就活を通じて変わらなかったと思う理由

【コメントデータについて】
・全部で116件のデータがあり、ページ数では3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
1
2
3
4
5

青森公立大学/文系/女性
青山学院大学/文系/女性
青山学院大学/文系/男性
秋田県立大学大学院/理系/男性
茨城大学/理系/男性

就活を通じて自分が変わらなかったと思う理由
負けず嫌いで妥協は許さない性格が就職活動に役立ったと思います。
自分を貫いたから。
就活ごときで価値観が変わる程のやわな神経ではないから。
特に変化があったとは思えないから
そこまで試行錯誤することなく内々定もらえたから

6 大阪市立大学大学院/理系/男性

多少の失敗もあり、何度も落ちたが、最後まで自分の軸はぶれずにやり通したから。

7 大阪大学/文系/女性

見せ方は変わったと思いますが、本質は変わらないです。

8 大阪大学大学院/理系/女性

変わったとは思わないが、自分の価値観などがクリアになったと思う。
また、いろいろな価値観に触れることができたので知見は広がったとは思う。

9
10
11
12
13
14
15

大手前大学/文系/男性
岡山大学大学院/理系/女性
香川大学/文系/男性
学習院大学/文系/女性
神奈川大学大学院/理系/男性
金沢大学大学院/理系/男性
関西大学大学院/理系/女性

16 関西大学大学院/理系/男性
17
18
19
20

岐阜大学大学院/理系/女性
九州大学大学院/理系/女性
九州大学大学院/理系/女性
九州大学大学院/理系/男性

21 京都大学/文系/女性

内定もらえずに自己険悪になりそうだから
自分では変わった点が発見できなかったから。
自分の良さをいかに上手くアピールするかが大切だから。
思い当たる点がないから。
ありのままを伝え，普段の自分でいたから．
変わったと思ったけれど、結局変わらなかったと思うから。
全く変わっていないと思うため．
実際に会社で働いているわけでもなく、会社選びをしている就活程度で自分を変える出来
事など起きないとだろうし、実際に起きなかった
特にかわったことがなかったから
まだ実感がないだけかもしれない・・・
自分は自分なので
自分に自身を持てなくなった。
自分が変わったというよりは、自分に合う就活への取り組み方をみつけていっているという
印象だから。

22 京都大学/文系/男性

一時期変わろうとしましたが、結局変わらずに行ったらそのまま受かってしまったので。

23
24
25
26

就活を始める前から自分をしっかり持っていたと思っているから。
嫌な思いをしただけ
これまでの自分をそのまま出したにすぎないから。
劇的に変わってはいないから

京都大学/理系/女性
京都大学大学院/文系/女性
京都大学大学院/理系/男性
久留米大学/文系/女性

27 慶應義塾大学/文系/女性

組織に馴染みやすそうなキャラになろうとしたが無理だった。そう簡単に自分は変わらない。

28 慶應義塾大学/文系/男性

いろいろと勉強になったことはあったが、それほど長く就職活動を行っていたわけでもない
し、自分自身が変わったと言えるほどのものは無いと感じる。

29 慶應義塾大学/文系/男性
30 慶應義塾大学/文系/男性

もとより確固たる信念があり、それを突き通す形で就活を行ったため。
自分のやりたいように就活をやったから。

31 慶應義塾大学/文系/男性

非常に大変な活動ではあったが、自分の本質は貫いたので変化はなかったと思う。

32 慶應義塾大学/理系/女性

ありのままの自分で就活をしたいと考えて取り組んだためです。

33 慶應義塾大学大学院/理系/男性

自分自身について深く考える機会ではあったが、就職活動では偽りの自分をつくってそれを
あたかも本当のように見せる能力を試されているような気がした。その能力が伸びたという
点で自分は変わったかもしれないが、「偽りの自分」をつくる作業が主であったので、本当に
変わったとは言い切れない。

34 県立広島大学/文系/女性
35 神戸大学大学院/理系/女性
36 神戸薬科大学/理系/女性
37 埼玉大学/文系/男性
38 埼玉大学大学院/理系/男性

特に変わったところがない。
学業との両立もあり、受からなければ博士課程に進もうと考えていたため、あまり追い詰め
られた就活ではなかった。
就職活動の前後で自身についての理解は結局のところ変化しなかったし、挫折を経験する
ことも考えを変えることもなく、初志貫通できたため。
自分が変わらずに、受験企業が変わったと思えるから。
ありのままで行ったら、意外といけた
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就活を通じて自分が変わらなかったと思う理由

39 滋賀大学/文系/女性

自己分析は普段からしていたので、就活では特に苦労しませんでした。
ありのままの自分で就活できたので、就活が変化のきっかけにはなっていません。

40
41
42
43
44

いつも通りだから。
自分のペースを崩さないことをモットーにしていたので。
いつもの自分で活動するよう心掛けていたから。
特に変わった気がしないから
以前の自分とあまり変わっていないと思うから

静岡県立大学大学院/理系/男性
十文字学園女子大学/理系/女性
首都大学東京/文系/男性
上智大学大学院/理系/男性
筑紫女学園大学/文系/女性

45 筑波大学/理系/女性

自分を変えずに就職活動を終えようと思い、現にそうなったと思っているから。

46
47
48
49
50
51
52

簡単に自分が変わるとは思わないから。
今まで積み重ねてきたことを発揮しただけなので、特に変化はない。
特に変わった点を思いつかないため。
自分のことを考えるきっかけとなったが、変わることは無かった。
変わっていないと思うため。
無いと感じるから
変わる理由がないので
就職活動をしたからと言って、自分の考えや信念、価値観は変わっていないと思うからで
す。
先日まで公務員志望であったため

筑波大学大学院/理系/女性
筑波大学大学院/理系/女性
筑波大学大学院/理系/女性
筑波大学大学院/理系/男性
筑波大学大学院/理系/男性
筑波大学大学院/理系/男性
東海大学大学院/理系/男性

53 東京外国語大学/文系/女性
54 東京学芸大学/文系/女性

55 東京学芸大学/文系/男性

56 東京工業大学/理系/女性
57 東京工業大学大学院/理系/男性

いつも通りの自分を表現すれば基本的に何の問題もないからです。
普段から社会人と関わる仕事をしていたので、特に変化はなかったです。
気づいたこととしては、周りの学生が思っていたよりも世間を知らないなと感じたことです。

59 東京工業大学大学院/理系/男性
60 東京工芸大学/文系/女性
61 東京大学大学院/文系/男性

ありのままの自分で取り組めた。
学ぶことは多かったが、変わったとは思わない。
自分について新しい面を見つけたとは思いますが、気づいていなかっただけなのかと思い
ます。
情熱とか人の想いとかも重要だと感じるようになった。
特に変がないから。
自己の内面に影響を与えるイベントではなかったから。

62 東京大学大学院/理系/女性

社会人の話は聞いたし、遠出もして少し自身もついたけど、そんな変わらないと思う。

58 東京工業大学大学院/理系/男性

63 東京大学大学院/理系/男性
64 東京大学大学院/理系/男性
65 東京大学大学院/理系/男性
66 東京大学大学院/理系/男性
67 東京大学大学院/理系/男性
68 東京大学大学院/理系/男性
69 東京農工大学大学院/理系/女性
70 東京農工大学大学院/理系/女性
71 東京薬科大学/理系/女性
72 東京理科大学/理系/女性
73 東京理科大学/理系/男性
74 東京理科大学大学院/理系/女性
75 東京理科大学大学院/理系/女性
76 東京理科大学大学院/理系/男性
77 東京理科大学大学院/理系/男性
78 同志社大学/理系/男性
79 東北学院大学/文系/男性
80 東北学院大学/理系/女性
81 東北工業大学/理系/男性

もともと社会に出ることを見据え、常に意識を高く持って学生生活を送っているという自負が
ずっとあったため、就職活動でも素の自分を出せば十分だと思っており、そのスタンスで実
際に就職活動は順調に進んだため。
就活ではありのままの自分を表現しただけだから。
就活では苦労したので、職に就くことの大変さなどを知ることができて、成長できたかなとは
思うが、大きく自分を変えたとまでは言えないです。
就活で自分が変わってしまったら，それは自分ではない
人間はそう簡単に変わらない
変わったというよりも、自分についてより深く知った、という感じ。
今までなんとなく描いていた自分像と、実際にじっくり分析してみて出てきた自分像が一致し
ていたので。
成長できた、という話も聞くが、自分はそのような実感はなく、むしろ就職活動はこれまでの
自分を評価していただいたのだと感じているから。
就職活動自体に魅力を感じなかったから。
就職活動を頑張っても、結局「その会社で働いてみないとわからない」と思ったので、そこま
で力を入れなかったから。
自己分析をして理解は深まりましたが、変わってはいないと感じるため。
ありのままの自分で就活をしただけなので何も変化はないです
自分を変えたら自分の内定でなくなるから
就職活動中も、日々の生活に大きな変化がなかったため。通常より少し忙しかっただけでし
た。
そのままの自分がだせた
素のままの自分を受け入れてくれる企業しか興味がないため。
自身の将来像、考え方に沿った就職活動を行ったので、就活の前後での変化はないと思い
ます。
劇的に変わったとことは特にないと思います。
自分を見つめなおすいいきっかけにはなったが、だからといって変わったとは考えられな
い。
自分を変えるような出来事に出会わなかったから？
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就活を通じて自分が変わらなかったと思う理由

82 東北大学大学院/理系/女性
83 東北大学大学院/理系/女性
84 東洋大学/文系/女性

ありのままの自分に合った企業に入社したいと思って、就活したから。
就活からは何も得られなかった。
思い当たることがないので。

85 東洋大学/文系/女性

自分は自分、就職は人生の一部分、まだ自分が何かかかわるがわからない

86 徳島大学大学院/理系/男性

企業の面接はどこを見ているかわからない。資格、学会経験、技術アピールをしても全く効
果なしだと感じた。それより、学生時代、遊んでいる方の方を優先して採用しているように感
じた。

87 鳥取大学大学院/理系/男性

就職活動をする前でも、意欲的に勉強を行うなど、意欲的に生活を送ってきたため。

88 富山大学大学院/理系/女性
特に前後で変わったことはない
豊橋技術科学大学大学院/理系/男
89
素の自分で就活を行ったので特に感じなかった．
性
90 名古屋工業大学大学院/理系/女性 変わってないから
91 名古屋大学大学院/理系/男性
92 名古屋大学大学院/理系/男性
93 福井大学大学院/理系/男性
94 法政大学/文系/男性
95 北海道大学/文系/女性
96 北海道大学/理系/女性
97 北海道大学大学院/理系/男性
98 北海道大学大学院/理系/男性
99 明治大学/文系/女性
100 明治大学/文系/女性
101 明治大学/理系/女性
102 明治大学/理系/女性
103 明治大学大学院/理系/男性
104 立教大学/文系/女性
105 立教大学/文系/女性
106 立教大学/理系/女性

ありのままの自分で勝負した結果、内定をもらえたから。
過去を振り帰ったり、将来について考える事で
自分のことを整理して理解することができたと思う。
しかし、自分が変わったわけではなく、
客観的に他人に説明できるようになっただけだと思う。
面接では自分の今の考えを出していったから
つらい経験をしたとは思うが、本質的には変わっていないと思う。
結局、自分は自分でしかなかった。
ありのままだったと思うし、就活中に嘘を言ったりもせず、そのために自分を変えようともしな
かった。
素の自分を全部出していったので、変わったところは特にないと思う。自分のことを、文字で
具体的に表すことはできるようになったと思う
変わる理由がない。人生の一大行事ではないから。
いつでも素の自分でのぞむことを心掛けていたので。
自分は自分であり、人と比べてもどうしようもないと思ったことがおおかったため、マイペース
に活動していたから。
自分を貫き通した結果、内々定をいただくことができたと思ったから。
人間はそう簡単に変わるものではないです。
いつも通りの私
就活を通して自分が変わったのではなく、より自分の長所短所が明確になり何をしたいのか
がわかっただけです。
就職活動よりもその後に行った教育実習のほうが自分が変わったと感じ、それに比べると
就職活動はあまり自分の人生において意味をなさなかったと思うから。

110 早稲田大学/文系/女性

素のままの自分で臨めたと思っているため。
本質的な部分はあまり変わっていません。本来の自分を他者に押し出すのが就職活動だと
思っています。
自分を売り込んだから
根本的な考え方は変わらないし、働くことへのプラスマイナスの両面のイメージは就活前か
ら抱けていたため。
自分自身の軸は一貫させていたため

111 早稲田大学/文系/男性

結局ありのままの自分を伝えただけで何も変化するようなことはなかった。

112 早稲田大学/文系/男性

自分という人間の本質はは変わっていないと思いますし、それを企業にぶつけてきたのが
就活だと思っています。知らなかった業界や仕事内容、今まで知ろうともしなかったことを知
れた点で意識面では大きな成果があったかと思います。

107 立命館大学/文系/女性
108 立命館大学大学院/理系/男性
109 早稲田大学/文系/女性

113 早稲田大学/文系/男性
114 早稲田大学/文系/男性
115 早稲田大学/理系/男性
116 早稲田大学大学院/理系/男性

自分は自分
特に変わったとは思わない
いつもどおりの自分で就職活動を行った結果、終わったあとも大して変わっていなかったの
で。
面接の方法については学んだことがあったが、自分自身が変わったわけではないと思う。
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