
２０１３年度　就職課共催図書館上映会
　　　　　　　　「就職活動のすべて」アンケート集計結果

実施年月日：平成25年6月3日(月)～6月7日(金)、6月10日(月)～6月14日(金)　※木曜除く
実施場所：城西大学水田記念図書館2階視聴覚室
参加者は総数81名、アンケートの提出は70名でした。

学科
社会経済システム 経済 マネジメント総合 数学 化学

15 9 12 5 4

薬学 薬科学 医療栄養 記入なし

1 0 5 19

社会経済システ

ム

21%

経済

13%

マネジメント総

合

17%数学

7%

化学

6%
薬学

2%

薬科学

0%

医療栄養

7%

記入なし

27%
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学年
1年 2年 3年 4年 5年 6年 記入なし

20 13 32 2 1 0 2

社会経済システ

ム

21%

経済

13%

マネジメント総

合

17%数学

7%

化学

6%
薬学

2%

薬科学

0%

医療栄養

7%

記入なし

27%

1年

28%

2年

19%

3年

46%

4年

3%

5年

1%

6年

0%

記入なし

3%
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何で知ったか（複数回答）
図書館のちらし 電子掲示板※ 就職課のちらし 掲示板のポスター 図書館HP 館員の勧誘

20 1 1 4 0 11

先生から勧められて 友人に誘われて メール JUNavi Twitter 館内放送

3 12 19 9 0 0

役に立ったか
はい いいえ 記入なし

58 1 11

希望時期（複数回答）
前期 後期 夏休み 冬休み ２～３月

32 31 13 1 5

希望時間帯（複数回答）
1～2限目 3～4限目 5限目 5限目以降

5 41 15 3

DVDに関する意見

30分の内容なのにすごく就活についてのポイントがわかった。文章の構成・書き方につ
いてもわかりやすく解説してくれた。

※図書館エントランス電子掲示板

とても役に立った。どのようにして就職活動をするのか。なぜ就職活動をするのかがわかった。

１回目の企業研究のDVDは企業研究の情報をうまく取出す方が知りたかったがその点
が良く分からなかった。

1時間のあいだで知りたいことがわかってよかったです。

1年生だが、これからのためにもよい上映会となった。
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いてもわかりやすく解説してくれた。

DVDのパワーポイントの資料を同時に用意することで講義に集中できるのではと思い
ました。

昨日の人よりも分かりやすく、ためになったと思う。

ある程度分かっていることが多かった。

言っていることはとてもためになる事であったが、カメラワークなど（司会をしている人物
ばかり映している）は正直微妙だった。話の中身や話し方はまだよいが（しかし、少しし
つこい）、見やすくはなかった。言っていることがいいだけにとてももったいないDVDとい
う印象。

今のうちからできることはたくさんあると思いました。

同じことの繰り返しだった。もう一歩具体的な内容のものが欲しかった。

学生視点だけでなく、企業視点があったため、企業が求めているものなどを知れたの
は大きかった。

企業研究、情報収集を始めようと思った。また、面接のマナーをこれからも頑張りたい
と思った。

企業研究と自己分析について参考になりました。

企業研究をするうえで特にポイントになる点なども分かってよかった。注意する点も分
かった。今回のは自己分析も企業研究も専用のシートなどを使っていたので少し大変
だった。

企業の視点があるのは大きかった。スライドを観る時間が欲しい。

企業リサーチがとても大切だと思った。分かりやすい説明が多くて良かった。
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大事な点を繰り返し言ってくれたので、メモをとりやすかったです。

次のページに行くのが早くてメモが取れない。

しっかりと就職活動についてのポイントを押さえていていたと思いました。

自分自身を知ることが何より大切なんだと思った。

説明形式なので聞き取りやすく、メモしやすかった。

基本的な書き方が分かって良かった。自己PRと志望動機の違いが良くわかった。

今回初めて来たのですが、もっと早く来ればよかった。前に流したDVDも観たい。

参考になった。１年のうちから準備をしていきたい。

自己PR・志望動機の基本構成を知ることができて良かったです。

自分の強み・弱みを知る大切さに気付けて良かったです。志望動機も自己PRも共通し
て根拠が大事だということでした。日常生活でも、根拠を持ち行動するクセを今から身
につけようと思います。

自己分析に対する意識が変わった。

とても為になりました 就活するのにあた て前も てし かりと準備して挑みたいと思

情報収集の大切さが分かった。

知りたいことに的確に回答してもらえてよかった。

すごく参考になった。この時期にこういうことを学べるのはありがたかった。

自己分析が重要であることを再認識できた。

自己分析で大事なのは、他人に見られる自分であることが分かった。他人から見た自
分を理解するのが必要だと感じた。

自己分析をしっかりやらないと就活は成功しないと思った。

就職活動の知識として役立つだろうと思います。
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ビデオで使われているプリントをコピーする等して配ってくれるとやりやすいと思った。
実際にチェックをつける等の作業はビデオを観ているときには行うことができるが、後
から見直すと何を表わしているか、メモ書きでは分からなくなってしまうので。大まかな
内容を知ることができた。このビデオをベースにして自分なりの方法に出来れば良いと
思った。

文系・理系それぞれの強みを活かした就活の方法について知りたかった。

話し方が棒読み。

話が分野別にまとめられていたので、集中して聴くことができた。

非常にためになるDVDだった。就職に対するモチベーションが上がった。

まだ１年生ですが、就活の準備前に重要なことを聞いて参考になりました。

まだわからないことだらけですが、今何をどうすればいのかということがなんとなく分
かったと思う。早めに準備したい。

とても為になりました。就活するのにあたって前もってしっかりと準備して挑みたいと思
います。

とても分かりやすく、就職活動の準備をする前に役に立ちました。

何をすべきかわかりました。

何人もの人が聴きにいっている話なのでポイントがよくまとまっていて見やすかった。

ポイントポイントで、まとめの文章がとれたのでメモをとりやすかった。

まとまっていて良かった。

3 / 6 ページ 城西大学水田記念図書館



上映会の良かった点

分かりやすかった。

２年生なんて就職活動なんてまだ早いと思っていましたが、自己分析や自己PRを書く
上においてもうはじまっているんだなと、自分の考え方を考え直させるといういい機会と
なりました。

DVDで面接の模様を見て、参考になりました。

分かりやすく、自分が疑問に思っていた点をいくつか知ることができた。基本について
理解できた。

分かりやすく、理解しやすい内容だった。

わかりやすかった。（同回答2件）

わかりやすくて良かった。

面接時に必要な志望動機と自己PRをするにあたっての企業研究と自己分析の仕方を
知ることができて良かったです。

面接の方法などのDVDも流してほしいなと思いました、

文字が多くて見にくい。具体的にしてあると分かりやすくなると思う。

役に立った。

要するに敵を知り己を知らば面接あやうからず。

要点的にまとまっていて、見やすかったと思う。

分からないことがたくさんあり、就活についての知識が得られた。
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細かいところまで説明してくれた。

時間が長すぎでないのが良かった。

時間の都合で企業研究しかみることができませんでしたが、どのような方法で、どのよ
うな事を調べるべきかといった、大まかな事を知ることができました。

面接 模様を見 、参考 なり 。

具体的にやること（たとえば自己分析用のノートを２冊用意するなど）が詳しく知れてよ
かった。

このような機会があまりないので良かった。

同じことを言っていたので頭に入りやすかったです。

ガイダンスでは聞けない内容があったので良かった。

あらゆる視点から就活を知ることができた。

映像模様を見ることができて、準備する前に役に立ちました。

各項目ごとにポイントなどを書いてあって、理解しやすい内容だった。

現在、２年生で就職活動についてのイメージが出来ていなかったが、このDVDを通して
知ることができた。

館内の放送を聞いて受けようと思い参加して、とても為になるものでした。

聴きとりやすかった。分かりやすかった。

企業研究とは何か、どんなことをすれば良いのか等大まかに知ることができたので良
かった。

具体的な事（例）やスポーツなどと比較していてわかりやすかった。最後にまとめが
あった。
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資料をいただけたので良かった。

対策などを具体的に示してあって、すごく分かりやすかった。

内容が分かりやすかった点は良かったです。

就活の導入という点では良かった。分かりやすかった。

上映会の回数が多く、自分の都合がよい日に来れることが良いと思いました。

資料があって分かりやすかったのが良かった。

資料がわかりやすくてよかった。

自己分析のプリントがもらえたので、それを使って自己分析以外にも就活の方法なども
まとめていきたい。

ただDVDを観るだけでなく、教材の活用方法なども教えてくださったので、良かった。２
日間ほど同じ内容のDVDを流していただけたら嬉しいです。

内容がしっかりしていた。

内容はすごくためになった。

初めて就活のDVDを観ました。とても分かりやすく自分のやるべきことが見えてきまし
た。良かったと思います。

話が分かりやすくて良かったです。

静かでよかった。

自分が何をすればよいか気付くことができたので良いビデオだと思う。

自分はもっと興味のある企業を探さなければならないと思った。自己分析は今からでも
遅くないと思った。

就活の細かい部分が分かった。良いDVDが見れてよかった。

ドラマ仕立てで、とても観やすかったです。
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全体的には良くまとめられていたが、個人的には別のDVDにすべきだと思った。

チェックシートが手元に欲しかった。

面接という、相談などでは得られにくい経験を知ることができました。

わかりやすい。

分かりやすく、丁寧だった。時間配分はばっちり。

昨日のビデオを観ていなかったために、理解しにくい内容だったようなので早めに言っ
てもらえれば、昨日も参加していた。また明日も参加したい。

DVDの内容の資料が欲しかった。

赤字になっていたところがそれほど重要でなかったように思いました。

音声のノイズ

中央の画面と再サイドの画面の明るさが違ったので見にくかった。

上映会の悪かった点

時間が大きくズレているのが気がかり。

少し古い印象を受けた。新しいものも見てみたい。

ずっと同じ感じで説明しているので眠くなった。

話が分かりやすくて良かったです。

複数回やったこと。
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図書館への希望・リクエスト

医療系の就職を希望する人向けに対しての対策もやってほしい。

学生に協力的な姿勢が伝わってきて嬉しかったです！！

昨日のビデオのほうが良かった。

教授による実体験講座

メモ用紙が欲しかった。

文字が少しつぶれて見にくかった。

就活で必要なこと（面接・エントリーシート）の練習ができる部屋があったらしいと思いま

個人的なものですが、１階のトイレの水道の水の勢いがもう少しあれば手が洗いやす
い。

このような上映会を数多く行ってほしい。また、上映会の情報をもっと発信してほしい。

実際に面接を行って、評価していただけたらと思います。

就活コーナーを分かりやすくしてほしい。

次のページに行くのがはやくてメモが取れない。

出来れば上映スケジュールを長くとり、２個ずつ流してほしかった。

文字が見にくかった。

よく他の先生も言っていたことも多かった。

内容が薄かった。表面的であった。

流れが速すぎる。
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もっと新しめの本をそろえてほしい。

本のある場所をもっと分かりやすく。スポーツの本を増やしてほしい。

前に放送されたものをもう一度見たいです。もう一回この機会があったりDVDの貸し出
しが可能ならば行ってほしい。

また、このような上映会をお願いします。

就活で必要なこと（面接・エントリーシート）の練習ができる部屋があったらしいと思いま
す。

上映会を夏休みにまとめて行ってほしい。

定期的にこういう企画をやってもらいたい。

図書館にある本で、就活・面接・エントリーシートの本と企業の本があって欲しいと思い
ます。面接練習期間が欲しいと思います。
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