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OB・OGによる就職相談会 in 高崎 学生アンケート結果 

 

◆開催日      2019年 11月 23日（土） 

◆参加申込者   115人 

◆参加者      106人（当日参加者 4人を含む） 

◆回答者   80人（回答率 75.5％） 

 

◆アンケート結果 

問１ 今回のイベントは何で知りましたか。 

  

その他：高経大 LINE 

 

問２ 参加した理由を教えてください 

〇OB・OGの生の声/お話を聞きたかったから、OB・OGの方々と交流してみたかったため 

（同様の意見 24名） 

〇社会人の視点で就活に対する考え方を学びたかった（同様の意見 2名） 

〇いろいろな人の話を聞くため 

〇業界や企業を知ることはもちろん、OB・OGの方がどのように活躍されているか知るため 

〇普段、都内企業の説明を伺うには、当然私が東京まで行く必要がありますが、今回は経大まで来てくださ

るという好条件でしたので参加しました。また、「本学の」OB・OG という条件までそろっていては、参加しな

い理由がなかったです。 

〇今回は東京ではなく、大学で参加できると知ったから。OB・OGに話を聞きたかったから。 

〇東京で開かれる説明会では、他大学の学生に圧倒され、思うようにお話を聞けないため 

〇就職活動を始めるため 

〇そろそろ就活始めなきゃと思ったから 

〇本格的に就活を始める時期になったから 

〇就職活動を全くしていなくて不安だったから 

〇就活といっても何をどのようにやればいいのかがわからなかったため 

〇就活に不安を抱えていたから（同様の意見 3名） 
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〇漠然とした就活に対する危機感 

〇就職活動への意識を高めたかったから 

〇これからの就活の参考にしたいから 

〇就活に関する必要な/有益な情報を得られると思ったから（同様の意見 5名） 

〇就職に関する知識を得られると思ったから 

〇情報を得たかったから 

〇自分には情報がないため 

〇就活を有利に進めたいから（同様の意見 3名） 

〇これからの就活の参考にしたいから 

〇公務員の勉強や民間との併願について聞きたかったから 

〇より企業や業界についての理由を深めるため 

〇業界、企業研究をするため（同様の意見 2名） 

〇志望する企業があったから 

〇地元の自治体が来たから 

〇in東京の方へ参加を予定していたが、中止になってしまったから 

〇一歩前に進むために 

〇将来を決めるきっかけとなればと思ったから 

〇どこにきっかけがあるかわからないので、参加できるイベントは全部参加しようと考えているため 

〇刺激を得るため 

〇視野を広げたいから 

〇就職に関して、これまで相談会のようなイベントに参加したことがなかったから 

〇高経 LINEの先輩にすすめられたから 

〇ゼミの先輩の勧めもあって参加した 

〇キャリア支援センターにチラシがあったから 

 

問３ 基調講演はいかがでしたか。 

 

《その理由・感想等》 

 〇色々なお話を聞けた 

〇自分からは知りえないような話を聞くことができた 

大変良い, 38, 

47.5%

良い, 33, 41.3%

普通, 8, 10.0%

悪い, 1, 1.3%

基調講演について

大変良い

良い

普通

どちらかといえば悪い

悪い

無回答ｎ＝80 
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〇仕事全体としての話を聞けた点 

〇Rakutenの話がきけたので 

〇楽天に勤める方の講演を伺える機会なんてなかなかないので、貴重な機会でした！ 

〇その企業以外のこともきけた 

〇グローバル化する社会の中で、どのように生きていくのかについて、とても参考になるお話でした。とても興

味深い内容だと思いました。 

〇自分が考えていなかった業界の話だったが、すべてに通じるものだったから 

〇くわしい会社のことやプライベートのことなど知れたから 

〇これからはどんな人材が求められているかを話してくれたから 

〇職についたその後のことがよくわかった。 

〇働き手の考えを知れたから 

〇OBの方の卒業後の働き方を知れたから 

〇働いている人の生の声が聞けてよかった 

〇貴重なお話が聞けてよかった 

〇大手企業の方の貴重なお話が聞けたから 

〇今後にためになる講演だったと思う 

〇実際に働いている方の講演を聞き、とても刺激を受けた 

〇面白かった。 

〇わかりやすく、楽しい時間でした 

〇会社に入ってからも目的を持たなければならないと気づかされた 

〇今後の働き方の指針になった 

〇広い視野で業界を見ていこうと思いました。 

〇これまではどこの会社かどの業種かを軸に考えていたが、自分が何をしたいか、どこで働きたいかも大事

だと思った（同様の意見 2名） 

〇グローバル化について、自分は地元で働きたいと考えていたので、もっと視野を広げたいと感じました 

〇周りの人から高経卒はどれくらい良いのかがわからないので、結果を出す必要、努力する必要があること

を知れた 

〇将来に向けていろいろ考えることができた 

〇考え方に幅ができた 

〇意識が高まった 

〇視野が広がった 

〇グローバルについて考えるよい機会になった 

〇キャリアについて考える機会になった 

〇具体的なアドバイスがあってよかった 

〇ネットワークの大切さをわかることができたからです（同様の意見 2名） 

〇考えに納得した 

〇楽天はグローバル 

〇スライドが英語だったのが、グローバル化を感じた 

〇スライドが見やすかった 

〇話の目的、何を伝えたかったのかわからなかった 
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問４ 地域別説明会はいかがでしたか。 

 

 

 

 

問５ 業界・企業別説明会はいかがでしたか。 

 

  

大変良い, 36, 

45.0%

良い, 27, 33.8%

普通, 15, 18.8%

悪い, 1, 1.3%
無回答, 1, 1.3%

地域別説明会について

大変良い

良い

普通

どちらかといえば悪い

悪い

無回答ｎ＝80

大変良い, 38, 

47.5%

良い, 31, 38.8%

普通, 9, 11.3%

どちらかといえ

ば悪い, 1, 1.3% 無回答, 1, 1.3%

業界・企業別説明会について

大変良い

良い

普通

どちらかといえば悪い

悪い

無回答ｎ＝80 
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問６ 交流会はいかがでしたか。 

 

 

 

 

問７ 開催時期はいかがでしたか。 

 

《いつ頃が望ましいか》 

〇夏前（3名）/夏（2名）/夏休み終わり頃 

〇9月（6名） 

〇9月か 10月 

〇10月（3名） 

〇11月前 

大変良い, 34, 

42.5%

良い, 19, 23.8%

普通, 11, 13.8%

無回答, 16, 

20.0%

同窓生との交流会について

大変良い

良い

普通

どちらかといえば悪い

悪い

無回答

適切, 59, 73.8%

遅い, 19, 23.8%

無回答, 2, 2.5%

開催時期について

適切

早い

遅い

無回答

ｎ＝80 

ｎ＝80 
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問８ 印象に残ったこと、役立ったこと、感想をお書きください。 

〇就活に対しての考え方が変わった 

〇人事の方が一緒に働きたいと思える人が採用を左右することが分かった 

〇企業がどの立ち位置にいるか把握することが必要だということ 

〇社会人の方の視点で、近い距離で話を伺え、就活に対する姿勢が変わりました！同期で話すだけでば得

られない刺激を受けられ、大変良かったです！ありがとうございました！ 

〇やるべきことがわかった。少し遅いのですぐに行動しようと思った。 

〇カネカさんの言葉「メンタル弱いからという理由で営業職を避けるのは勿体ない」 

〇複数のネットワークを持つことも大事だと感じた 

〇生の声が聞けてよかった。いろいろな就活の方法があったので、自分に合うやり方で進めていきたいと思っ

た。 

〇生の声はよいと思った。軸を決めようと思った。 

〇生の声を聞けてよかった 

〇OB・OGに協力してもらうことの大切さ 

〇OB・OG の方がとてもフレンドリーに接してくださり、とても嬉しかった。高経出身は実力でやるしかないという

現実をみることができた 

〇社員としてでなく、OB として話を聞けた点 

〇OB・OGの方々から様々な考えや貴重な意見を聞くことができ、よい機会となったと思いました。 

〇質問に丁寧に答えてもらい、とても優しかった。 

〇同窓生の方々が本当に私にとって助けになることを教えてくださったことです。 

〇交流会で深く話せたこと 

〇フェイス トゥ フェイスで情報を集められて有意義な時間だった。 

〇その企業以外のことも聞けてよかった 

〇いろいろな方のお話が聞けてよかったです。 

〇有益な情報を得られたのでよかったです。 

〇志望する業界の話をしっかりと聞くことができてよかった 

〇インターシップなどでは聞きにくいことも聞けたのでよかった 

〇企業に関すること、就活に関することなど多くの役立つことを知ることができた 

〇その人の会社や業界のことのみならず、就活全般のことを気軽に聞けてよかったし、ためになった。 

〇関連会社の人の話もとても重要だと感じた。 

〇役員や上の方と話すことができ、勉強になりました。 

〇面接についていろいろ聞けた。 

〇ESの書き方 

〇U ターンの際の具体的なアドバイスをもらえてよかった。 

〇地元の方の話は U ターンを考える人にとってとても貴重でした。 

〇県庁で働いている方の意見を聞いて、仕事内容を知れた。 

〇業種別の仕事内容、やりがいなど聞くことができた。公務員や銀行員など堅苦しいイメージがあったが覆さ

れた。 

〇第 1志望についてたくさんの情報を得られました。 

〇猪瀬さんのアドバイスが心に残りました。 

〇きたぎんの方が非常に親身になってくださり、ありがたかったです。 

〇足銀の方、栃銀の方など、地元出身の人にお話を聞けて、本当によかったです。 
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〇東日本高速道路の方の話がかなり参考になりました。 

〇高経は遅れていると先輩が言っていた。 

〇群馬で働く良さを知ることができてよかった。 

〇企業の責任者の方に自分を直に売り込めたこと 

〇本当によかった 

 〇私の志望する業界、企業があまりなかったので正直ためにはならなかった。自身の興味ある企業あればい

いと思う。 

〇業界に少し偏りがあるのかなと思いました。 

〇参加していただいた OB・OG の方の大半が公務・金融の方で、もっと他の業界の方のお話もお聞きしたか

ったです（同様の意見 2名） 

〇自分の（県の）出身の人がいればよかった。 

〇自分の出身県がなかったので、あるとありがたいと思った。関東は 1都 6県そろっているとうれしい。 

 

 

問９ このイベントを後輩に勧めたいと思いますか？ 

 

 

 

 

ぜひ勧めたい, 41, 

51.3%

機会があれば勧め

たい, 35, 43.8%

その他, 1, 1.3%
無回答, 3, 3.8%

後輩に勧めたいか

ぜひ勧めたい

機会があれば勧めたい

あまり勧めたくない

その他

無回答ｎ＝80 


