
「No Working No Life Weeks」キャンペーン  
アンケート結果の報告 

職サークルでは、去る2012年1月16日(月)～1月27日(金)の期間「No Working No Life Weeks」キャンペー
ンを協賛企業28社とともに実施いたしました。 

 参加学生を対象としたアンケートでは、全体的に好意的な意見が多く寄せられました。特に「普段話す機会
のない社会人と話すことができる有意義な時間だった」「社会人も自分と同じ人間だと感じた」「社会人や働くこ
とがより身近に感じられた」という意見が多くみられました。 

 今後も職サークルでは、学生と社会人の交流を通して「働くこと」が身近に感じられる活動を行ってまります。 

2012年4月 

株式会社 パ フ 

■アンケート結果概要 

ＴＯＰＩＣ①： 

  回答者の93％が「就職活動や企業・人事に対する考え方が 

 良いほうに変わった」と回答しました。 
 
ＴＯＰＩＣ②： 

 回答者の85％が「社会に出て働くことに対する考え方が 

 良いほうに変わった」と回答しました。 
 
ＴＯＰＩＣ③： 

  回答者の84％が「社会・企業の実態などについて 

 理解を深めることができた」と回答しました 

Ｑ．社会に出て働くことに対する 
考え方は変わりましたか。 

Ｑ．社会・企業の実態について 
理解を深めることができましたか。  

Ｑ．就職活動や企業・人事に 
対する考え方は変わりましたか。 

■5：とても良いほうに変わった 

■4：良いほうに変わった 

■3：特に変化はない 

■2：悪いほうに変わった 

■1：とても悪いほうに変わった 

■5：とても良いほうに変わった 

■4：良いほうに変わった 

■3：特に変化はない 

■2：悪いほうに変わった 

■1：とても悪いほうに変わった 

■5：とても深めることができた 

■4：少し深めることができた 

■3：特に変化はない 

■2：あまり深めることができなかった 

■1：全く深めることができなかった 
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■回答学生の分布 
        

卒業年 男性 女性 不明 合計 

2012年 2 1 0 3 

2013年 44 62 0 106 

2015年 1 1 0 2 

不明 15 32 4 51 

合計 62 96 4 162 

■ 「No Working No Life Weeks」キャンペーン実施の背景 

■学生の就職活動には、以下の2つが必要 
 ①社会・ビジネスの実際を知る   
  →基礎・土台 
 ②選考の準備をする    
  →こちらだけ先行しても意味がない 

②選考の準備 
 

①社会・ビジネスの 
実際を知る 

 

■しかし、社会・ビジネスの実際を知る機会（学生と社会人の接点）は減少した 

■そこで、職サークルでは 
 学生が社会人とフラットに対話し、社会・ビジネスの実際を知る機会を創出します。 
 職サークルの協賛企業が、各社各様の形式・場所で“一斉に”活動を行います。 

倫理憲章改定 インターンシップ規制 
OB/OG訪問受付自粛 
学内説明会開催減少・延期 
プレセミナー減少・延期 

学生： 
社会やビジネスの実態に対する 
理解不足が懸念される 
→就職活動にかえって苦戦するのでは？ 

参考：BCP Mail News ― 文化放送キャリアパートナーズ メールニュース＜238号＞ 
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■ 「No Working No Life Weeks」キャンペーン活動内容 

http://shokugakkou.com/front/event/event_nwnl.html 

NKSJシステムズ株式会社 
ケミカルグラウト株式会社 
KYB株式会社 
さくら情報システム株式会社 
株式会社TKC 
東洋鋼鈑株式会社 
内外日東株式会社 
株式会社ハイマックス 
株式会社マースエンジニアリング 
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 
ヤマトシステム開発株式会社 

株式会社アクシオ 
エスビー食品株式会社 
キングラン株式会社 
株式会社講談社 
株式会社サンセイランディック 
株式会社ジョイパック 
住友スリーエム株式会社 
株式会社ピーアンドピー 
株式会社富士薬品 
株式会社レリアン 

株式会社アイチコーポレーション 
株式会社共立メンテナンス 
セントケア・ホールディング株式会社 
株式会社CHINTAI 
日本酒類販売株式会社 
株式会社山武 
ユーザックシステム株式会社 

■参加企業（計28社） 

http://shokugakkou.com/front/event/event_nwnl.html
http://shokugakkou.com/front/event/event_nwnl.html


Ｑ1-1. 本キャンペーンの活動に参加して、就職活動や企業・人事に 
対する考え方は変わりましたか。（１つを選択して回答） 

■5：とても良いほうに変わった 

■4：良いほうに変わった 

■3：特に変化はない 

■2：悪いほうに変わった 

■1：とても悪いほうに変わった 

■アンケート結果より一部を掲載 

Ｑ1-2.具体的にどのように変わったか、教えてください。（自由記述） 

①就職活動に対する気持ちが前向きに変わった 
・就活に対する漠然とした怖さが薄らいだ。 
・私たちは選ばれるのではなくて選んでいく立場なのだと改めて感じました。 
・「面接はコミュニケーション」という考え方や、「面接官を好きになる」という考え方は今まで思ったことも 
 なかったので良いキッカケになりました。 
・就職活動はリクナビやマイナビとの戦いだと思っていたが、人と直接会話することが重要だと気付いた。 
・やはり就職活動というのは企業の選択、今後の人生の選択だと感じた。また、企業の人事の方も人間であり、 
 個性があると感じた。就職活動は恋愛だ。 
・社会人の生の声が聞けたことで就職活動に対する不安が軽くなった。 
・面接でよくみせようとするのではなく、ありのままの自分を節度を保って見せることが大切なんだな、と感じました。 
 

②企業や人事に対する不信感・偏見が解消された 
・人事の考えることを少しでも知れたことで不安が少し改善されました。面接では素直に率直に自分の良いところを 
 伝えるようにしようと思いました。 
・企業は落とすための面接をするのかと思っていましたが、応募者と会社が合うかどうかの判断のための面接なんだ 
 と印象が変わりました。 
・人事は我々の味方だということがよくわかりました。 
・採用は人間くさい仕事だなと思いました。 
・人事の方は最初から仕事ができる人だと思っていたのですが、経験を積むことで、しっかりした人事になれるんだ 
 と分かりました。 
・人事の方々は学生の意見をもっと聞きたいのだなと感じました。もっと自分らしく素で就職活動に挑みたいです。 
・人事の人は学生を厳しい目で見ていて怖いというイメージだったが、皆さんとても魅力的な方で楽しかったです。 
・仕事の内容を憶測のみで考えていた部分があったので、今日実際にお話する機会をいただけてよかったです。 
・人事は敵ではなく、採用活動を通して私たちのことを知りたいんだと思った。 
・どうして企業は新卒採用をするのだろう？それも毎年毎年面倒くさくないのかな？と思っていましたが、今日の 
 話を聞いて新卒採用の意義が理解できました。また、人事の方のフィードバックがとてもプラスになりました。 
・社会人の方は、仕事の話をするときは固いと思っていましたが、意外とフランクでした。 
・人事の人も社会人で普通の人なんだと思いました。怖いイメージが消えました。 
・会社の悪い面はあまり教えてくださらないと思っていましたが、良い面も悪い面も教えてくれると思いました。 
・お話ししているだけで、「社会人も同じ人間である」と気づかされました。余計な緊張は無くなりましたが、 
 学生としての「甘え」はもっとなくしていこうと思いました。 
 

③企業ごとに求める人物・合う人が異なることに気付いた。 
・採用といっても、求められるものが会社ごとに違うことが分かりました。 
・会社によって様々な人事の方がいることを知りました。 
・人事や会社によって営業に求める能力の考え方が違うことに意外でした。 
 

④視野が広がった 
・興味のなかった企業・業界の方の話も聞いてみるべきだと思いました。自分の可能性の幅を広げられると思います。 
・学生に対してどんな風に就活をしてほしいか等、人生の先輩としての意見が面白く、興味を持ってなかった企業も見 
 てみたくなった。 
・あまり興味がない業界でも話を聞くことで変わることがあると思いました。 
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Ｑ2-1.本キャンペーンの活動に参加して、社会に出て働くことに対する考え方は 
変わりましたか。（１つを選択して回答） 

■5：とても良いほうに変わった 

■4：良いほうに変わった 

■3：特に変化はない 

■2：悪いほうに変わった 

■1：とても悪いほうに変わった 

■アンケート結果より一部を掲載 

Ｑ2-2.具体的にどのように変わったか、教えてください。（自由記述） 

①社会に出る事に対して前向きに考えられるようになった 
・今日出会った人がとてもすてきな方ばかりで、社会に出てもっと沢山の人と関わってみたいと思うようになりました。 
・「社会で頑張っていけるか」という不安ばかりでしたが、ありのままの自分を見せて、その自分を受け入れてくれる 
 企業でなら頑張れる、楽しんで働きたい！と思うようになりました。 
・自分のライフスタイルを描くのが楽しみになった。自分に可能性が感じられるようになった。 
・「最悪フリーターでもいいか」から「組織に入りたい！」と考えが変わった。 
・働くことに対して、嫌なイメージが大きかったが、明るい希望のようなものが見えた。働きたくなった。 
・しっかり働き、お金を手に入れる、利益を上げるということが会社に貢献するということになるということを改めて 
 実感したし、自分の成長にもなると分かった。 
・働かなくてはいけないので働く、とただ漠然と考えていましたが、楽しいから働くという意識もあることを知りました。 
・以前より働くことに対してわくわくするようになりました。 
・社会人になるのが怖かったけど、社会人も楽しそうだと思った！ 
 

②仕事選びに関して、視野が広がった 
・人のためにならない仕事はないということ。 
・働くこととは、単に社会貢献だけではないということ！！ 
・やりたいことをやるのではなく、やっている仕事を楽しくするものだとわかりました。 
・会社への貢献ばかりを考えていましたが、そこでどう自分を活かすか、どう働くかを考えられるようになりました。 
・「この企業のためなら頑張れる」と思える企業で働きたいと考えるようになりました。 
・会社に自分の性格を合わせるのではなく、自分の性格に合った会社を見つけることが大切であることに気付いた。 
・良い企業とは自分に合った企業であること。 
・「働くとは自分が社会に貢献すること」から、「自分の貢献できる場所探しが就活」だという思いに変わった。 
・自分に合う企業を見つけそこで自分の能力が生かせる仕事をするということ。 
・希望する企業や業界に入ることが全てではない、ということがわかりました。落ちた数を数えてがっかりする、 
 ということがなく就職活動をしていけると思います。 
・軸というものは無理やり形成するのではなく、社会に出て働くことを積んで形成するのだなと感じました。 

 
③働くのは大変だが、それでも働く意味があると感じられた 
・疲れることや大変なこともあるが、それを乗り越えやりがいとすることが大事だと思えるようになりました。 
・厳しいこともたくさんあるけれど、やりがいなどもたくさんあることがわかった。 
・働くことに対する考え方は人によっても違うので自分なりの考えを持つことが大切なのだと思いました。 
・失敗することを怖がっていたらいけないんだなと思いました。 
・「会社に期待しすぎないほうがいい、楽に考えたほうがいい」という言葉が印象的でした。 
・やっぱり大変そうですが、ただ働いているだけではない、意外と楽しいんだ！と感じました。 
・働くということは、自分を成長させてくれるが、責任も大きくなると感じた。 
・あんな大人になりたいという理想像を見つけることができました。 
・不満を抱くことはもちろんあって、それでもその不満をためこまずにプラスにしていくが社会人なのだと思いました。 
・辛いこともあると知りましたが、楽しそうに話している社会人の姿を見て、働く希望が持てました。 
 

④働くことが特別ではない、身近なものに感じられた 
・自分の考えが意外と「かたく」まじめすぎたと思った。もう少しラクに考えていこうと思える話を聞けた。 
・夢を持って仕事をして良いこと。あまり大きく深刻に考える必要がないこと。 
・もっと気楽に就活しても良いのかなとも思った。 
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Ｑ3-1.本キャンペーンの活動に参加して、社会・企業の実態、業界、風土などについて 
理解を深めることができましたか。（１つを選択して回答） 

■5：とても深めることができた 

■4：少し深めることができた 

■3：特に変化はない 

■2：あまり深めることができなかった 

■1：全く深めることができなかった 

■アンケート結果より一部を掲載 

Ｑ3-2.本キャンペーンの活動参加前に知りたいと思っていたこと、 
解決したいと思っていた疑問点はどんなことですか。具体的に教えてください。（自由記述） 

①自分が他者からどのように評価されるのかを知りたい 
・企業側は何を考えてどういう思いで学生をみているか？どこを見るのか？ 
・企業により、採用の判断軸が違うのかどうかと気になりました。 
・人事から見ると、自分がどんな風に見えるのかを知ろうと思って参加しました。 
・社会人の視点から見た、客観的な自分の姿。 
・自分が他人の視点からどのように見えるかを知ることができればと思いました。 
・自分の基礎力はどれくらいか。 
 

②社会人の生の声が聞きたい 
・仕事って結局面白いの？ということです。 
・仕事（特に営業）に対してあまり良いイメージを持っていないので、具体的な仕事内容を聞いてみたい。 
・社会人の方と直接話し、今の学生についてどう思っているのかを知りたいと思っていました。 
・「働く」ということが具体的に想像できるようになりたい。 
・社会人の素の部分。私でも社会の役に立てるのか？ 
・とにかく実際に働いている方のお話を少しでも多く聞いてみたかった。 
・人事の方がどう思って新卒採用を行っているのかを知りたいと思っていました。 
・実際に働いている社会人の生の声。仕事の嫌な部分もお聞きしたいと思っておりました。 
・仕事が大変であると思うときはいつか（その時、どのようにして乗り越えたのか）。 
・経営理念やビジョンが、実際にどのように現場にブレイクダウンしているか。 
 

③働く意義について考えたい 
・お金以外に、何のために働いているのか？ 
・仕事のやりがい・モチベーションとは何か。 
・自分がなぜ社会に出て働くのか、働くとは何か。 
・現在、業界がしぼれていないまま就活を行っている状態です。それは、自分の中で働くことがイメージできていない 
 からだと思います。その点を明確にしたいと思い、参加しました。 
・具体的に日々働くということがどのようなことなのか、自分がこれから何ができるのか。 
 

④就職活動のやり方について知りたい 
・人事の人達も大学時代に業種をしぼっていたかどうか。 
・正直面接の経験がないので、どんなふうに面接が進むのかということと、自分を表現するコツが知りたい。 
・自然体で選考に臨むことが、どういうことか実感したかった。 
・面接するときになると不安な表情になるので、緊張したときでも、相手の方に上手く伝えられるようになるため。 
・内定が出る学生とは具体的にどのような学生なのか？自己分析に終わりはあるのかどうか？ 
・ESを書くときの注意点。 
・自己分析の方法。自分で分析をすると、考え方がネガティブになって進まなかったため。 
・選考方法について、どんな考えで実施されるのか知りたかったです。 
・今、就活の軸を考えているところですが、考えが行ったり来たりするので、何か糸口が見つかればと思いました。 
・自己分析が不十分なので、軸を明確にしたい。 
 

⑤その他 
・自分に合った業界、業種を知りたいと思いました。 
・今まで知らなかった企業に出会いたい。 
・さまざまな価値観を知ることで、自分という人間をもっと理解していきたい。 
・他の就活生の就活状況。 
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■アンケート結果より一部を掲載 

Ｑ3-3. 本キャンペーンの活動への参加を通しての気づき、解決できた疑問が 
ありましたら、具体的に教えてください。（自由記述） 

①人事の考えが分かった 
・自分の長所、短所を人事の方がどう見ているのがわかり良かった。 
・面接官の方は落とそうとして見ているのではなくいい所を見てくれているんだと発見しました。 
・就職活動や働くこと、人事の方々の考え方について理解を深めることができました。 
・人事のイメージが変わった。質問をする際の質問内容を考えるべきだと感じた 
・自分の面接の仕方が人事にどう見えるのか、課題は何かということ。 
・ 「自分がどう見られるか」がわかってよかったです。また、できるビジネスマンがどういう人なのか、というお話もとても参考にな
りました。 
 

②社会人の生の声を聞くことができた 
・仕事のモチベーションの出所が自分の思いもよらない所にありました。 
・社会人の方は怖くないこと。 
・仕事はやはり大変そうだけども、社会とのつながりを実感できることろでもあるので、前向きに考えたいと思った。 
・営業で大事なことは人の話を聞くことであり、提案以上に大切ということが印象的でした。 
・ 「仕事って面白いよ」ってただ言うのではなくて、ツラいことも理解した上で面白い、楽しいと話して下さったこと。 
・営業という職種は企業によって扱う商品や形態もあり、一概に定義づけることはできないけれど、とても自分が成長できるものだと
わかりました。 
・社会に出るということの良さと同時に大変さも知ることができました。 
・仕事・会社を好きでいられることがどんな能力よりも大切なのではないかと思いました。 
・良い会社、元気な会社は人事の人が笑顔で楽しみながらお仕事しているということ。 
・実力主義ってガツガツしてないのかもしれない。 
・仕事に対するネガティブなイメージや、不明な部分が取り除かれた。 
・仕事をする楽しさやつらさ、また就職活動を進めていく上での意識が深まりました。 
・社会人の方の考え方から自分の価値を改めて考える機会になりました。 
・仕事のやりがいや苦労した実体験を聞けて、イメージが深まった。 
・就職活動の本質を改めて考えられたので良かったです。内定をとることが目的ではない、将来仕事が自分の人生のプラスになってい
るように、今たくさんの会社と出会うことが大切なんだと思いました。 
・貢献の意味を考えました。お客様のためという企業は結果としてその結論に至っているのではないかということ。 
・どんな人が社会で活躍しているのか知ることができて、目標ができました。 
・社会人の方々の言う事は聞いた方がいいというアドバイスを先輩から受けていましたが、鵜のみではなく、噛み砕くことが大切だと
思いました。 
 

③就職活動の姿勢について気づきを得られた 
・自分を表現しようと見がまえるとうまくいかないと思いました。 
・企業の方も完璧な人間ではないんだなと感じました。自分も自分らしく就活に臨もうと思いました。 
・ 「面接官を好きになること」これは頭で分かっていてもうまくいかないところだなと感じました。社会人と沢山話して場に慣れるこ
と、会話のように面接に臨むこと、2点を意識したいと思います。 
・学生の中に、凄い人材がいることに恐怖心を持っていましたが、私と変わらない同じ学生なのだと感じ、良い意味で安心しました。 
・面接においての心構えとして様々なことを聞くことができた。新卒の学生に求められているものが何かを考えることができた。 
・面接というものへの意識が少し変わったと思います。あと、クランボルツ博士の話が印象に残りました。 
・“伝える”と“伝わる”の深さと、自分自身という人間をもっと知りたい、伝えたいと思いました。 
・とにかく社会は怖くないということ。そしてうそはつかないこと。これを肝に銘じて就活を続けていきたいです。 
・面接でそのままの自分を出せば良いんだ、と「そのままの自分」を変えちゃいけないんだ！と思いました。 
・面接でウソをつかない事。自分にウソをつかない事。それは良い将来へのプロセスだという事。 
・学校の就職課で言われることも、今日言われたことも同じでした。私は私！だからしっかりぶつけておいで！ということは大切なの
だということです。 
 

④多様な自分と異なる価値観に触れられた 
・自分を見直す良いきっかけになりました。やはり経験の重要性を多いに感じました。 
・様々な人々の様々な考え方を知ることができました。 
・企業というより社会人の考え方もいろいろあると改めて思いました。 
・業界それぞれの存在意義、自分、商品の存在価値について。 
・仕事と言っても会社によってスタイルが全く違う。自分が楽しまないと人を楽しませることができない。 
・人それぞれ働くことに持つ価値観が違って楽しかった。 
・「働く」ということに答えはないということ！！  
・人によって「働く」という価値感が違うということ！！ 
・自信を持ってこれから行動していこうと思いました。たくさんの人から話を聞いて吸収していくことの大切さが分かりました。 
 

以上 

【本資料に関するお問合せはこちら】 
 株式会社パフ 職サークル事業統括責任者 土田歩 

  電話：03-3662-8011（代表） or  070-5560-9626（土田携帯）   メールアドレス： a-tsuchida@puff.co.jp 
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