

390
会社訪問/見学会 慶應義塾大学大学院/理系/男

性
作られている商品、働かれている社員、会社の雰囲気

391
会社訪問/見学会 中央大学/文系/男性 現場で働く人を感じることができた

392

会社訪問/見学会 筑波大学大学院/理系/女性 研究所の雰囲気や、実際に働く研究員の方々の雰囲気が分かった。丁寧に説明してく
ださり、良い人が多かった。
研究所内も綺麗で働きたいと思った。

393
会社訪問/見学会 筑波大学大学院/理系/男性 会社での細かい業務内容への理解が深まった

394
会社訪問/見学会 東京工業大学大学院/理系/男

性
業務内容、業界のおかれている状況、社員の雰囲気
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395
会社訪問/見学会 名古屋工業大学大学院/理系/

男性
仕事をしている方の服装・雰囲気

396
会社訪問/見学会 日本大学/理系/女性 将来像

397
会社訪問/見学会 福井大学/理系/男性 その企業が行っている事業を身近に感じる事が出来た

398
会社訪問/見学会 北海道大学大学院/理系/男性 少人数でたっぷり時間をとっていただいたから

399
会社訪問/見学会 山口大学/理系/女性 実際に行う仕事の内容

400
会社訪問/見学会 早稲田大学大学院/理系/男性 職場の雰囲気

401

リクルーター 青山学院大学/文系/女性 「もっと質問ない？そんなに堅い質問ばっかりだとは思わなかったなあ。飲み会のこと
とかもっと聞くかと思ったよ」と言われた時、この会社は酒の席を重視する会社なのだ
なと感じた。

402
リクルーター 大阪市立大学/文系/女性 仕事内容について

職場の雰囲気について

403
リクルーター 慶應義塾大学/文系/男性 企業の雰囲気

社員の質

404
リクルーター 東京学芸大学/文系/男性 実際の社員の人の話が、一番その会社の印象を表しているから。

405
リクルーター 東京大学/文系/男性 社員個人の働き方について詳しく理解できた

406 リクルーター 東京大学/理系/女性 キャリアパス、福利厚生

407
リクルーター 名古屋大学大学院/理系/女性 仕事内容・やりがい

408
リクルーター 立教大学/文系/男性 人事部が謳っている内容が、実は社内ではたいしたことでは無い、等のリアルな情報

を教えてもらった。

409
ホームページ 大阪大学/文系/男性 会社の実態

410
ホームページ 大阪大学/文系/男性 会社の実情

411
ホームページ 上智大学/文系/男性 事業内容など

412
ホームページ 一橋大学大学院/文系/男性 経営計画、商品

413 ホームページ 宮城大学/文系/男性 会社の持つ技術力

414
人事面談 神戸大学/文系/女性 仕事の内容だけでなく、女性としての働き方や長期的な視点でのワークライフバランス

について理解できた。

415
人事面談 千葉大学大学院/理系/男性 会社の人材に対する考え方

416
人事面談 南山大学/文系/男性 社内制度や働き方

417
人事面談 日本大学/文系/女性 働き方について

418
人事面談 広島大学/文系/女性 面接に臨む心構え

419 内定関連 鳥取大学大学院/理系/女性 内定者層、会社の将来の方向

420
内定関連 明治学院大学/文系/男性 残業時間、福利厚生、年収、など聞きにくい事全て。

421

その他 東京大学大学院/理系/男性 企業主催の大学院開催授業：企業での研究がどのような方法で進行しているか，どの
ような思考で研究を行うか

422
その他 奈良先端科学技術大学院大学/

理系/女性
インターネットや本ではなくコンビニやスーパーに足を運ぶなどの自分の足を使った調
査：その企業の新たな魅力を発見した

423
その他 横浜市立大学/文系/女性 雑誌記事：社長の考え方

424
その他 立教大学/文系/女性 教授（元金融系の偉い人）の話：なぜ、ユーザー系の銀行は、雰囲気が暗く、固いの

か。
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