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アンケート回答者数
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 計

2 4 12 7 16 41
11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 計

10 17 26 25 20 98
12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 計

5 13 16 42 35 111
合計
250

学部

経済学部
経済学科

経営学部
マネジメント総合学科

現代政策学部
社会経済システム学科

54 45 33
理学部
数学科

理学部
化学科

23 24
薬学部
薬学科

薬学部
薬科学科

薬学部
医療栄養学科

18 4 33
大学院 別科 短大 無記入 合計

9 0 4 3 250

学年
1年 2年 3年 4年
31 68 127 0
5年 6年 大学院1年 無記入 合計
13 0 8 3 250

上映会概要 

                                                                                                                上映ＤＶＤ 

日程     ： 平成26年    10月13日(月)～10月17日(金)            『就職活動のすべて』  日本経済新聞社 

                                                   11月10日(月)～11月14日(金)    『就勝講座ＤＶＤ』           エージェント北九州 

                                                                 12月15日(月)～12月19日(金)    『就職活動の基本』        日本経済新聞社 

 
 

場所     ：   城西大学水田記念図書館 2階 視聴覚室  
    

 
実施内容  ： 全日程共通 
          就職課職員によるアドバイス → ＤＶＤ上映 → 図書館職員による各種データベースなどの紹介 
 
 アンケート結果内訳 

経済学部 
経済学科 

22% 

経営学部                  
マネジメント総合学科 

18% 

現代政策学部     
社会経済システム学科 

13% 
理学部                  

数学科 
9% 

理学部 
化学科 
9% 

薬学部 
薬学科 
7% 

薬学部 
薬科学科 

2% 

薬学部        

医療栄養学科 
13% 

大学院 
4% 

短大 
2% 

無記入 
1% 
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1． 今回の上映会をどこでお知りになりましたか。（複数回答可）
図書館にあるチラシ 就職課にあるチラシ 掲示板のポスター

42 16 15
図書館ホームページ 図書館員の勧誘 先生から勧められて

8 135 23
友人に誘われて JUNavi(学内メール) 図書館Twitter その他

28 34 0 4

2． 今回の上映会に参加して良かったと思いますか？

 とても良かった　  良かった　  どちらでもない　  あまり良くなかった  良くなかった  と 　

96 135 12 4 0
記入なし 合計

3 250

3． 2.の質問で「とても良かった」「良かった」を選んだ方にお聞きします。
良かった点を、下記の中から選んでください。　(複数回答可)

DVD
就職課職員の

アドバイス
図書館職員の

アドバイス

194 84 102
参加特典（10月のみ） レジュメ/配布資料 特になし その他

17 80 2 5

その他内訳　※原文ママ

その他内訳　※原文ママ

業者に勧められて
授業中
館内放送
図書館員の熱い推奨

PCでの就活情報の調べ方
エントリーシートの書き方が、思ったよりも堅苦しくないと知れたのが、とてもよかった。
学生アドバイザーの話
自己分析の重要さがわかり、モチベーションが上がった。
1年生の時に、このＤＶＤを見れたこと

 とても 
良かった  

38% 

 良かった  
54% 

 どちらでも 
ない  
5% 

 あまり 
良くなかった 

2% 

記入なし 
1% 
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4． 来年度前期に新しい上映会を開催するとしたら、いつが参加しやすいですか？
時期と時間帯をそれぞれ選んでください。　(複数回答可)

4月 5月 6月
89 86 70
7月 8月 9月
29 20 37

１限 2限 昼休み
12 10 41

３限 ４限 ５限 ５限以降
28 80 134 65

5． 上映会に期待することなどがあれば、ご自由にお書き下さい。

上映会全体について

　1年生の時、1度来たことがあるが、本日の上映会では、「新聞・雑誌記事」の見方、捉え方なども紹介してくれた。
　このように、上映だけでなく、資料の紹介やちょっとした就活エピソードがあることは、とてもためになる。

　こういった上映会は、眠くなってしまうものですが、30分区切りのビデオだったので、
　ほとんど集中して聴くことができてよかったです。

　とても良い上映会でした。まだ、この上映会を知らない人が多いと思うので、
　もっと大きく広告すると他の人も助かると思います。　(特に、薬学部は就職活動に疎いので)

　レジュメの内容がとてもよかったと思う。
　就活に役立つ内容が細かく載っていたので、これを参考にして準備や就活に臨みたい。
　時間的に一週間だと来れない人がいるので、期間を延ばしてほしい。

　今回初めてＤＶＤ上映会に参加し、就活について、多くの知識を得ることができました。
　活かしていけるように頑張りたいです。

　今後の就活に対する意欲を高め、準備をしなければならないと感じました。

　自己ＰＲと志望動機の書き方がわからなかったので、とてもためになりました。

　わかりやすいＤＶＤの内容で基礎を色々と知れました。
　また、図書館職員の話も交えてしてくれて、とても良かったです。
　体験談を聞くのは、やはりためになると思いました。

　こういう機会は大事だと思います。

　企業の求めていることに沿った行動をしなければならないことがわかった。

　具体的な内容や、イメージしやすい説明だったのでわかりやすかった

　行動することが大切だと感じた。自分が不安・無理だと感じたことを後回しにすることを変えたい。
　やりたくない、苦手なことに取り組んでいきたい。
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　就活のスタートが自己を知ること、志望動機を書く手順など、今まで知らなかった知識を得ることができ、
　自分は満足しているので、図書館に期待することはありません。

　就活は辛く厳しく、面倒臭いというイメージしかない学生が多いので、
　就活の大切さや楽しさを伝えていってほしいと思いました。

　就活のことについて、具体的に学べて、とても勉強になりました。
　この上映会を活かして、頑張っていきたいと思います。

　準備不足であることがよく理解できた。今後、考え直したい。

　寝ている人が多い印象があったので、時間がもう少し早い方がよいと思いました。
　内容は参考になりよかったと思います。

　内容が難しいように感じた。「相手のことを考える」ことは、当たり前のように感じるが、
　普段の自分や緊張する面接の場でできるか考える機会となった。

　内容はとても参考になったのですが、ビデオの内容で重複する場所が多かった。
　日によって上映の順番がちがえば、ピンポイントで目的のＤＶＤが見れてよいと思いました。

　今回はとてもためになった。資格取得も大切だが、やはり新聞を読むことが重要だと思った。
　今後の上映会では、すぐにできる就活(インターン・説明会参加)を紹介してほしい。

　面接の注意点や面接官の見る点を学ぶことができました。
　OB・ＯＧとの電話対応から、面接に影響を与えることが学べた。

  就職については、何もわからない状態だったけど、少しは分かってきたと思う。
　もっと早い時間にやってもらった方が出席しやすいと思う。

　模範通りにやってよいものではないと知ることができた。

　OB・OGを呼んでほしい。面接や自己PR、志望動機の見本や、ドキュメンタリーなどを上映してほしい。

　DVDを一時停止したりして、就職課の方の解説があってもよいのでは？

　DVD以外も、卒業生の話を聞く機会があってもよいと思う。

　SPIなど筆記試験についてのDVDなどもあれば役に立つと思いました。

　Uターン就職に関すること

　ドラマじゃなくてもいいので、多くの情報が得られるＤＶＤが見たい。
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　医療機関に就職する際の留意点、面接のポイントなどについても、今後開催して頂けたら嬉しいなと思います。

　何回かこの上映会に参加しているのですが、重複する点があるので、
　毎回新しい内容のビデオを上映してほしいと思います。

　学生アドバイザーの方や、内定獲得者の話を聞きたいです。

　学生アドバイザーや、先輩たちの体験談を聞きたい。

　今回のＤＶＤは誰でも知っている情報だったので、他の誰も知らない情報がほしいです。
　内定獲得者や活動中の学生、企業の採用担当者の話を聞きたいので、来年は講演会を企画して下さい。

　実際に就職活動を行った学生の体験を聞きたい。

　就活生・図書館職員・就職課職員さんの体験談が聞きたい。

　言葉遣いのことが話題に上がったので、一般的な言葉の使い方が勉強する上でのおススメ本が知りたいと思いました。

　上映会に期待することは、人生に意味のある情報を上映してほしいということです。
　なぜなら、上映会がきっかけで、自分の人生に対する考え方が変わるかも知れないからです。

　他にも就活支援ＤＶＤがあるならばもっと見たい。特に、面接の対応など。忙しくとも、上映会のことを知らせてほしい。

　担当講師の方もご予定があると思いますが、質問したり、返答できる環境が欲しいと思いました。

　内定が取れた人の例を見たいなと思いました。

   使えそうな資料の紹介

　面接のパターンなどのDVDがあれば、視聴したかったです。

　薬学向けの内容も少しあったらうれしいです。

　薬学生向けの就職支援DVDがあったら、見る機会がほしい。
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上映会の構成について

　5日間同じことをするのではなく、分割して時間を短縮した方がよいと思う。

　90分くらいがちょうど良いと思った。

　ＤＶＤが少し単調で眠くなってしまったので、違う種類のものを上映してほしい。
　今回のＤＶＤの内容は参考になったが、具体的な説明が欲しかった。

　ずっと座っていると腰が痛くなるので、途中に5分でも休憩がほしいです。

　ゼミの時間に開催したほうが、全員に見せることが出来る。

　とてもためになると思うのですが、5限からだと人が集まりにくいと思います。
　もう少し早い時間に上映した方がいいと思う。3限終わりからがよいと思う。

　なるべく3・4限に上映会を行ってほしい。

　化学科は実験があるので、実験のない曜日に開催してほしいです。
　開始時間も、5限または5限以降でないと参加できません。

　夏休みに上映するのであれば、午前中の方がよいと思います。聞きに来る方も、多くいそうな気がします。

　時間が長いと感じたので、何回かに分けてほしい。

　実習期間を避けて開催してほしいです。

　上映時間を早めてほしい。

   日時をもっと早く教えて頂けるとうれしい。

　今後とも就活などのＤＶＤを上映して頂きたいです。

　定期的に開催して下さい。
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配付資料について

　DVDの音量が小さかった。レジュメがわかりやすかった。

　今回のように帰ってからも内容を確認できるものがあるとありがたい。

　今回のように自分で書くレジュメは、書くことで意識できるので助かります。
　同じ内容を複数日行って頂けるのも、スケジュールに合わせられるので助かります。

　上映されている週にたまたま予定が重なり、
　途中参加しかできなかった時のために資料をもう少し詳しくしてほしいです。

図書館職員について

　職員の方の声が小さく、聞こえないこともあったので、そこが少し残念でした。
　しかし、今後自分にとって、何が必要で、何が足りないのかをほんの少しでも知ることができたのは良かったと思います。

　図書館の先生のＤＶＤの解説がとても面白く、勉強になりました。参加して良かったです。

　図書館職員のアルバイトや卒論の話が心に残ったので、ただDVDを見るだけでなく、
　色んな職員の方の話が聞けてもよいと思った。

　図書館職員の実体験などが、聞いていて飽きなかった。

　雑談が面白かったです。雑学もたくさんもらえて良かったです。

　自分の求めている情報がＤＶＤもしくは、図書館職員のアドバイスに含まれていました。
　また自分に何が足りないのか良いヒントが見つかりました。足りない部分を、本番までに改善していきたいです。
　本日、このような企画を設けて頂きありがとうございました。
　今後このような就職活動に関する企画がありましたら、参加させて頂きたいと思います。
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その他について

　1枚目のＤＶＤは、同じことを何回か見たことがあるので、面白くなかった。
　2枚目のＤＶＤから、自分の知らない内容が知れてよかった。

　このＤＶＤを借りたい。

　ちょっとした豆知識でも知りたいです。

　レジュメを下さい。最後の話が長いです。ＤＶＤ参考になりました。

　満足している。

　わかりやすい資料がほしい。面接前に見れる、手軽な資料がほしい。

　授業の前に勧誘しに来るのはいいと思います。

　一つの考え方を知れたので、参考になりました。

　企業を決めてから、もう一度見たいと思う。

　宣伝がわかりやすければと思います。


	まとめ2

