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＃ 属性 驚いたこと

1 愛知大学／文系／男性 情報が多くの人に広がるので、人気企業がうまれていること。

2 愛知学院大学／文系／女性 本当にあう会社合わない会社があるんだと思った。

3 愛知学院大学／理系／男性 名古屋での選考があまりにないこと。

4 愛知県立芸術大学／文系／女性 合同企業説明会での人の多さ

5 青山学院大学／文系／女性 合同説明会の人の多さ。

6 青山学院大学／理系／男性 合同説明会の人の多さ

7 茨城大学大学院／理系／男性 遠方から来ているのに交通費を出してもらえないこと。

8 愛媛大学／文系／女性 福岡の説明会で出会った宮崎出身の方は就活で一ヶ月で40万使用したという話を聞いたこと。

9 桜美林大学／文系／女性
アルバイトや学業に対する意識が変化した。社会にもっと関心を持って行こうと考えられる様になっ
た。

10 大阪市立大学／理系／男性 封筒や封筒の書き方などがあることを知った。

11
大阪工業大学大学院／理系／男
性

1月の交通費の多さに驚きました

12 大阪大学／文系／男性 学校からの支援が少ないこと。金銭的な支援があっても妥当のように思う。

13 大阪大学／文系／男性 正直に話し過ぎると選考を通過できないこと。

14 大阪大学／理系／女性 交通費が出る会社の選考を同じ日にかぶせて、お金を設けている就活生がいることを知ったとき。

15 大阪大学大学院／理系／女性
スタートを遅くしても長引けば結局学業に集中できない期間が長くなり、むしろ後ろにずれるほど研
究などが追い込まれると思います。

16 大阪大学大学院／理系／男性 交通費を全額支給する会社は意外と少ないこと。

17 大阪大学大学院／理系／男性
自由応募から学校推薦に切り替えたら（同時並行は認められない），あっという間に内々定を頂き，
就活が終了した．

18
大阪府立大学大学院／理系／男
性

推薦応募したにも関わらず1か月待っても連絡がない。

19 学習院大学／文系／女性 １２月１日から始まった合同説明会の混み具合。

20 学習院大学／文系／男性 アウトプットすることの大切さに気付いたこと。

21 神奈川大学／理系／男性 こんなに交通費を使うとは思わなかった。あと求める人物像がどの会社も同じ。

22 金沢大学大学院／理系／女性
どの道も思っていたよりでこぼこしていて、ヒールはこんなに綻びやすいものだったのかと驚きまし
た。

23 金城学院大学／理系／女性
交通費が一次面接から出たこと。
結果が即日報告であること。

24 関西大学／文系／女性 お金がかかりすぎる

25 関西大学／文系／女性 お金のやりくりが想像以上に大変だった。

26 関西大学／文系／女性 合同説明会の人の多さ。そして合同説明会で得るものはあまりないということ。

27 関西大学／文系／男性 社会の有難さと冷たさを学んだこと

28 関西大学／理系／男性 交通費の多さ。

29 関西学院大学／文系／男性 交通費の高さ

30 関西学院大学／文系／男性 東京の人の多さ。

31 北里大学／理系／女性
とても急いでいるときに天候が雨だったせいで、電車のホームに傘が落ちて大変遅延してしまったこ
と。

32 北里大学／理系／男性 合同説明会の込み具合。

33 北里大学／理系／男性 不確かな情報の蔓延

34 岐阜大学大学院／理系／男性 交通費を実際かかった額より多くもらって儲ける、という話を面接で話した人がいたこと。

35
九州工業大学大学院／理系／男
性

私立大学と国公立大学との考え方の差

36 九州大学大学院／理系／女性 就活失敗による自殺者の増加。

37 九州大学大学院／理系／男性 何度も同じ就活生と同じ飛行機だったこと。

38 九州大学大学院／理系／男性 合同説明会での大学生の多さ

39 九州大学大学院／理系／男性 多くの企業でESが通らないことによって、面接を受ける機会がないまま縁が無くなってしまうこと。

40 九州大学大学院／理系／男性 予想以上に交通費が嵩んだこと。面接で交通費が支給されないのは相当厳しい。

41
京都工芸繊維大学大学院／理系
／女性

予想していた以上に説明会や選考の予定が立て込んだことです。2月～3月は特に忙しく、週に4～5
日は就活で埋まっていました。

42 京都産業大学／文系／女性 理不尽なことが多いこと。

43 京都女子大学／文系／女性 あまりにもあっけなく夢が終わり、妥協しなければいけなかったことに驚きました。

44 京都女子大学／文系／女性
就活が始まる前からあるだろうと感じていたが、学歴に応じて企業と接触できる回数や、もらえる情
報に差が生じていること。

45 京都女子大学／文系／女性
就職活動で夜行バスを初めて利用しましたが、安価なことに驚き、また予想以上に寝心地が悪くて
驚きました。

46 京都大学／文系／男性 あまりにも表面的な情報しかあふれていないこと。

47 京都大学／文系／男性

マスコミの就職氷河期という報道。昔と状況が変わっているのは当たり前なのだから、不安をあおる
報道はやめるべき。

あまりに人生を考えていない就活生。自己責任ではあると思うが。

48 京都大学大学院／理系／男性 交通費などを太っ腹に支給してくれること。

49 京都大学大学院／理系／男性 終わってみて振り返れば全くの間違いだったと気づくような、誤った情報があまりに多かった事

50 京都大学大学院／理系／男性 予想していたよりもずっと交通費がかかったこと。

51 近畿大学／文系／男性 学業と両立が全くできない事です

52 近畿大学／理系／女性
学校の支援課の方、就職活動に関して講演してくれた方、企業の方々の言うアドバイスなどが全く
違ったこと。
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53 熊本大学大学院／理系／男性 就活のために数週間〜１ヶ月学校を休む人がいたこと。

54 久留米大学／文系／男性 意外とお願いを聞いてもらえる。

55 慶應義塾大学／文系／男性 お金がない

56 慶應義塾大学／理系／男性
交通費が思った以上にかかったこと。最寄駅から東京までの回数券を買っておけばよかったと思っ
てます。

57
慶應義塾大学大学院／理系／男
性

「まずは12月中にプレエントリー30社を目指そう！」といったような、“手段の目的化”を不安で煽るフ
レーズが飛び交っていたこと。

58
慶應義塾大学大学院／理系／男
性

推薦の強さ

59
慶應義塾大学大学院／理系／男
性

予想以上にお金がかかる

60 工学院大学大学院／理系／男性 合同説明会での人の多さ。

61 甲南女子大学／文系／女性 キャバクラ経験者がMRをしていたこと。

62 神戸大学／文系／男性 倫理憲章を完全に無視していること

63 国際教養大学／文系／女性
夏休みに精いっぱいアルバイト働いて貯金した30万が、内々定を頂いたころに残高4万になってい
たこと。
地方住まいの就職活動の厳しさを思い知りました。

64 駒澤大学／文系／男性 支えてくれる人や仲間の大切さ

65 埼玉大学／理系／女性 交通費がかなりかかる。

66 滋賀大学／文系／男性 交通費がほとんどでないこと。

67 静岡県立大学／理系／男性 いろんな考え方の方と話す機会があり、人間的に成長した。

68
静岡県立大学大学院／文系／男
性

最後までやる気がなければ、いけないと思います。

69
静岡県立大学大学院／理系／男
性

道に迷ったこと

70 静岡大学／文系／男性 交通費がかかりすぎ。お金がなくていけなかった企業もある。

71 就実大学／文系／女性 想像以上に、自己分析や企業分析が大変だということ。

72
首都大学東京大学院／理系／男
性

よく就活を通して成長できると聞いてきたが、そんなことはない。まったくもってくだらない時間を過ご
したものだと思う。

73 上智大学／文系／女性
案外、人と人の縁が大切であること。
チャンスはたくさん転がっていること。

74 上智大学／文系／女性 小学校の時の友人との再会

75 上智大学／文系／男性 ホテルの部屋に面接で呼び出すこと。

76 上智大学／文系／男性 合同企業説明会での人の多さ。

77 尚美学園大学／文系／女性
就活塾で、担当者の個人的要望(お笑いのネタふりのような事)に全ての生徒がその行為を軍隊の
ように行っていたこと。

78 信州大学／文系／女性 交通費をどこの企業も出さないこと。出していただけたのは1社のみ

79 信州大学大学院／理系／男性 交通費が予想以上にかかること。

80 信州大学大学院／理系／男性 就活を行う上で、就職に役立つ知識や経験を大学側からは何も教わらなかったこと。

81 清泉女子大学／文系／女性
就職サイト主催の合同企業説明会に初めて参加したときの人の多さと学部によって選考や説明会
に予約が可能だったり、満席になってたりして、学部フィルターがかかっていると聞いたこと。

82 西南学院大学／文系／男性 就職活動自体の厳しさ。

83 拓殖大学／理系／男性 つらい

84 千葉大学大学院／理系／女性 出費が多いことに驚いた

85 中央大学／文系／女性 交通費やお昼代、時間を潰すカフェ代などが想像以上にかかる。

86 中央大学／文系／女性 合同説明会の人の多さ

87 中央大学／文系／男性
就活本の役立たなさ
結局自分で自分をよく見せるスタイルを確立しなければならない

88 中央学院大学／文系／男性 教授推薦で選考を飛び級したという話しを聞いたこと。

89 筑波大学大学院／理系／男性 真面目な学生生活を送っていても、就職活動では有利にはたらかないこと。

90 帝京大学／文系／男性 他大学の学生に社員と間違えられた。

91 帝京科学大学／理系／女性
就職活動で、10万円近く交通費がとんでいるので、就職活動を始めるまではこんなに交通費がかか
るとは思ってもいませんでした。

92 帝京平成大学／理系／男性 こんなにも楽に決まるものかと

93 帝塚山大学／理系／女性 世間には色々な考えを持った人がいて、口先では就活生・企業共に何とでも言える事。

94
電気通信大学大学院／理系／男
性

遠方から説明会や選考に参加する人の、出費の多さ。

95 桐蔭横浜大学／文系／男性
書店に売っている参考書はあてにならず、自らが道を作っていかなければならないという事に驚くと
ともに気付かされました。

96 東京外国語大学／文系／男性 選考に落ちる事の精神的辛さ。

97
東京工業大学大学院／理系／男
性

日本以外の人を多く見かけた．

98 東京国際大学／文系／男性 日本での就職活動すべてが驚き。

99
東京女子医科大学大学院／理系
／女性

後付け推薦の存在。辞退のマナー

100 東京女子大学／文系／女性 出費の多さに驚きました。比較的就活は早めに終わったにも関わらず、１０万円が消えました。

101 東京大学大学院／理系／男性 メイド喫茶に営業に行ったこと。

102 東京電機大学／理系／男性 マナー本とかは、あまりあてにならない。

103 東京電機大学／理系／男性 就活本などのマニュアルを中心に活動しても、成果が出にくいと感じたこと。

104
東京農業大学大学院／理系／男
性

5年ぶりに説明会で偶然知人にあった。

105
東京農工大学大学院／理系／男
性

思っていたよりも費用が掛かる。交通費、外食、クリーニング等。
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106
東京農工大学大学院／理系／男
性

就活は確率をあげることだと感じたこと

107
東京農工大学大学院／理系／男
性

大学の就活に対する非協力さ

108 東京薬科大学／理系／女性 お金がかかるということ。お金がないと仕事も見つけられないのかと思ってしまうくらいかかった。

109
東京理科大学大学院／理系／女
性

合同説明会の特典

110 同志社大学／文系／女性
就活支援を行っている団体や個人が想像以上に多かったこと。純粋な善意で行っているのだろう
し、受講すれば自分にとってプラスに働くのだろうけれど、それに高額なお金を払うのも何か違う気
がして有料のものは一切利用しなかった。何でもビジネスになるのだということを改めて実感した。

111 同志社大学／理系／男性
就職活動の本を友達がたくさん持っていたので見せてもらったのですが、どの本も同じことであまり
実用的でないものばかりでした。また、集団面接ではその本の内容をそのまま行っている人が多く、
就活本だけで就職活動を行っている人は苦労すると感じました。

112 東北学院大学／文系／男性
アルバイトをしていた際に、よく来てくださるお客様が人事の方だったこと。従業員数も多い会社で、
若い方だったのでとても驚いた。

113 東北大学大学院／理系／男性
就活に対してマイナスなイメージばかりであったが、いざ就活をしてみたら、楽しいことばかりであっ
たことが一番の驚き。
企業の特色を見られるだけでも、楽しかった。

114 東北大学大学院／理系／男性
就活塾にいけば内定がもらえるみたいな風潮がある事。結局能力とかを見抜けてないってことなの
かなと思った。

115 東北大学大学院／理系／男性 大学の教員の一部に就職活動への理解がなかったこと。

116 東北大学大学院／理系／男性 東京の地下鉄の複雑さ。

117 東北大学大学院／理系／男性 倫理憲章の無意味さ。

118 鳥取大学大学院／理系／男性 あまり都会に行ったことがなかったので、満員電車には驚いた。

119 富山大学大学院／理系／女性 就活がビジネスのマーケットになっていること。

120
豊橋技術科学大学大学院／理系
／女性

予想をしていたよりもはるかに東京や大阪を中心に会社訪問をしていたので、体力・体調管理に気
を使っていた自分に驚いた。

121 長崎県立大学／文系／女性 いろんな人に出会えるチャンスが予想以上に多かったこと

122
名古屋市立大学大学院／理系／
男性

面接の帰りに高速バスに乗ったとき、知らないおばさんから「私の秘書をやらないか」といわれまし
た。そして住所と電話番号を聞かれました。これから就職活動をする人は、怪しい人につけこまれな
いよう気をつけてください。

123
名古屋工業大学大学院／理系／
男性

交通費が想像以上にかかった点。

124
名古屋工業大学大学院／理系／
男性

交通費を会社がくれること

125 名古屋大学／文系／男性 意外に内定が取れること。

126 名古屋大学大学院／理系／女性 社会の厳しさを学んだ。平気で裏切るし、ウソは付くし、なんのための就活なのか分からない。

127 名古屋大学大学院／理系／男性 交通費が想像以上にかかった。できるなら企業が負担してほしい。

128 名古屋大学大学院／理系／男性 正直者がバカを見るのが就職活動。それに尽きる。

129 奈良女子大学／文系／女性
第一印象が大切だということ。
わかってはいたが、今まで筆記試験に慣れすぎていて初めのころはそのことを忘れていた。

130
奈良女子大学大学院／理系／女
性

諦めなければ夢は叶うということ！

131
奈良先端科学技術大学院大学／
理系／女性

交通費がかかることです

132 南山大学／文系／女性 就職活動は精神的にキツイ！ということ。

133 南山大学／文系／男性 合同説明会の参加人数の多さ

134 南山大学／文系／男性
世の中には自称就活コンサルタントという人がたくさんいる。その人達の情報や面接テクニックに踊
らされている学生がたくさんいる。

135 日本大学／文系／男性
就活の茶番ぶり。頭も性格も良く大変すばらしい人材がまだ内定をとれていない現状を見るに、面
接では人は見抜けないと感じた。

136 日本女子大学／文系／女性
旧帝大の方々と３次面接になり、学歴や性別が違っても同じ土俵に立てるところもあるんだなと驚い
た。

137 日本女子大学／文系／女性 就活塾の存在と激しい勧誘

138 日本大学大学院／理系／男性 第一志望と第二志望の選考が重なってしまい、どちらかを優先しなければならなかったこと。

139 一橋大学大学院／文系／男性 エア面接

140 一橋大学大学院／文系／男性
エア面接。人間として嫌な社員に出会ったこと。筆記試験で普通にずるをしていた人を発見したこ
と。インターンから内々定をもらっている人がいたこと。

141 兵庫県立大学／理系／男性 意外と交通費や宿泊費がでること

142 広島大学／文系／女性
シェア自転車で就職活動をするのが快適で楽しい。広島には「のりんさいくる」というシェア自転車が
あるが、市内移動はこれでok。公共交通機関を待つ時間も、始発や終電の時間も気にしなくて良い
ので便利すぎてびっくりした。

143 広島大学／文系／男性 高速バスにコンセントが付いていたこと。

144 広島大学大学院／理系／男性 世の中は広い

145 広島大学大学院／理系／男性 都会の駅は乗換えが難しい。

146 福岡工業大学／理系／女性 東京と神田の交通機関の複雑さ

147 福山大学／理系／女性 他社の選考で出会った人が、内々定を決めた企業で同期となると知ったとき。

148 法政大学／文系／女性 交通費と外食代！
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就活中、最も驚いたこと
（その他）

＃ 属性 驚いたこと

149 放送大学／文系／男性

リーマンショック以降、韓国・中国人が日本人採用の枠を奪う厳しい状況の中、説明会参加を含め
て一度でも受験したら、次年度以降の企業受験は出来ないと受付制限をしている事業体が存在し
た（伊藤忠グループなど）。
もう少し、可能性を広げて見ても良いと思いますが、過去の優秀な受験者が新年度の受験者より優
遇される事を予想しての事だと推察されます。
しかし、それなら新年度・旧年度受験学生夫々の受験テストを作り、新卒・院卒・既卒・就留以外の
新しい採用方法、名づけて、「年度別採用」といった新ルールを設け、隠れた人材を発掘するべきで
す。

150 北翔大学／文系／男性 知らない人に励まされたこと。

151
北陸先端科学技術大学院大学／
理系／男性

ホテルが思っている以上に安い値段からあること

152 北海道大学／理系／女性 東京の満員電車の混み具合です。圧倒されてしまい、初めは乗ることさえできませんでした。

153 北海道大学／理系／男性 北海道から東京へ説明会へ行っていたので、お金がとてもかかった。

154 北海道大学大学院／理系／男性 刃物を持った男が副都心線に出現したこと

155 北海道大学大学院／理系／男性 東京の人の多さ

156 明治学院大学／文系／女性
社会はこうなっているんだ〜
もう一つが
元気のなさすぎるシューカツ生が多すぎて、GDで2度ぶちギレてしまった程。

157 明治大学／文系／女性 エア面接なるものを経験したこと。

158 明治大学／文系／女性 就活ビジネスがあること。

159 明治大学／文系／男性 就活塾。ニーズはあると思うがその存在に違和感を感じた。

160 明治大学／文系／男性 就活本は全く役に立たなかったこと。

161 明治大学／理系／男性 実験をまともに進められないこと。

162 明治大学大学院／文系／男性
現段階で、私を含めて周りも半分近く内定が取れていないこと。就活が長期にわたることで学生に
ストレスがたまり、自殺者が増加していくこと。

163 名城大学／文系／女性 ホテルでの大人数の説明会の開催

164 山梨大学大学院／理系／女性

私の家は祖父母・父母共に公務員であったため、民間企業について知識がありませんでした。就活
前は漠然と「企業というのは金儲けのための悪徳集団」という誤った認識でありましたが、就活のな
かで「人の役に立っているから会社というものは成立している」ということに気付きおどろいておりま
す。

165 横浜国立大学／文系／男性 日々驚きの連続。

166
横浜国立大学大学院／理系／男
性

合同企業説明会の参加者の多さ

167 立教大学／文系／女性 意外と世界は狭いと言うこと。縁を大事にしようと思った。

168 立教大学／文系／女性 一概には言えませんが男の子よりも女の子の方が話す力があると感じました。

169 立教大学／文系／女性 世の中が予想以上に分業されていること。

170 立教大学／文系／男性 困っている就活生をカモにとったようないわゆる就活ビジネスが世の中に蔓延していること。

171 立教大学大学院／文系／女性 プロセスが多い。交通費が意外とかかる。

172 立命館大学／文系／女性
考えていたより、探せば探すほどどんな職業にもなれることに驚き、(受かるかどうかは別としてチャ
ンスはある)、恵まれた環境にいると思った。けれど、そういった可能性には目を向けず、安定に走る
学生が多かったことも自分の考え方とが違い驚いた。

173 立命館大学／文系／女性 面接に行く途中に、信号無視の車に轢かれた経験。

174 立命館大学／文系／男性
交通費を出してくれる親切な会社があること。
思ったよりも選考の期間が長いこと。

175 立命館大学／文系／男性
社会の不合理さ。
結果連絡が予定通り来なかったり、人間違えをされたりしたから。

176 立命館大学／文系／男性 説明会で同じ人に3回会ったこと。

177
立命館アジア太平洋大学／文系
／女性

人数の多さ

178
立命館アジア太平洋大学／文系
／女性

東京で地図を見ながら会社を探すこと

179 早稲田大学／文系／女性 ホテルを運営する会社の面接時、人事の態度が酷かった。（だらしなかった）

180 早稲田大学／文系／女性
就職活動生の人口
こんなにも働きたいという若者が多いのに
内定枠が少ないため、苦戦している学生の多さに驚きました。

181 早稲田大学／文系／女性 頭が良い人はいくらでもいるのだということ(企業の方だけでなく、同年代の学生も).

182 早稲田大学／文系／女性
母や大切な人が、どれだけ自分のことを想い支えてくれているか実感した。また社会人の中には、
仕事と割り切らず日々仕事と向き合って全力で取り組んでいる層があると目の当たりにした。

183 早稲田大学／文系／男性 交通費支給の格差。多い企業では数万円単位で支給していた。

184 早稲田大学／文系／男性
私の周りで早々と第一志望に内定をもらった人のほとんどが就活本を参照していなかったこと。早
期に内々定がでる人は安易に王道に逃げず、自分なりに試行錯誤しながら就職活動をしていたこと
におどろきと「やっぱり」という気持ちが半分半分です。

185 早稲田大学／文系／男性 就活ハウツー本が流行りまくっていたことに驚いた。

186 早稲田大学／文系／男性 就活ビジネスが多すぎること。

187 早稲田大学／文系／男性
法に触れない程度なら、ある程度何をしてもいいのだと思った。要するに就活はきまりきったやり方
等ないという事。

188 早稲田大学／理系／男性 社会には悪い意味でいろんな人がいる。

189 早稲田大学大学院／理系／男性 作らずに正直に気持ちを伝えると絶対合格する。

190 早稲田大学大学院／理系／男性 時間が割かれること。
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