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面接練習を重ねたことで自信を持って振る舞うことができ
就活スランプを乗り越えた

将来性のある
IT 分野で就活を進めていった

　3年生の春から本格的に就活を開始し、
自己分析の結果、将来性や安定性を重視し
て、業界や企業を選ぶことにしました。政府
系金融機関やガス・エネルギー会社なども検
討しましたが、最終的には長期インターンシッ
プにも参加し、しっかりと業界・職種研究がで
きていたIT業界・企業のIT部門を受けること
に決めました。
　就活中に役立ったのは、逆オファーサイト
です。自己PRなどを公開して企業からの反応
をもとに、ESのブラッシュアップができただ
けでなく、オファーがあった企業からの内々定

にもつながりました。

面接官の質問の意図を掴み、
自分の考えを適切に伝えることに注力

　面接では、用意してきた文章をそのまま話さ
ないように意識していました。その分、常に集
中力を切らさず、質問をよく聞いて、それに適
切に対応する回答にすること、その上で、即
座に自分の考えを話せるように努めました。
　3年生の2月にはIT企業から内々定をいた
だくことができました。しかしその後は、一次面
接を通過できないスランプが続きました。自
分でも原因がわからず不安になりましたが、
2月以前と比べて何が変わってしまったのか

分析し、自信のなさそうな話し方になってしま
っていることに気付きました。そのため、大き
な声でハキハキと話すように改良して、その
後の選考に臨みました。
　内定先は、開発範囲に魅力を感じたこと
と、最終面接で役員の方がお話しされていた、
「ただシステムをつくるのではなく、保険加入
者のことまで考えることが大切」という言葉
に共感したことが入社の決め手になりまし
た。保険会社のIT部門であれば、金融とIT、
両方の知識が身に付けられることも理由の
一つです。入社後は技術を磨き、お客様の
隠れたニーズにも気付ける社員として活躍し
たいです。

保険会社 内定
法政経学部 法政経学科

中 山 幸 則 さ ん
Y u k i n o r i  N a k a y a m a

志 望 業 界

公社団体、IT企業、金融機関のIT部門

私のお役立ち
就活アイテム

LINE のキープ機能をパソコンとも連
携させ、ネットで調べた企業の情報や
説明会で知った情報を、面接前に見
返すようにしていました。

インターンシップエントリー社数・・・
インターンシップ参加社数・・・・・・
説明会参加社数・・・・・・・・・・・・・
本選考エントリー社数・・・・・・・・・
本選考面接社数・・・・・・・・・・・・・
OB・OG 訪問数・・・・・・・・・・・・・・

60社
40社
70社
20社
13社
0人
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関西学生野球秋季リーグが始ま
る。運営委員活動に専念し、就活
は一時休止。

部活に専念

企業分析はしっかりやったつもりだ
が、面接に落ちる日々。人事の方
の話を聞くなどして克服法を探る。

面接

色んな業界を見ようと、さまざまな
業種の説明会に参加。海運業に魅
力を感じ、年明けには志望決定。

企業説明会参加

4社から内々定をいただく。面接で
本音を話し、自分の内面を判断し
てくれた企業に決定。

内々定

8月 9月 11月 12月 4月1月 2月 3月

話下手と人見知りの性格を克服
するためにも、異業種6社のイン
ターンシップに積極的に参加。

インターンシップに参加

10月

ここが効いた！私のエントリーシート これで成功！ 私の必勝自己PR

後輩たちへのメッセージ
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自宅で筋トレを3年ほど継続しているとい
う話を元に、計画力をはじめ、実行力や改
善力という強みや、それにより自信と自立
心が生まれたことをアピールしました。

計画を立て
地道に努力を継続する力

就活は誰もが不安になるもの。2年生の
時には、不安からキャリアドバイザーに何
をしたらいいのか質問しましたし、就活中
も不安から常に動くようにしていました。し
かし、一番の就活対策は学生生活の充
実です。何かに打ち込む経験が自分の強
みになり、不安を取り除いてくれます。

何かに打ち込む経験が強みになり
就活の不安解消になる

IT 分野で求められる
チームワークスキルを伝えた

3年生の秋冬インターンシップに向け
て、9 ～ 10月に内容を固めていきまし
た。就活対策を扱うYouTubeの動画
を参考に、結論を文章の最初に置くこ
とを意識しました。ソロプレイヤー的な
性格のため、IT分野で求められるチー
ムプレーについて記述するのは難しか
ったですが、インターンシップのときにチ
ームメンバーとどう接したか、どう貢献し
たかを書きました。
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作品の単なる紹介ではなく
過程や意図を具体的に記述したポートフォリオで成功

将来どんな製品をデザインしたいか
これまでの経験をもとに考えた

　プロダクトデザインを専攻していたことと、
5歳から続けていたダンス団体での経験か
ら、「身体をつかって機能をコントロールでき
る」ような製品の開発に携わりたいと考える
ようになりました。そこで、それができるイメー
ジのあった楽器や自動車メーカーを中心に
就活をスタートしました。
　インターンシップでは学科に募集が来て
いた約20社に応募しましたが、選考に落ち
てしまうことも多く、焦った時期がありました。
最終的には希望の企業の内定を得ることが
できましたが、デザイン事務所や地域の工房

など、メーカー以外の選択肢もあったことを
途中で知り、幅広く検討すれば可能性はさら
に広がったかもしれず、そこが反省点です。
　デザイン部門の選考では、これまで制作・
提案した作品を示すポートフォリオの提出が
求められます。ただの紹介に終わらせず、どう
考え、どのような試行錯誤を重ねて作品を完
成させたのか、具体的に記述するように心が
けました。その上でブラッシュアップを重ね、
本選考までに完成度を高めていきました。

キャリアアドバイザーによる
模擬面接で自信を付けられた

　第一志望企業の最終面接前には、就職

支援課のキャリアアドバイザー面談を利用
し、模擬面接では受け答えの内容や話し方
をチェックしていただきました。それを受けてし
っかりと対策をしたおかげで自信が付き、本
番では臆することなく面接に臨むことができ
ました。
　最終的には、扱っている製品、デザイン
部門の理念、会社の雰囲気という3点がバ
ランス良く自分に合っていると感じた、電気
計測器メーカーに入社を決めました。将来
は、ユーザーの直感的な操作感を重視し、そ
こから新しく造形を生み出すことができるデ
ザイナーになることが当面の目標です。

電気計測器メーカー 内定
大学院 融合理工学府 創成工学専攻

大 川 日 向 子 さ ん
H i n a k o  O k a w a

志 望 業 界

製造業

私のお役立ち
就活アイテム

ほとんどがオンライン面接だったため、
ポートフォリオは製本したものを面接前
に郵送し、企業側で見てもらいながら
説明しました。 

インターンシップエントリー社数・・・
インターンシップ参加社数・・・・・・
説明会参加社数・・・・・・・・・・・・・
本選考エントリー社数・・・・・・・・・
本選考面接社数・・・・・・・・・・・・・
OB・OG 訪問数・・・・・・・・・・・・・・

19社
5社

10社
20社
6社
0人
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関西学生野球秋季リーグが始ま
る。運営委員活動に専念し、就活
は一時休止。

部活に専念

企業分析はしっかりやったつもりだ
が、面接に落ちる日々。人事の方
の話を聞くなどして克服法を探る。

面接

色んな業界を見ようと、さまざまな
業種の説明会に参加。海運業に魅
力を感じ、年明けには志望決定。

企業説明会参加

4社から内々定をいただく。面接で
本音を話し、自分の内面を判断し
てくれた企業に決定。

内々定

8月 9月 11月 12月 4月1月 2月 3月

話下手と人見知りの性格を克服
するためにも、異業種6社のイン
ターンシップに積極的に参加。

インターンシップに参加

10月

ここが効いた！私のエントリーシート これで成功！ 私の必勝自己PR

後輩たちへのメッセージ

41

SUCCESS STORY INTERVIEW先輩の就活成 功レポート

年齢・性別・障がいにかかわらずさまざまな
人が集まるダンス団体で、作品の創作を
通して、身体や思考の違いを受け入れて、
関係性を築いた経験をアピールしました。

他人と自分の差異を認め、
相手との関係性を築く力

「自分が今、何を大切にしているか」という
ことを学生生活を送る上で普段から意識
しておくことが大切だと思います。そうする
ことで、就活でも選考で問われるようなこ
れまでに活動してきた内容や、自分の価
値観、将来なりたい自分の姿までスムーズ
に考えを広げられるようになると思います。

自分が何を大切にしているか
それを常に意識しよう

インターンシップ参加前に
内容を固めておいた

最初のインターンシップに応募した時
点で、自分がどういうことをやりたいかし
っかりと自己分析をし、大体の内容は固
めました。内定先のESでは、自己PRで
海外の大学と合同で行ったデザイン提
案ワークショップについて、ガクチカはダ
ンス団体における多様な人 と々の作品
創作について記述しました。のちに面
接では、ダンス団体の話が印象的だっ
たとフィードバックをいただきました。
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