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No 性別 卒業学科
回答時
年齢

質問：学校卒業時の就職活動に関して、もっと学校にしてほ
しかったことは何ですか。 
（当該質問について、「特にない」「忘れた」「思い出せない」、無記載、意味が
判然としない回答等以外を一覧で記載しており、原文から修正しておらず誤
字脱字等がある）

1 女性 商業科 38

1人1社しか応募できず、成績の良い順から学校宛に来た求人先に応募できるシステムだっ
た。就職指導教諭のお気に入りの生徒のみ全体には表示していない企業への求人へ応募が
できた。

2 女性 商業科 37
1人1社ずつしか受けられない、その1社も受けられる人数も限られてて成績の良い人が受け
に行けるという凄く選択制のない就活だった。せめて受けさせて欲しいと思っていた。

3 女性 商業科 39 1人1人にもっと関わってほしかった

4 女性 普通科 32 1体1で、面接指導してほしかった

5 男性 商業科 28 1年目から5年目までの具体的な業務の変化

6 男性 工業科 34 OBOGを交えた座談会等の機会を設けるなど、意見交換を行う場を増やしてほしい。

7 男性 農業科 37 OBの意見

8 男性 工業科 31 OBの人に会社生活の話をしてほしい

9 男性 工業科 28 OBを招くなど、体験談を聞かせてほしかった。

10 男性 工業科 30 ob会

11 男性 その他 39 og訪問とかしてみたかった

12 女性 その他 37 あちこち面接行かせてほしかった、

13 男性 普通科 36 アドバイス

14 男性 普通科 33 アドバイス

15 男性 普通科 27 アドバイスがたくさん欲しかった

16 男性 普通科 23 アドバイスが欲しかった

17 女性 商業科 34 アドバイスをもっとほしかった。教職員方は一般企業をあまり知らないのかもしれないが。

18 女性 工業科 25 アパレル関係を増やして欲しかった

19 女性 普通科 36 アフターフォローまでしっかりと行ってほしい

20 女性 普通科 37 あまりにも昔過ぎて覚えてない

21 男性 普通科 31 あまり覚えていない

22 男性 普通科 32 あまり期待してなかった

23 男性 普通科 36 あまり親身でなかったのでもっと親身になって欲しかった

24 男性 普通科 31 あまり動かなかった

25 男性 普通科 34 あまり募集の内容が正確ではなかった。

26 女性 普通科 32 いい所を教えてもらいたかった

27 女性 商業科 26 いろいろな会社と比較したかった。

28 男性 工業科 35 いろいろな会社の情報がほしい。求人表だけでは分からない

29 男性 商業科 38 いろいろな会社の職場見学や就職している卒業生の話をもっと聞きたかった

30 女性 その他 38
いろいろな会社を紹介して欲しかった。就職氷河期であった為、行きない所には推薦してもら
えなかった。

31 女性 商業科 22 いろいろな求人を紹介してほしかった

32 男性 商業科 36 いろいろな資格を取れる環境を作って欲しい。

33 男性 商業科 35 いろいろな職業県学や体験してみたかった

34 女性 その他 37 いろいろな職種を知りたかった

35 男性 工業科 22 いろいろ応募したかったけど一社しかできなかった

36 男性 普通科 31 いろいろ面倒見てくれたので特にない

37 女性 総合学科 25 いろんなところの会社を見学したかった。

38 女性 普通科 32 いろんな会社の情報

39 男性 工業科 31 いろんな会社を見てみたかった。

40 女性 商業科 24 いろんな会社を候補にあげてほしかった

41 女性 普通科 26 いろんな会社を紹介してほしい

42 男性 工業科 35 いろんな業種があったほうがよかった

43 女性 商業科 23 いろんな業種の人の話を聞かせて欲しい

44 女性 商業科 20 いろんな業種の人の話を聞きたかった

45 女性 その他 38 いろんな仕事があることをもっと知りたかった

46 女性 普通科 33 いろんな仕事を紹介してほしい

47 男性 普通科 30 いろんな就職先を紹介してほしかった

48 女性 普通科 31 いろんな就職先候補を用意して欲しい

49 男性 工業科 28 いろんな職種のしょうかい

50 女性 普通科 22 いろんな人に相談してほしい
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51 男性 農業科 23 いろんな選択肢を用意して欲しい

52 男性 普通科 25 インターシップ

53 男性 普通科 25 インターシップ

54 女性 その他 21 インターシップの範囲を増やして欲しい

55 男性 普通科 27 インターをもっとしてほしかった

56 男性 その他 34 インターン

57 男性 普通科 21 インターンシップ

58 男性 工業科 37 インターンシップ

59 男性 工業科 35 インターンシップ

60 男性 工業科 32 インターンシップ

61 男性 工業科 35 インターンシップ

62 男性 工業科 29 インターンシップ

63 男性 工業科 30 インターンシップ

64 女性 普通科 26 インターンシップ

65 男性 農業科 34 インターンシップ

66 男性 商業科 30 いんたーんしっぷ

67 女性 普通科 33 インターンシップ

68 男性 工業科 35 インターンシップ

69 女性 商業科 39 インターンシップ

70 男性 工業科 37 インターンシップ

71 女性 その他 34 インターンシップがしたかった。

72 女性 普通科 27 インターンシップがもっとあればよかった

73 女性 総合学科 20 インターンシップに行きたい

74 男性 その他 39 インターンシップに行きたかった

75 男性 普通科 37 インターンシップの回数をもっと増やしてほしかった

76 男性 工業科 31 インターンシップの回数をもっと増やして欲しかった

77 男性 工業科 33 インターンシップの充実

78 男性 工業科 29 インターンシップの紹介

79 男性 総合学科 26 インターンシップの紹介がほしい

80 女性 その他 33 インターンシップの体験をもっとさせてほしかった

81 男性 工業科 31 インターンシップもっとしてほしい

82 男性 その他 22
インターンシップや職場見学以外にも定期セミナーみたいなものを開催したら、もっとよくなる
と思う

83 女性 普通科 37 インターンシップをたくさん紹介してほしかった

84 女性 商業科 22 インターンシップをふやす

85 女性 商業科 26 インターンシップをもっと増やして欲しい

86 女性 その他 38 インターンシップを増やしてほしい

87 男性 工業科 32 インターンシップを多くしたかった

88 女性 総合学科 24 インターンシップ制度が欲しい

89 女性 普通科 29 インターンシップ先がもっとあればいいのにとは思った

90 女性 普通科 23 インターンシップ欲しかった

91 男性 工業科 36 オススメする企業をもっと教えて欲しかった。

92 女性 その他 24 オススメの職場を複数紹介して欲しかった

93 女性 普通科 34 おぼえていない

94 男性 普通科 38 おぼえてません

95 男性 工業科 25 お金の勉強

96 男性 普通科 30 カウンセリングによる精神的なサポート。

97 女性 普通科 29 キャンセルしてほしかった

98 女性 普通科 21 きゅうじんのないようがじっさいちがうものだった、  ぼーなすありなのに、すんししかなし

99 男性 普通科 37 コネを紹介してほしかった

100 男性 商業科 33
これと言って満足していますが、先生が面接の日にちを勘違いしていたようであまり面接の練
習ができずに本番だった為もっと指導して欲しかった

101 男性 農業科 27 サポート

102 男性 その他 23 サポートして欲しかった

103 男性 商業科 27 してほしかった事に満足している

104 男性 普通科 36 して欲しい事は無かった

105 女性 普通科 23 すでに就職している卒業OBのリアルな声を知りたかった。

106 男性 普通科 36
そこまで就職活動に関して話した方ではないが、今思うともっと相談、指導をして欲しかったか
なという気持ちはあります。
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107 女性 普通科 33 そっとしといて欲しい

108 男性 農業科 33 その会社で働いてる人からの説明

109 男性 工業科 32 その会社に行った先輩の話を聞きたい

110 男性 総合学科 30 その会社に就職した先輩の話等。

111 男性 工業科 22
その会社に就職した卒業生の感想やアドバイスが欲しかった。  仕事がキツかったとか給料
が安いとかそういうので就職先を変えるかもしれない

112 女性 商業科 26 その会社のことについて教えて欲しかった

113 男性 普通科 33
その会社のデメリットや、風評を教えてほしかった。まだネット環境が充分ではなかったので、
自分では調べれなかった。

114 女性 普通科 37
その頃には思い浮かばないような珍しい仕事内容があることや、そこまでの経路を教えてほし
かった。

115 男性 普通科 34 その職場についての情報を多く聞きたい

116 男性 普通科 29 その入社する企業の経済面や人当たりを色々知りたかった

117 女性 普通科 39 そもそも求人数が極端に少なかったため、学校、教師も出来ることがなかったように思う

118 男性 工業科 36 そもそも卒業時に就職活動していない

119 男性 普通科 36 そんな昔のことは覚えていない

120 女性 商業科 36 たくさんのサポートがあったので満足している

121 男性 商業科 31 たくさんの会社のインターンシップを紹介してほしい

122 女性 普通科 23 たくさんの会社の紹介をしてほしい

123 女性 商業科 25 たくさんの会社の詳しい情報が欲しい

124 男性 普通科 38 たくさんの会社の職場見学

125 男性 普通科 39 たくさんの会社の職場見学

126 女性 総合学科 23 たくさんの会社の職場見学  卒業生の話をきかせてもらう

127 女性 商業科 31 たくさんの会社の職場見学やインターンシップを紹介してほしい

128 男性 普通科 33 たくさんの会社の職場見学やインターンシップを紹介して欲しい

129 女性 工業科 33 たくさんの会社の職場見学をさせてほしかった

130 男性 普通科 26 たくさんの会社の職場見学をさせて欲しい

131 男性 普通科 30 たくさんの会社の職場見学を紹介してほしかった

132 男性 普通科 27 たくさんの会社を紹介してほしい

133 女性 商業科 30 たくさんの会社を紹介してほしい

134 男性 普通科 38 たくさんの会社を紹介して欲しかった

135 女性 総合学科 21 たくさんの会社を紹介して欲しかった

136 男性 普通科 35 たくさんの会社を体験したかった

137 男性 商業科 36 たくさんの会社見学をして欲しい

138 女性 普通科 26 たくさんの会社情報が欲しかった

139 男性 普通科 30 たくさんの企業をもっと見たかった

140 女性 普通科 39 たくさんの求人募集を見たかった

141 女性 普通科 27 たくさんの業種の会社を紹介してほしかった。

142 女性 普通科 23 たくさんの仕事先をみしてほしかつた

143 男性 農業科 28 たくさんの仕事先を知りたかった

144 男性 普通科 26 たくさんの視野を持たせる

145 女性 普通科 35 たくさんの就業先情報の開示をしてほしかった

146 男性 工業科 25 たくさんの職場を紹介してほしかった。

147 女性 商業科 23 たくさんの職場見学  実際に働いてる人に仕事内容や給料を教えて欲しかった

148 女性 普通科 35 たくさんの選択肢を提示して欲しかった

149 女性 商業科 37 たくさんよくして頂きました。

150 女性 普通科 29 たくさん会社の情報や見学を紹介してほしい

151 男性 普通科 31 たくさん会社の職場見学

152 女性 その他 30 たくさん求人がほしい

153 男性 工業科 35 たくさん紹介して欲しい

154 男性 工業科 22 たくさん職場見学をしてほしい

155 女性 普通科 23 チャンスを増やして欲しい

156 女性 総合学科 24 ちゃんといい就職先を紹介して欲しかった

157 男性 農業科 24 ちゃんと就職の意見きいてほしかった

158 女性 商業科 38 ちゃんと説明して欲しかった

159 男性 工業科 35 ちゃんと相談したかった

160 女性 普通科 22 どういう環境とか  言葉遣いを  教えてほしい

161 男性 その他 33 どういう仕事があるか、教えてほしい。

162 男性 工業科 32 どういう仕事なのかちゃんと知りたかった
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163 女性 商業科 23 どうでもいい資格ばかり取らされていたので、共通の資格の勉強をさせて欲しかった。

164 女性 商業科 27 とにかく、ちゃんと相談に乗ってほしかった

165 男性 普通科 28 どの会社が良いなどこの会社はこういう会社とかが分かればよかった

166 男性 普通科 34
どの会社も実際職に就くまで知ることのできない情報が多すぎるのに、志望動機などをこじつ
ける練習が苦痛だった。  企業側も教育側もこれを重要視するのを辞めて欲しい。

167 女性 工業科 25 とりあえず、放っておいてほしかった

168 男性 普通科 37 どんな些細な事でも後押しが欲しかった

169 女性 商業科 35 どんな事を目的とし、どんな人がほしいのか

170 女性 その他 31 どんな就職先なのか、もう少し情報がほしかった

171 男性 工業科 36 どんな職種か知りたかった

172 女性 普通科 30 どんな生活を送りたいか想像させて休みの日や時間の選び方を教えてほしかった。

173 女性 工業科 25 どんな面接内容だったか知りたい

174 男性 総合学科 34 パソコン勉強

175 女性 その他 29 はなしをきいてほしい

176 男性 総合学科 39 バブルがはじけて、就職氷河期時代だったため求人が少なくどうにも出来なかった

177 女性 商業科 28 ハローワークだけから探すのではなく、他のところからも就職先を探してほしい。

178 男性 普通科 24 ハローワークの人は会社についての情報をもっと伝えるべき。

179 女性 普通科 22
ハローワークの方との連絡は自分からしていたので、学校自体がハローワークと繋げてくれて
たら楽だっだ

180 女性 普通科 31 パワハラなどの情報をしっかりつたえてほしかった

181 男性 普通科 20
プライベートの充実出来る職場ではなかった。  実際にその職場で働いている人の声が知りた
かった。  その職場を離れていった人の声も聞いてみたかった。

182 男性 普通科 30 ブラックなのか動なのか教えてほしい

183 女性 普通科 28 ブラック企業かそうでないかをきちんと調べて提示してほしい

184 男性 工業科 29 ブラック企業かの調査

185 男性 工業科 26 ブラック企業について

186 女性 普通科 33
ベクトルなど社会で一切つかわない事ではなく、  コミュニケーションの能力や電話マナーや  
社会に出て役立つこと

187 男性 普通科 36 ほとんど自分の意見で決めて自分のやりたいようにしたので特になし

188 男性 普通科 19 メリット、デメリットの生の声をききたい

189 男性 工業科 32 もうちょっと企業の情報が欲しかった。

190 男性 その他 34 もう少しいろんな会社見たかったら

191 男性 普通科 39 もう少し求人を紹介してもらいたかった

192 女性 商業科 26 もう少し種類が欲しかった

193 男性 普通科 34 もう少し就職先の情報を教えてもらいたかった。

194 女性 普通科 38 もう少し詳しい話しを知りたかったです。

195 女性 その他 39 もう少し進学について話しをしてほしかった

196 女性 商業科 30 もう少し分かりやすい求人案内があれば良かった

197 男性 普通科 32 もっと  自分に合う仕事を  具体的に提示するべき。

198 男性 普通科 38 もっと、自分自身の意見を聞いて貰いたい。

199 男性 その他 33 もっとアドバイスをしてもらいたかった

200 女性 その他 24 もっといい会社を紹介してほしい

201 女性 普通科 38 もっといろいろ受けさせて欲しかった。

202 女性 普通科 34 もっといろんな会社名の求人を勧めてほしかった

203 女性 総合学科 22
もっといろんな企業へインターンシップに行ける時間を確保してほしかった。  先生の数も足り
なくて1社しか行けなかったため。

204 女性 その他 24 もっといろんな経験をしたかった

205 男性 その他 26 もっとしっかり話をきいてほしかった

206 女性 その他 23 もっとたくさんの会社を紹介してほしかった。

207 女性 商業科 29 もっとたくさんの職種を提案してほしい

208 女性 その他 39 もっとたくさんの職場を提案して欲しかった

209 女性 普通科 26 もっとたくさんの選択肢がほしかった。

210 女性 商業科 33 もっとたくさん求人情報があれば良かった

211 男性 総合学科 37 もっとちゃんと企業を紹介して欲しかった

212 女性 その他 28 もっとひとりひとりに時間かけて見てほしかたった

213 女性 商業科 28 もっとわかりやすい見本がほしかった

214 女性 普通科 22 もっと一人一人に時間を割いてそうだんにのってほしかった

215 男性 普通科 36
もっと会社との連絡を密にして橋渡しをしてほしかった、全部自分で資料から会社のことまで
調べないといけなかったので大変だった。

216 女性 普通科 22 もっと会社についてや就職してからのことを聞きたかった
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217 男性 工業科 29 もっと会社のよくないところを教えてほしかった

218 女性 商業科 33 もっと会社の詳しい情報を教えて欲しい

219 男性 工業科 20 もっと会社の情報が欲しい

220 女性 普通科 36 もっと会社の情報を数多く知りたかった。

221 女性 商業科 21 もっと会社の中身が知りたかった。良い面だけじゃなく、悪い面も

222 男性 普通科 25 もっと企業に接する企画をしてほしかった

223 男性 普通科 24 もっと企業の情報がほしかった

224 女性 商業科 36 もっと企業の情報が欲しい

225 女性 普通科 34 もっと企業の内情を表向きな事だけでなく、詳しく知りたかった。

226 男性 工業科 36 もっと気軽に相談できるような環境を整えてほしかった

227 女性 普通科 38 もっと求人があれば良かった

228 男性 普通科 34 もっと求人情報をらほしかった

229 女性 商業科 32 もっと求人票を見せてほしかった

230 女性 商業科 32 もっと求人票を探しやすくしてほしかった。

231 女性 商業科 37 もっと見やすい場所に情報を提示してほしい

232 女性 商業科 23 もっと見学できる会社の数を増やしてほしい。

233 男性 普通科 30 もっと現実を教えてほしかった

234 男性 その他 34 もっと考えらばよかった

235 男性 工業科 24 もっと考えれば良かった

236 女性 普通科 25 もっと高卒社会人の卒業生の話を聞かせてもらいたかった

237 男性 普通科 38 もっと時間を取って資料や面談をやってもらいたかった

238 女性 工業科 35 もっと自分にあった会社を探す手伝いやアドバイスが欲しかった。

239 女性 普通科 33 もっと自分の可能性を引き出してほしい。

240 女性 その他 21 もっと自由にさせて欲しかったです。インターンシップや調べたりすることを。

241 男性 商業科 28 もっと社会人経験者の実体験を聞きたかった

242 男性 普通科 38 もっと就職する仕事に関する情報が欲しかった

243 女性 商業科 32 もっと就職先を

244 女性 普通科 33 もっと就職先を紹介して欲しかった。

245 女性 総合学科 26 もっと詳しいじょうほうが欲しかった

246 女性 普通科 28 もっと詳しく

247 女性 その他 35 もっと詳しく現実的な話を知りたい。良いことばかりで入ると話が違う事が多い

248 女性 総合学科 35 もっと詳しく仕事の内容の相談を聞いて欲しい

249 男性 総合学科 33 もっと情報がほしかった

250 女性 商業科 37 もっと情報がほしかったです。

251 男性 工業科 35 もっと情報が欲しかった

252 女性 普通科 36
もっと情報を一人一人の生徒に対して発信して欲しかった。生徒は構えているだけ、何をした
らいいのかわからないのだから、ちゃんと指導して欲しかったです。

253 女性 その他 28 もっと職業ごとの特徴などを教えて欲しかった

254 男性 工業科 30 もっと職場の具体的な情報を教えてほしい

255 女性 普通科 23 もっと職場の情報を提供して欲しかった

256 女性 普通科 27 もっと職場見学したかった

257 男性 普通科 26 もっと職場見学の機会を作って欲しい

258 男性 工業科 30 もっと職場体験をしたかった

259 女性 農業科 20 もっと色んな企業とか見せてほしかったです。

260 男性 工業科 25 もっと色んな職種について知りたかった

261 女性 商業科 28 もっと色々な会社を受けられるようにしてほしい

262 男性 農業科 31
もっと色々な職種があることを強く教えて欲しかった(憧れが強かった当時の自分が聞く耳を
持ったかはともかく)

263 男性 工業科 32 もっと色々な人に話を聞けば良かったなと思う

264 女性 普通科 39 もっと色々教えて欲しかった

265 男性 商業科 38 もっと色々紹介してほしかった

266 女性 普通科 38 もっと深く詳しく教えてほしかった。

267 男性 普通科 29 もっと親身にサポートして欲しかった

268 男性 普通科 34 もっと親身になってほしかった。

269 男性 工業科 28 もっと親身になって相談に乗ってほしかった

270 女性 普通科 28 もっと親身になって話を聞いてもらいたかった

271 女性 その他 33 もっと親身に話を聞いてほしかった。

272 男性 工業科 26 もっと世の中の情勢や仕組みを教えて欲しかった

273 女性 工業科 23 もっと成績だけでなく内申を見て欲しい
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274 女性 商業科 25 もっと選択肢がほしかった

275 男性 普通科 39 もっと選択肢が広がる情報があれば良かったかも

276 女性 普通科 27 もっと早い段階から職場見学をしたかった

277 女性 商業科 26 もっと相談しやすい環境が欲しかった

278 女性 普通科 27 もっと相談する時間がほしい

279 女性 普通科 33 もっと相談にのってほしかった

280 男性 工業科 37 もっと相談に乗ってほしい

281 女性 その他 24 もっと相談に乗ってもらう

282 男性 商業科 34 もっと卒業生の話しを聞かせてもらう

283 男性 工業科 31 もっと卒業生の話を聞いてもらう

284 男性 農業科 31 もっと卒業生の話を聞かせてほしい

285 女性 普通科 29 もっと卒業生の話を聞かせてもらう

286 男性 普通科 37 もっと卒業生の話を聞かせてもらう

287 男性 普通科 39 もっと卒業生の話を聞かせてもらう

288 女性 普通科 27 もっと卒業生の話を聞きたかった

289 女性 商業科 35 もっと卒業生の話を聞きたかった

290 女性 総合学科 26 もっと卒業生の話を聞く

291 男性 普通科 22 もっと待遇の良い会社を紹介してほしかったです。  自分が言えるのはこんなとこぐらいかと。

292 男性 普通科 33 もっと大手の会社の求人がほしかった！

293 女性 普通科 38 もっと働いてからのことを教えてほしい

294 女性 普通科 34 もっと熱心になってほしかった

295 男性 普通科 35 もっと背中を押して欲しかった

296 男性 総合学科 26 もっと幅広い職種の人から話を聞きたかった

297 女性 総合学科 27 もっと幅広く沢山の企業の見学などが欲しかった

298 男性 商業科 30
もっと本当の社会の実情を教えてほしかった  学生のときにイメージしていた働き方と実際に
入社してからの働き方が違いすぎた

299 女性 商業科 36 もっと面談をしてほしかった

300 男性 普通科 36 もっと話をしてほしかった。

301 女性 総合学科 27 もっと話を真剣に聞いてもらいたかった

302 男性 工業科 35 もっと話を聞いてもらう

303 男性 総合学科 30 もっと話を聞きたかった

304 男性 普通科 24 やさしさ

305 男性 その他 36 やはり推薦

306 男性 商業科 35 やりがい

307 男性 商業科 27 よくしてくれました。

308 男性 工業科 28 よくしてもらった

309 男性 農業科 30 リーマンショック直後で考える余裕が無かった。

310 女性 その他 28 リスクなども含めて、キャリアの指導をもう少し受けたかった。

311 男性 普通科 38 リラックスの仕方

312 女性 普通科 29 わかりやすい説明でそんなに困らなかった

313 女性 その他 25 悪い点も話して欲しい

314 男性 その他 38 斡旋

315 女性 総合学科 38 安心出来る職場の紹介

316 男性 普通科 38 一つの企業に一人しか受けられなかった

317 女性 その他 33 一人で生活していくための知恵をもっと知りたかった。

318 女性 普通科 32 一人一人にもっと時間をとって欲しい

319 女性 普通科 33 一人一人の面談の時間をもっと作ってほしかった

320 女性 総合学科 22 一度に応募できる企業の数を増やして欲しい

321 女性 商業科 27 一度に何箇所か受験したかった

322 男性 普通科 35 一年先輩に色々聞いてみたい。

323 女性 農業科 35 一般常識やマナー指導など

324 男性 普通科 39 一般的情報以上に細かい情報が欲しい

325 男性 普通科 37 英語の勉強

326 女性 普通科 24 遠方の就職先も教えて欲しかって

327 男性 農業科 34 応募する会社で働いている人の話を聞きたかった。

328 女性 商業科 21 応募できるのが1社までなのがもし落ちたらという不安

329 男性 工業科 34 応募できる求人を増やしてほしい

330 男性 普通科 36 応募先発信の情報ではなくて、従業員の口コミなどの内情も情報としてあれば良かった。
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331 男性 その他 35 何も期待してない

332 女性 商業科 25 何件か受けさせて欲しかった

333 男性 工業科 35 何社かインターンシップに参加したい

334 男性 工業科 31 何社も受けさせて欲しかった

335 女性 普通科 39 何十年も前なので覚えてない

336 男性 その他 38 価値観が偏るので学校は進路について口出ししないで欲しかった。

337 男性 その他 39 家庭環境の影響での就職なので、学校には何も求めたくない

338 男性 農業科 35 課外授業

339 男性 普通科 31 過去の卒業生の話を聴きたかった

340 男性 工業科 31

会社での仕事内容はもっと詳しく聞きたかった。  様々な商品を作っているメーカーだったので
それぞれの仕事内容を知りたかった。    実際やりたい仕事は製造は海外を拠点にやってい
たのでやりたい分野での仕事は出来なかった。

341 男性 工業科 25 会社とよく連絡をとってほしい

342 女性 工業科 30
会社に入った後、部活動のチアガールに入らないといけないと知ったのでもっと早く知りた
かった

343 男性 その他 39 会社のダメな所を先に伝えて欲しい。離職率など

344 女性 農業科 32 会社のデメリットも知りたかった。

345 女性 商業科 23 会社のマイナスイメージを教えて欲しかった

346 男性 商業科 36 会社の規模順で進薦めてほしかった

347 男性 総合学科 36 会社の業績

348 男性 工業科 38 会社の経営情報を提供してほしい

349 女性 商業科 21 会社の仕事内容を詳しく教えてほしい

350 男性 その他 37 会社の実情

351 男性 普通科 36 会社の社会的評価

352 男性 普通科 38 会社の種類が少ない

353 男性 その他 33 会社の詳しい情報がほしかった。

354 男性 工業科 32 会社の詳しい内容

355 男性 その他 35 会社の詳しい内容を教えてほしい

356 男性 普通科 39 会社の詳細などをもっと聞きたかった

357 男性 普通科 29 会社の情報いろいろあってほしい

358 女性 商業科 24 会社の情報がもう少しほしい

359 女性 商業科 31 会社の情報がもっと欲しかった。

360 女性 農業科 26 会社の情報をもっと教えて欲しかった

361 女性 その他 38 会社の情報をもっと収集してほしかった。

362 女性 商業科 31 会社の情報をもっと欲しかった

363 女性 総合学科 25 会社の職場見学  インターンシップ  など沢山してほしかった。

364 女性 普通科 38 会社の職場見学  インターンシップ  昔はSNSが無かったから、もっと色々情報が欲しかった

365 男性 普通科 23 会社の人との話をしてみたかった

366 女性 工業科 28 会社の人を呼んでリアルな話を聞きたかった

367 男性 商業科 39 会社の説明

368 男性 商業科 31 会社の説明

369 男性 商業科 33 会社の説明会をしてほしかった

370 女性 その他 21 会社の説明会を開いてほしかった。

371 女性 商業科 21 会社の先輩の話をもっと聞きたい

372 女性 商業科 22 会社の中身を知ってからおすすめしてほしい。ハローワークもそう。

373 女性 普通科 37 会社の特色を詳しく教えてほしい

374 男性 工業科 21 会社の内部など数回に分けて見る

375 女性 農業科 26 会社の内容の濃さ

376 女性 商業科 26 会社の評判、その会社に入った卒業生のその後(先輩たちはパワハラで辞めていたので)

377 女性 商業科 26 会社の方の声を聞きたい

378 男性 工業科 37 会社の本当の実態

379 男性 工業科 38 会社の面接練習、指摘、対策法

380 女性 商業科 24 会社の労働環境をしっかり伝えてほしい

381 女性 商業科 27 会社の話をたくさん聞きたい

382 女性 商業科 25 会社への選択肢がもっと欲しかった

383 男性 工業科 32 会社研修などの紹介活動

384 男性 普通科 23 会社見学

385 男性 商業科 34 会社見学
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386 女性 商業科 37 会社見学。相談窓口。

387 女性 商業科 38 会社見学がしたかった

388 男性 工業科 28 会社見学にもっと行きたかった

389 女性 普通科 33 会社見学の機会が増えればいい

390 男性 その他 37 会社見学やインターンシップを沢山させてもらいたかった。

391 男性 総合学科 23 会社見学をしたかった

392 男性 商業科 29 会社情報の発信

393 女性 商業科 37 会社情報は欲しかった

394 男性 普通科 30 会社情報をもっと詳しく教えて欲しかった。

395 男性 商業科 23 会社分析

396 男性 工業科 26
概ね満足しているが、その会社が年功序列の強さや自分の能力の活かしてくれるかを教えて
貰えれば尚良かった。

397 男性 商業科 29 各企業の詳細な情報が欲しかった

398 男性 普通科 20
学校からのサポートは少ないと感じる。  企業からの情報はよく見せるような偽善情報だと
思った。

399 女性 その他 38 学校から就職活動はしていない

400 女性 総合学科 20 学校での求人会社の数が少なかったので、多社からあればありがたかったです。

401 女性 普通科 22
学校で集めた求人票を中心に決めなければいけない雰囲気、  時間が決められていて思うよ
うに  就職活動出来なかった。

402 男性 工業科 34 学校にきて説明会をしてほしかった

403 男性 普通科 24 学校には何も期待していない

404 女性 普通科 37 学校には期待していない

405 男性 商業科 34 学校には期待していなかった

406 男性 総合学科 27 学校に期待していない

407 女性 普通科 31
学校に求人が来ていない企業を選び自分で就職活動したので不安がられた。  結果として学
校には頼れなかった。

408 女性 普通科 29
学校に来た求人票からしか仕事探しが出来なかったので、もう少し就職先の選択肢が欲し
かった。(ハローワークなど個人で仕事探しをするのは禁止されていた)

409 男性 工業科 23 学校のOBの人でその企業に就職した人の話を聞きたかった

410 男性 普通科 24 学校の求人だけでなく個人でも調べればよかった

411 男性 商業科 38 学校の教員以外の人の話を聞きたかった

412 女性 普通科 30 学校の人にもう少し相談出来る環境がほしかった

413 女性 工業科 38 学校の先生は良くしてくれました

414 女性 普通科 25
学校の卒業生が就職している企業なら就職後どんな仕事をしているか、求人票とあっている
のかを知りたかった

415 女性 商業科 36
学校の体面を保つために信用金庫に就職してほしかったらしく、専門学校に行きたいという意
見を聞いてもらえず、就職を強要された

416 男性 その他 39
学校はきちんとサポートしてくれたが、なにぶん2000年卒の高卒なので、同級生の就職状況
は惨憺たるものだった。

417 男性 普通科 22
学校は進学のみを進め、就職は人生をバカにしてるのだ、だから進学しなさいという風に何度
も説得された。  もっと、生徒に寄り添ってもいいのにと思う。

418 女性 普通科 34 学校は無関心だった

419 男性 工業科 36 学校自体が各企業の内容を把握しておいてほしい

420 女性 普通科 38 学校推薦が１名しか受験できなかったこと

421 女性 その他 25
学校全体で進学以外の生徒は とりあえず適当なところに就職させようとするのをして欲しくな
かった。

422 男性 工業科 36 学校側がもっと真剣に親身になって就職活動の援護をしてほしかった。

423 男性 普通科 27 学校側にはそういったものは求めていない

424 男性 総合学科 28 学校卒業生による職場報告会

425 男性 工業科 35
学生はまだわからないことだらけなので、面接のリハーサルや指導などで経験を踏ませるの
は必要だと思う

426 男性 工業科 39 学生時代に職場体験とかしてみたかった。

427 男性 工業科 28 学力だけを考えずもっと求人情報がほしかった。

428 男性 工業科 35 活動期間を長くして欲しかった。

429 男性 普通科 28 簡単な受かればいい

430 男性 工業科 39 企業からもしくはＯＢからの話をもっと聞きたかった

431 男性 工業科 23
企業が多すぎて見る、選ぶ時間が足りなかった。締め切りまで時間がなかったのでもっとゆっ
くり見て選びたかった

432 男性 農業科 32 企業さんの詳細情報 を  もっと詳しく知りたかった。

433 女性 普通科 35 企業についての情報をもっと欲しかった

434 女性 商業科 27 企業についてもっと深く調べる

435 男性 農業科 30 企業に関する情報やそこにいる方の声を聞かせてほしかった
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436 男性 総合学科 36 企業の求人案内に載ってないような細かい情報を教えてほしい

437 女性 普通科 35 企業の給与をもっと詳しく知りたかった

438 女性 商業科 39 企業の業務内容をもっと明確にしてほしい

439 男性 工業科 28 企業の経営状態が分かるようにして欲しい

440 男性 普通科 37 企業の現場の声を聴きたかった

441 男性 工業科 35 企業の仕事内容や、労働条件を教えて欲しかった。  労働基準法について教えて欲しかった。

442 女性 農業科 37 企業の仕事内容をもっと詳しく教えて欲しかった。

443 男性 工業科 27 企業の情報がもっとほしかった。

444 男性 工業科 36 企業の情報が欲しかった

445 女性 普通科 36 企業の情報をもっと教えてほしかった

446 女性 農業科 34 企業の情報を提供する

447 男性 工業科 27 企業の情報公開

448 男性 普通科 36 企業の情報収集

449 女性 その他 33 企業の情報収集

450 女性 その他 28 企業の人事を呼んで残業や福利厚生について直接聞きたい

451 男性 工業科 26 企業の説明

452 男性 工業科 31 企業の説明

453 男性 その他 27 企業の説明

454 男性 普通科 31 企業の説明会

455 男性 工業科 33 企業の説明会

456 女性 普通科 22 企業の中身をもっと詳しく知りたかった

457 男性 工業科 27 企業の特徴を教えて欲しかった

458 男性 普通科 32 企業の募集数を増やして欲しかった

459 男性 工業科 29 企業の募集内容の乗った紙だけしか見てなかったので、もっと色々教えてもらいたかった

460 女性 総合学科 22 企業の話を聞きたかった。ハローワークに行ってみる事を高校の時に体験しておきたかった

461 男性 工業科 39 企業への売り込み

462 女性 総合学科 31 企業見学を増やす

463 男性 工業科 31 企業紹介の充実

464 女性 農業科 38 企業情報をもっと細かく教えてほしい

465 男性 普通科 27 企業説明

466 女性 商業科 22 企業説明

467 女性 普通科 32 企業選びのポイントを教えてほしかった

468 女性 その他 32 企業選びや進学先をすすめてほしかった

469 男性 工業科 38 企業選択の自由

470 女性 普通科 38 企業側からの情報がもっと欲しかった

471 男性 商業科 24 企業調べ

472 男性 工業科 32 寄り添って相談に乗ってほしかった

473 女性 商業科 29 希望していた企業の面接を受けさせてほしかった。

474 男性 工業科 27 希望する会社で働く卒業生の話を聞ける機会がほしい

475 男性 工業科 34 希望を聞いて欲しい

476 男性 工業科 31 希望就職先に高校の先輩がいたので会社と連携して卒業生に講義して欲しかった。

477 男性 普通科 24 期間を伸ばす

478 男性 工業科 39 期待した事が無いので、特に無し。

479 男性 工業科 32 技術の習得

480 女性 普通科 27 求人が見にくい

481 女性 商業科 39 求人が少なかった

482 男性 商業科 27 求人が少なかった為  もっと紹介してほしかった

483 男性 その他 30 求人タイプが少ない！

484 男性 工業科 27 求人では分からない部分の説明をもっとして欲しかった

485 女性 商業科 36 求人にもっとたくさん書いて欲しい

486 男性 工業科 25 求人に対して情報が欲しかった

487 女性 普通科 34 求人の数を増やしてほしかった。

488 男性 商業科 37 求人の数を増やす

489 男性 普通科 28 求人を紹介して欲しいです。

490 男性 工業科 38 求人を増やしてほしい

491 女性 普通科 36 求人を増やす

492 男性 その他 37 求人を沢山出して
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493 女性 商業科 39 求人件数自体が少なかったので特になかった

494 男性 工業科 34 求人情報がもっと欲しかった

495 女性 商業科 23 求人情報が少なく、もっと1人の人生のことを考えて欲しかった。

496 男性 普通科 25 求人情報の提供

497 女性 総合学科 24 求人情報をもっとわかりやすい形で提供してほしい。

498 女性 商業科 26 求人情報をもっと教えてほしかった

499 男性 工業科 33 求人情報をもっと詳細に  明記してほしい。

500 男性 その他 30 求人数

501 男性 普通科 34 求人数が少なかったので、もっと取って来て欲しかった。

502 女性 普通科 34 求人数が少なく企業のことについて詳しい人がいなかった

503 女性 普通科 25 求人数を増やしてほしい

504 女性 普通科 25 求人内容をもっと分かりやすくしてほしかった。あまり見れる時間もなかったため。

505 女性 普通科 34 求人票がたくさんあって欲しかった

506 男性 工業科 26 求人票だけではなく、エージェントのような情報がほしかった

507 男性 普通科 34 求人票でしか情報を得られなかったので、見学したかった。

508 男性 工業科 39 求人票について詳しく説明してほしい

509 女性 商業科 33 求人票の見方をもっと教えて欲しかった

510 女性 商業科 32 求人票の見方を教えて欲しかった

511 男性 工業科 37

求人票の見方を詳しく教えて欲しかったが就職担当の先生が1人だったので短時間で説明が
終わってしまい詳しく教えてもらえなかった。  以前は職場見学が行われていたが当時、不景
気の為、会社側から断られていた。  職場見学に行きたかった。

512 男性 工業科 34 求人票の情報しか無かったので、卒業生の生の声を聞いて見たかった。

513 女性 その他 39 求人票を30倍くらい集めてほしかった。その中から選べはきつい。

514 女性 総合学科 25 求人票をもっとたくさん持ってきて欲しかった

515 男性 工業科 36 求人表の見やすさ

516 女性 農業科 33
給与など、一般的な会社と比べてどうかとか、その仕事のニーズがどれくらいあるかなど教え
てほしかった。

517 女性 商業科 35 給与の使い方

518 男性 工業科 28 給料がいいところを教えてほしかった

519 男性 工業科 27 給料について

520 男性 普通科 38 給料のいいとこの紹介

521 女性 商業科 33 給料のことや休暇、福利厚生などの仕組みや説明

522 男性 普通科 32 給料の増え方

523 男性 工業科 36 給料や休日について詳しく教えて欲しかった

524 女性 総合学科 34 教育者はサラリーマンのことをよくわかってないので企業の方と関わる機会が欲しかった

525 男性 普通科 21 教師の9割はダメ

526 女性 普通科 34 興味のある企業に就職した  卒業生に話を聞いてみたい

527 女性 工業科 30 業界の給料や利益率などの話

528 男性 工業科 29 業種を選ばず幅広い仕事の紹介

529 男性 農業科 24 業種選びの期間や  選び方の選択肢を増やして欲しかった。

530 男性 商業科 30 業務内容などを詳しく教えてほしい

531 男性 工業科 39 業務内容の概要だけでも教えて欲しかった

532 男性 工業科 38 具体的な業務内容

533 女性 商業科 37 具体的な仕事内容

534 女性 その他 32 具体的な仕事内容

535 女性 商業科 27 具体的な実際働いているひとのはなしがききたい

536 男性 工業科 34 具体的な社会人説明がほしい

537 男性 工業科 37 具体的にサポートして欲しい

538 女性 商業科 22 具体的に何をするか知りたかった

539 女性 総合学科 26 具体的に職場環境を教えて欲しい

540 男性 工業科 22 経営状況を知りたかった

541 女性 普通科 33 経験を聞く機会がほしい

542 男性 普通科 39 経験者の話を聞かせてほしかった

543 男性 農業科 33 経験談

544 男性 工業科 38 経験談を沢山聞きたかった。

545 男性 普通科 35 経済的な理由で大学の学費について相談した時に真剣に話を聞いて欲しかった。

546 男性 工業科 24
結局は就職しないと中の状況などは完全にわからないと思うが職場見学での労働環境の見
るべきポイントなど教えて欲しかった。

547 男性 普通科 23 研修の数を増やしたい
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548 男性 普通科 31 研修内容などの就職後の話をもっとききたかった

549 男性 普通科 36 県外の企業情報がもっとあればよかった

550 女性 その他 39 県外の情報も紹介してほしい

551 男性 工業科 38 県外の情報も知りたい

552 男性 工業科 35 県内企業が少なかった

553 男性 その他 30 見えていない処遇

554 女性 普通科 26 見学

555 男性 普通科 21 見学

556 男性 商業科 30 見学させてもらった

557 女性 総合学科 31 見学したかった

558 女性 普通科 29 見学とかもっと企業の内部を知りたかった

559 男性 総合学科 32 見学の時間がもっと欲しかった

560 女性 普通科 33 見学をたくさんしたい

561 男性 普通科 34 見学をもっとしてほしかった

562 男性 工業科 33 見学会の開催

563 男性 工業科 37
現在の母校は毎年実施している様だが、自分の時代は就職氷河期世代と呼ばれて選択の余
地は余り無い状況にあった。現代の子達は非常に恵まれている反面履き違えている。

564 男性 工業科 31 現実をしっかり伝えて欲しい

565 女性 商業科 31 現実的な話を聞きたかった

566 男性 普通科 32 現場で働く人たちの経験談などや仕事のきつさをおしえてほしかった

567 女性 普通科 36 現場の人の話しがわかれば良かったのかなと思う

568 男性 工業科 23 現場の生の声を聞ける機会が欲しかった。応募出来る企業を複数にして欲しかった。

569 女性 普通科 30 個々の企業の  具体的な仕事内容  離職率  転職で入社してきた率など

570 男性 工業科 30 個人の人生を考えて指導してほしかった

571 男性 普通科 22 個人の性格に適した仕事のジャンルを紹介して欲しい

572 男性 普通科 37
個人の能力に因るところが大きいため難しいとは思うが  沢山の未来が開ける選択肢を示し
て欲しい

573 男性 商業科 39 個人分析できるテスト、話をたくさんしてほしい

574 男性 工業科 21 個別の面談を増やして欲しかった。

575 男性 普通科 36 個別面談

576 女性 商業科 38 雇用保険についての説明

577 女性 商業科 39 校内選考で受ける人を決める

578 男性 普通科 24 構って欲しくない

579 女性 普通科 23 行きたい職場に行きたかった先生の勧めばかりで聞いてもらえなかったので

580 男性 普通科 38

高校在学時にアルバイトをしていた会社の社長から声をかけられ、そのまま卒業後にその会
社に就職したので一般的な就職活動はほとんどしておりません。そのため学校にして欲しかっ
たことというのはありません。

581 男性 工業科 33 高校生は就職先の選択肢が少な過ぎる。  学校が決めた1カ所しか受けれない。

582 女性 商業科 38
高校側で 就職出来る会社の枠をもっともってほしい。  結局 期限までに決まらなくても 親身
にはならない。

583 男性 工業科 33 高校卒は1社しか受けることができません。

584 女性 普通科 27 高校卒業と共に就職していない

585 女性 普通科 22

高校卒業後専門学校に入学し中退したため、高校に相談はしていない。しかし、専門学校の
先生は一切話を聞いてくれなかった。学校を続けるのか、別の学校に転入するのか、仕事を
するのか相談にのってほしかった。

586 女性 普通科 26 高卒だから仕方ないとは思うけど、もっと色んな業種の求人があればよかった

587 女性 普通科 28 高望みしないで趣味の延長で出来るようなことが大事な事だと思う

588 男性 農業科 26 合った求人をもっと教えて欲しかった

589 男性 工業科 38 合格出来そうな会社を複数紹介してほしかった

590 女性 商業科 31 今思えば学校はいろいろやってくれてたと思う

591 男性 農業科 36 細かい内容

592 女性 工業科 38 雑談のしかたや、飲み会での振る舞い

593 女性 農業科 21 仕事がどんな感じかきかせてほしい

594 女性 普通科 27 仕事が少ない

595 男性 工業科 29 仕事の種類を増やしてほしい

596 男性 普通科 31 仕事の紹介

597 女性 普通科 31 仕事の紹介をしてほしい。

598 男性 普通科 29 仕事の紹介をもっとしてほしい

599 女性 総合学科 24

仕事の内容だったり、給料面だったり、「教師｣ができるかはわからないが（一般企業で務めた
りの経験があるかないかわからない職種のため）企業からきた応募用紙の見方だけでなく、世
間一般や個人が職を決める基準だったりコツを教えて欲しかった。
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600 男性 普通科 36 仕事の内容など、分かりやすくＤＶＤとかで見せてもらえる

601 男性 工業科 21 仕事の内容をもっとよく知りたかった

602 男性 工業科 31 仕事の内容をもっと詳しく説明してほしかった

603 男性 普通科 34 仕事を続ける心得

604 男性 工業科 38 仕事体験

605 女性 普通科 33 仕事探し

606 女性 商業科 23 仕事内容

607 男性 工業科 31 仕事内容など

608 女性 普通科 29 仕事内容などの情報が欲しかった

609 女性 商業科 28 仕事内容などの話をたくさんしてほしかった。

610 男性 普通科 34 仕事内容の公表

611 男性 工業科 21 仕事内容の詳細

612 女性 工業科 39 仕事内容の明確化

613 男性 その他 39 仕事内容の話

614 男性 農業科 30 仕事内容や企業についてもっと詳しくして欲しかった

615 女性 その他 27 仕事内容や正社員の対応

616 女性 普通科 25 仕事内容をちゃんと説明

617 女性 その他 24 仕事内容をもっと知りたかった

618 男性 工業科 27 仕事内容を具体的に言って欲しい

619 男性 普通科 32 仕事内容を詳しく知りたかった

620 男性 商業科 26 志望書類の書き方

621 男性 工業科 37 指導

622 男性 工業科 38 指導がたりなかった

623 女性 普通科 29 指導をたくさんしてほしい

624 女性 総合学科 36 指導をたくさんしてほしい

625 男性 工業科 27 指導を多く

626 女性 普通科 23 私は入院していたので学校がどんな対応してたのかもしれないし、なにもしてくれなかった

627 男性 普通科 37 紙面上の情報しかないのにめっちゃ勧めてくるが、実際入ると全然違う。

628 女性 普通科 27 試験テスト内容

629 女性 普通科 27 試験対策の授業自体が少なかった

630 女性 商業科 38 試験日を間違えないでほしかった

631 男性 普通科 32 資格の案内

632 男性 工業科 26 時間が足らなかった

633 男性 工業科 39 時間を掛けて就職先を複数提案して欲しかった

634 女性 普通科 34 自己分析が苦手だったので、もっとｱﾄﾞﾊﾞｲｽがほしかった。

635 女性 総合学科 35 自己分析の機会が欲しかった

636 女性 普通科 20 自己分析をする時間や、進路について考える時間がもっと欲しかった。

637 女性 普通科 39 自身で就職活動を行い決定したため、学校側にしてほしかったことが思いつかない。

638 男性 商業科 28 自分が働きたいところへは勧めてくれなかった

639 女性 普通科 24 自分で決めたことに何も言わないで欲しかった

640 男性 工業科 36 自分で決めてたからとくにない

641 女性 その他 27 自分とどのくらい合っているか将来ビジョンなどを伝えて欲しい

642 女性 普通科 36 自分にあった企業の選び方を教えて欲しかったです。

643 男性 工業科 35 自分にあった企業を紹介してほしかった

644 男性 農業科 37 自分にあった就職先を見つけてほしい。

645 女性 普通科 30 自分に合いそうな職種は何かを一緒に考えて欲しかった。

646 男性 工業科 26 自分に合った仕事を教えて下さい

647 女性 商業科 28 自分に合った仕事を紹介してほしい、もっと選択肢を増やしてほしかった

648 女性 普通科 34 自分に合った職種の紹介

649 女性 普通科 39 自分に合った職種の相談をしたかった。

650 女性 商業科 21 自分の会社のインターンシップをしてほしかった

651 女性 普通科 25 自分の学校の卒業生で検討している企業で働いてる先輩のお話が聞きたかった

652 女性 商業科 27 自分の性格に合った会社を紹介してほしかった。

653 女性 普通科 36 自分の適正について教えて欲しかった。

654 女性 普通科 28 自分の特色を生かせる職業紹介  職場の方の話を聞く機会を作ってくれる　等

655 男性 普通科 35 自分の能力に向いている企業の紹介

656 男性 工業科 34 自分の問題で学校側にはない

657 男性 普通科 39 自分自身、何の仕事がしたいとか明確じゃ無かったからわからない。
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658 女性 普通科 39 自由な時間がほしい

659 女性 商業科 24 自立

660 女性 商業科 28
実際に、会社に勤めるに当たってどんなことが必要なのかが知りたかった。  労働条件はどの
ようなものが好条件とかを教えて欲しかった。

661 男性 普通科 25 実際に仕事を体験してみる

662 男性 工業科 39 実際に就職した先輩の話を聞きたかった

663 女性 普通科 28 実際に働いている人の意見がききたい

664 女性 商業科 28
実際に働いてる人の環境、有給消化率などもっと詳しく知りたかった。実際には有給は使えな
かった。

665 男性 その他 30 実際の仕事をしてみての話を聞きたかった

666 男性 農業科 37 実際の職場の内部事情や第三者の目から見て自分に合っているかの意見を判断してほしい

667 女性 商業科 27 実際の職場を見学する機会がほしい

668 男性 工業科 29 実際の風景を見たかった

669 女性 商業科 39 実際の離職率や職場の雰囲気を知りたかった

670 男性 普通科 34 実際勤めてみての感想

671 男性 普通科 32 実体験

672 女性 商業科 22 社会とはどういうものか持ったら広く教えて欲しかった

673 男性 工業科 25 社会に出て大切な事をまなびたかった

674 男性 工業科 24 社会に出て役立つ授業が大切だと思う

675 女性 商業科 28 社会に出ることの重要性の指導が足りなかった。

676 男性 農業科 34 社会の常識を植え付けてほしい

677 男性 普通科 33 社会の辛さ、理不尽さを説明してほしかった

678 男性 総合学科 30 社会経験の話

679 男性 工業科 33
社会人からしたら当たり前の用語は学生は知らない人もいるので、常識的な事でもわかりや
すく解説してほしかった

680 男性 普通科 24 社会人としてのマナー

681 男性 普通科 29 社会人の在り方

682 女性 普通科 29 社会人の声をもっと教えて欲しかった

683 男性 普通科 30 社会人の話を聞かせてもらう

684 女性 商業科 22 社会的なことを教えて欲しかった

685 女性 商業科 35 社内の雰囲気の調査

686 男性 普通科 38 若い女性の先生の誘惑

687 女性 普通科 30
受けたい会社があり説明会にも参加したのに、自分は人数制限で受けられず、その説明会に
すら来なかった他の生徒がその会社を受ける事になったのが不満だった。

688 男性 工業科 25 受けれる数を増やす

689 男性 工業科 37 収入（税金）についての説明が欲しい

690 女性 普通科 30 収入やライフプランまで相談したかった

691 男性 工業科 35 周りの話が聞きたかった

692 男性 普通科 33 就活進め方の情報をもっと欲しかった

693 女性 普通科 25 就職した人の声

694 男性 総合学科 27 就職した人の話を聞く機会が欲しい

695 男性 工業科 32 就職した先輩から情報が欲しかった

696 男性 普通科 37 就職した先輩たちから話をきかせてほしい

697 男性 工業科 31 就職した先輩たちの話しなどが聞きたかった

698 女性 総合学科 24 就職した先輩の話を聞いてみたかった

699 男性 工業科 22 就職してからの一年間の労務の情報

700 男性 普通科 38 就職してから学べる機会について説明して欲しかった。

701 男性 商業科 31 就職して良かったのか悪かったのか。仕事を辞めたいと思ったのかなど、

702 女性 普通科 24 就職するために必要なスキルを身につけたかった

703 女性 農業科 24 就職するという決断が遅く先生方にご迷惑をおかけしたので要望はなし。

704 女性 普通科 36 就職する人が少なかったため、あまり試験や職種などの、情報が少なかった

705 男性 総合学科 28 就職セミナーみたいな事をもっと実施して欲しかった

706 男性 普通科 20 就職できる一流会社を増やしてほしい。

707 男性 普通科 25 就職という選択肢が欲しい

708 女性 その他 35 就職とはについて、詳しく説明してほしい

709 男性 総合学科 25 就職と進学、それぞれのメリットデメリットを説明してほしかった

710 男性 普通科 27 就職に関して学校とは関係が少ない

711 男性 普通科 35 就職に関する情報の開示  積極的な面接

712 女性 普通科 33 就職のことやどんな企業などの情報をもっと欲しかった
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713 女性 商業科 38

就職を希望してる人だけでまずは校内選考という制度があった。その校内選考制度を辞めて
欲しかった。行きたい場所、受けたい場所があっても選考漏れすると受けられず将来のビジョ
ンが崩れる。

714 男性 普通科 28 就職以外の選択肢を知りたかった

715 男性 普通科 27 就職会社の人が来て欲しかった

716 女性 その他 34 就職活動、初めてのことですべてがわからない。

717 女性 普通科 29
就職活動についてよくわからなかっので、相談にのってもらう時間がほしかった  担当がいな
いので、相談できなかった

718 男性 その他 25
就職活動に対して自分で動いていたのだが、それを気にされすぎた。  そこに対しては深く関
与して欲しくなかった

719 男性 普通科 32 就職活動のセミナーを開いて欲しかった

720 女性 その他 24
就職活動の相談を担任の先生だけではなく、もっと就職や社会に詳しい人にもしたかった。相
談できる人が少なかった。

721 男性 商業科 37 就職活動はしてない

722 男性 普通科 31 就職活動をしていないので分からない。

723 男性 普通科 37 就職活動を薦めてない

724 男性 普通科 28 就職活動以外なら何かして欲しいことは沢山あるんですが就職活動に関しては特に無し

725 男性 その他 33 就職希望の職場見学をしてほしい

726 女性 普通科 27 就職希望の人の意見をもっと採り入れて欲しい

727 女性 総合学科 30 就職希望先に就職している先輩の生の声が聞きたい

728 男性 商業科 28 就職後の仕事内容やメンタル状態など、実情の部分をもっと教えて欲しかった

729 男性 商業科 32 就職後の生活がどうなるか教えて欲しかった

730 男性 普通科 34 就職後の生活パターン

731 男性 普通科 32 就職試験にあたっての対策

732 男性 総合学科 24 就職試験の対策の情報がもっとほしい

733 女性 普通科 27 就職試験の勉強の指導

734 女性 工業科 24
就職試験を受ける会社にしか工場見学をさせて貰えなかったため、複数見学をさせてもらい
たかった

735 女性 商業科 26 就職試験勉強はほぼオリジナルの自学だったので、もう少し先生に付き添ってほしかった

736 女性 商業科 24 就職先が沢山ある学校でたくさんサポートしていただいあ

737 男性 普通科 29 就職先とのコミュニケーション

738 女性 普通科 21 就職先に就職した卒業生の職場の雰囲気などをもっと知りたかった

739 男性 農業科 37 就職先のいろいろな情報提供

740 男性 普通科 29 就職先の斡旋

741 女性 総合学科 28 就職先の斡旋

742 男性 工業科 31 就職先の一年目・二年目の上司の仕事に対する思いを聞いてみたかった。

743 女性 商業科 20 就職先の会社見学や他の会社の職場見学がしてみたかった

744 男性 普通科 32 就職先の会社面接を増やす。

745 女性 普通科 35 就職先の確保

746 男性 その他 38 就職先の確保

747 女性 商業科 30 就職先の環境を詳しく知りたかった

748 女性 その他 31 就職先の求人が少なかった

749 女性 普通科 26 就職先の候補で  働いているOBの話をきく。

750 男性 工業科 33 就職先の候補をより多く知りたかった

751 男性 普通科 23 就職先の事例が少なかった

752 男性 商業科 34 就職先の充実に向けた、企業へのアプローチ

753 男性 普通科 35 就職先の紹介

754 男性 農業科 38 就職先の詳細が欲しかった。

755 男性 工業科 27 就職先の詳細な情報が欲しかった

756 女性 普通科 34 就職先の情報

757 男性 普通科 24
就職先の情報、  どのような企業に勤めるべきなのか、  なにを優先させたら良いのか明確に
させてもらえるような時間

758 女性 普通科 39 就職先の情報がもっとほしかった。

759 男性 農業科 25 就職先の情報をもっと教えて欲しかった

760 男性 工業科 38 就職先の情報を正確にもらうこと

761 男性 普通科 33 就職先の職員の話を聞きたかった

762 男性 商業科 34 就職先の職場見学を、させてほしかった。

763 女性 普通科 24 就職先の先輩の話を聞きたかった

764 女性 普通科 34 就職先の選択肢が多くなかったので、もっと多くの選択肢が欲しかった

765 男性 その他 27 就職先の選択肢を増やして欲しい
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766 男性 普通科 37 就職先の分からない点の情報収集。

767 女性 普通科 30 就職先の量と質

768 女性 普通科 31 就職先をもっと選べるようにして欲しかった

769 女性 商業科 37 就職先を選ぶ際もっとアドバイスをして欲しかった

770 女性 普通科 35 就職先を幅広く用意してほしかった。

771 男性 工業科 30 就職先予定の情報をもっと広く調べて教えて欲しかった。

772 女性 普通科 28 就職相談

773 男性 農業科 37 就職難の時だったから求人紹介が有っただけまし

774 女性 普通科 39 就職氷河期だったので  なにも期待しなかった

775 女性 工業科 37
就職氷河期だったので、贅沢は言えないと思い進められるまま行ったが、もっと選択肢が欲し
かった

776 男性 農業科 39 就職氷河期で募集企業が少なすぎた

777 女性 普通科 31

就職氷河期もあり、高卒で就職活動する私にとってはとにかく求人票が少なかった！今では
未経験者でも雇ってくれる企業も増えたが、10数年前まではそのような専門職の求人はとても
少なく、「私がやってみたいと思う仕事はないけれど、とりあえずここにしよう」というような気持
ちで当時の就職先に決めました。生きるための就職先を選んで、将来に夢などありませんでし
た

778 女性 普通科 29
就職氷河期時代だったのでやむを得ずだったのかもしれませんが、女性を募集してる仕事の
求人があまりにも少なすぎて選べなかったです。  もっと考えて欲しかったです。

779 男性 工業科 38 就職予定先の人の話を聞かせてもらう

780 女性 総合学科 25 就職率アップの為に望んでいない就職先の斡旋は辞めて欲しかった

781 女性 普通科 26 就職率の為に決めつけないで欲しかった

782 女性 商業科 30 週休二日制などの基本的な言葉の意味を教えて欲しい

783 女性 その他 27 充分してもらったので特にありません。

784 女性 普通科 36 充分でした

785 女性 商業科 32 充分な指導だった

786 男性 工業科 33 充分に指導してもらったので特に無し

787 男性 工業科 32 十分だった

788 女性 普通科 26 十分でした

789 女性 普通科 23 十分でした！

790 女性 工業科 21 女の人が働ける企業数が少なかったからもっと増やして欲しかった。

791 女性 工業科 28 女性NGの会社とは関わらないでほしい

792 女性 商業科 26 勝手に決められた感がある。

793 女性 商業科 39 将来についての相談会

794 女性 総合学科 31 将来のビジョンまで教えて欲しかった

795 男性 普通科 38 将来を見据えた企業がもっと欲しかった

796 女性 工業科 39
将来設計がしやすい会社かどうか。どんな年齢層の方が、どのくらいの勤続年数で働いてい
るのか。

797 男性 普通科 34 将来的なビジョンを考えさせてほしかった

798 男性 普通科 37 小さな会社の売上や利益の情報

799 女性 農業科 34 紹介してほしい

800 男性 普通科 26 紹介先を増やしてほしい

801 男性 商業科 26 詳しい情報

802 男性 普通科 39 詳しい情報が、ほしい

803 女性 総合学科 21 詳しくききたい

804 女性 普通科 26 詳しく会社概要を知る機会が欲しかった

805 女性 普通科 28 詳しく教えてほしかった

806 男性 普通科 29 詳しく説明してほしかった

807 男性 普通科 34 障害者枠の仕事にくわしくないのがこまった

808 男性 農業科 28 情報

809 女性 商業科 37 情報がすくなかった

810 男性 商業科 38 情報がほしい

811 男性 その他 28 情報がほしい

812 男性 工業科 36 情報がもっとあれば良い

813 男性 普通科 30 情報がもっと欲しい

814 男性 普通科 35 情報がもっと欲しい

815 男性 工業科 23 情報が少ない

816 男性 その他 38 情報が欲しかった

817 女性 商業科 34 情報の提供

818 女性 総合学科 22 情報を教えて欲しい
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819 男性 工業科 39 情報開示

820 女性 その他 20 情報共有

821 男性 普通科 35 情報収集

822 男性 普通科 38 情報提供

823 女性 普通科 26 情報量の充実

824 女性 工業科 22 情報量を増やす

825 男性 工業科 21 職員の面接指導

826 女性 その他 36 職業見学の枠をふやしてほしかった。

827 女性 商業科 25 職業見学をしてほしかった。

828 女性 普通科 29 職業体験とかなかったから  して欲しかった

829 女性 普通科 25 職業体験もっとしたかった

830 男性 工業科 38 職業体験をたくさんしてほしい

831 女性 商業科 24 職業内容の詳しい説明

832 女性 普通科 35 職種が知りたい

833 女性 普通科 26 職種の情報

834 男性 農業科 32 職種の話

835 女性 商業科 25 職場についてもっと詳しく知りたかった。

836 男性 農業科 34 職場のいいところ、悪いところ

837 男性 工業科 34 職場の見学  自分に向いてる仕事の適性検査

838 男性 商業科 36 職場の種類を増やしてほしい

839 男性 普通科 22 職場の詳しい内部の話

840 女性 普通科 35 職場の情報が欲しかった

841 男性 その他 29 職場の情報を詳細に開示して欲しい

842 男性 商業科 23 職場の先輩の声が聞ける場所が欲しかった。

843 女性 工業科 25 職場の雰囲気やメリットデメリットを教えてほしい

844 男性 工業科 39 職場の雰囲気をもっと  教えてほしかった

845 男性 工業科 36 職場環境の具体的な説明。例えば職場内の勤務形態など

846 男性 その他 28 職場見学

847 男性 工業科 39 職場見学

848 女性 商業科 28 職場見学

849 男性 工業科 31 職場見学

850 男性 工業科 34 職場見学

851 女性 商業科 33 職場見学

852 男性 工業科 29 職場見学

853 男性 工業科 33 職場見学

854 女性 その他 38 職場見学

855 女性 普通科 34 職場見学

856 男性 商業科 33 職場見学

857 男性 総合学科 31 職場見学

858 男性 工業科 39 職場見学

859 男性 工業科 37 職場見学

860 女性 商業科 34 職場見学

861 男性 その他 34 職場見学

862 男性 普通科 33 職場見学

863 男性 普通科 31 職場見学

864 女性 商業科 38 職場見学

865 男性 普通科 32 職場見学

866 男性 工業科 26 職場見学、実際に働いてる人への聞き取り

867 女性 その他 29
職場見学、就職説明会への細かなケア  将来性のある資格指導  面接の指導を多くしてほし
い

868 男性 工業科 37 職場見学、紹介ビデオなど

869 男性 普通科 21 職場見学、面接の時間を多く欲しい。

870 女性 商業科 28
職場見学が3社だったので少ない。  今、思えば結局は先生が手配するのが面倒だからかと
思う。

871 女性 総合学科 26 職場見学があって欲しい

872 女性 農業科 34 職場見学があればよかった

873 女性 普通科 24 職場見学がしたかった

874 男性 普通科 27 職場見学がしたかった

875 女性 その他 36 職場見学がしたかった
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876 男性 工業科 29 職場見学がしてみたかった

877 男性 その他 26 職場見学がほとんどなかったのでもっと取り入れて欲しい

878 男性 工業科 24 職場見学が少ないので増やして欲しい

879 男性 普通科 28 職場見学が多ければよかった

880 女性 普通科 34 職場見学したい

881 女性 普通科 28 職場見学とか紹介してほしかった

882 女性 総合学科 27
職場見学などの機会を増やしてほしかった  履歴書の書き方を聞いて親身になって教えてほ
しかった

883 女性 普通科 33 職場見学にもっと参加出来るようにして欲しかった。

884 女性 その他 34 職場見学に行きたかった。自分で会社前まで行き、中の様子を見るだけだったから。

885 女性 総合学科 33 職場見学の機会。

886 女性 普通科 37 職場見学の機会を増やして欲しかった

887 女性 その他 32 職場見学の機会を多く設けてほしい

888 男性 商業科 34 職場見学の充実

889 女性 商業科 23 職場見学の場をもっと増やしてほしい。

890 女性 普通科 29 職場見学の数を増やしてほしい

891 男性 農業科 27 職場見学の大事さを教えて欲しかった

892 男性 商業科 32 職場見学の調整

893 男性 工業科 32 職場見学やOBの話を聞かせて欲しかった

894 男性 工業科 32 職場見学やインターンシップの機会がほしかった

895 男性 工業科 29 職場見学やインターンシップの紹介

896 女性 農業科 38 職場見学やインターンシップをしてほしかった

897 男性 普通科 39 職場見学やインターンシップを紹介してほしい

898 女性 その他 38 職場見学や仕事内容の説明

899 男性 商業科 39 職場見学や卒業生の話を参考にしたかった

900 男性 その他 35 職場見学や体験をして欲しかった

901 男性 普通科 37 職場見学や体験をすれば良いと思った

902 男性 工業科 39 職場見学や体験を多くさせて欲しい

903 女性 商業科 37 職場見学や体験授業の充実

904 女性 商業科 28 職場見学や面接指導してほしかった

905 女性 農業科 21 職場見学を1社じゃなく3社にしてほしかった

906 女性 商業科 29 職場見学をさせてほしい

907 女性 普通科 37 職場見学をさせてほしい

908 男性 工業科 31 職場見学をしたかった

909 女性 商業科 35 職場見学をしたかった

910 男性 商業科 36 職場見学をしたかった。

911 女性 商業科 38 職場見学をしてほしかった

912 男性 工業科 34 職場見学をたくさんしたかった！

913 女性 商業科 36 職場見学をもっとしたかった

914 男性 工業科 34 職場見学をもっとしたかった。

915 女性 総合学科 28 職場見学をもっとしてほしい

916 女性 工業科 37 職場見学をもっとしてほしい。  会社の福利厚生について詳しい話をしてほしい。

917 男性 普通科 39 職場見学をもっとしてほしかった

918 女性 商業科 35 職場見学をもっと多くしたかった

919 男性 工業科 37 職場見学をもっと沢山行いたい

920 男性 工業科 29 職場見学を充実させてほしかった

921 男性 工業科 22 職場見学を増やしてほしい

922 男性 工業科 33 職場見学を増やしてほしい

923 女性 普通科 29 職場見学を増やしてほしかった

924 男性 商業科 29 職場見学を多くして欲しい

925 男性 その他 29 職場見学を多くする

926 女性 商業科 33 職場体験

927 男性 普通科 36 職場体験

928 男性 工業科 31 職場体験

929 女性 商業科 29 職場体験

930 男性 普通科 36 職場体験

931 女性 普通科 34 職場体験

932 女性 普通科 28 職場体験がもっとほしい

933 女性 農業科 35 職場体験の充実
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934 男性 工業科 38 職場体験の選択を増やして

935 男性 普通科 38 職場体験や見学をしてみたかった

936 男性 普通科 21 職場体験や現場の生の声をもっと聞きたかった

937 男性 工業科 37 職場体験をたくさんしてほしい。

938 男性 普通科 31 職場体験等

939 男性 普通科 33 職場体験等をもっとしてほしかった

940 男性 普通科 39 職人系の職場体験の場をふやしてほしい

941 男性 農業科 38 色んな意見聞きたい。

942 女性 普通科 27 色んな会社の応募情報が欲しかった

943 女性 普通科 22 色んな会社の資料を見たかった

944 女性 商業科 27 色んな会社の話をしてほしかった

945 女性 商業科 33 色んな情報が欲しかった

946 女性 商業科 28 色んな職種の職場見学があればよかった

947 女性 その他 27 色んな職種分野の話しを聞きたかった

948 女性 普通科 39 色んな面で自分の向き不向きの状況への判断

949 男性 普通科 33 色々と紹介して欲しかった

950 女性 商業科 37 色々と情報不足

951 女性 商業科 33 色々な会社の仕事内容を卒業生から聞く

952 男性 工業科 32 色々な会社を紹介してほしい

953 女性 普通科 36 色々な企業への挑戦。  １企業に対して応募できる校内選考があった。

954 男性 商業科 34 色々な業種の職場見学をしたかった

955 男性 工業科 35 色々な情報が欲しかった。

956 男性 総合学科 30
色々な職業をもっと出して欲しかった。  数が少ないと思いした  学生だからといってあの程度
だとダメだと思う

957 男性 工業科 24 色々な職種の先輩からの話

958 女性 商業科 38 色々な職種を紹介して欲しかった。

959 女性 商業科 39 色々な職場に体験させて欲しかった

960 女性 商業科 33 色々な職場の人の話を直接きいてみたかった

961 男性 普通科 35 色々な職場を見てみたかった

962 女性 普通科 37
色々な選択をした人の話を聞かせて欲しかった。  大学、短大、専門学校、留年、就職、フリー
ター、自宅警備員etc  道を逸れた人の話も込みで。

963 男性 普通科 36 色々な幅広い紹介

964 女性 普通科 38 色々教えて欲しかった

965 男性 普通科 33 色々紹介してほしかった

966 女性 商業科 38 色々相談のってほしかった

967 女性 その他 36 新しい会社であれば良かったので、特になし

968 男性 商業科 29 新卒の意味を成すサポート

969 女性 総合学科 25 新入社員の近況意見を聞いてほしい  りあるな

970 女性 工業科 25 真剣に相談にのってほしかった

971 男性 普通科 33 親身になってアドバイスがほしかった

972 男性 商業科 39 親身になってほしかった

973 男性 その他 33 親身になってほしかった

974 女性 商業科 25
親身になって欲しい  学校の就職率をあげるために受けたくもないところを勧めてくるのをやめ
たほしい

975 男性 農業科 36 親身になるべき

976 女性 商業科 28 親身に相談にのってくれて、分かりやすく情報を与えてくれたらよかった。

977 女性 普通科 33 親身に話を聞いてほしい

978 男性 普通科 39 診断で自分にあった職種をaiかなんかであると助かります

979 男性 その他 34 進学か働くかを選択する時、たくさん相談する機会を増やせば良かったなっと思う。

980 男性 普通科 38 進学サポートの仕方を教えてもらいたかった

981 男性 普通科 37 進学し中退したので特にない

982 女性 総合学科 29

進学する学生向けの情報は溢れていたが、就職する学生に対しての情報はほとんどなかった
ように思う。  自分自身で調べている学生ばかりだった。会社紹介やインターシップ等もっと情
報提供して欲しかったと感じる。

983 男性 普通科 35 進学と就職の指導を両方充実させてほしい。

984 男性 普通科 36 進学に比べ就活情報量が少ない

985 女性 普通科 35
進学を勧める学校だったので就職する子達にはあまり力を入れてなかったので  もっと企業
情報を詳しく教えて欲しかった

986 女性 普通科 38 進学を強く進めて欲しかった

987 男性 普通科 37 進学後中退し就職の為特になし
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988 女性 その他 23
進学校だったため、就職をする生徒をよく思わなかった教師がほとんど。だれも信用ができな
かったため、進学校であれ親身に相談を聞いてくれる教師がいてほしかった。

989 男性 普通科 32
進学校だったためそもそも卒業後すぐ就職する人が珍しく、相談しづらい環境だったので進学
が全てではないという話や選択肢がほしかった。

990 女性 商業科 20
進学校だったため求人票が少なく、先輩のデータも少なかったので就職して働いている卒業
生の声が聞きたかった

991 女性 普通科 31 進学校だったので、あまり就職先が無かった。

992 男性 普通科 28 進学校だったので仕方ないが、もっと就職を視野に入れた生徒達に親身になってほしかった

993 女性 普通科 29 進学校だったので就職する人がほぼゼロに近く先生の知識もなかった

994 女性 普通科 32
進学校だったので職種が選べなかった  周りのレールから外れる事に対する心のケアが欲し
かった  全く指導が無かった

995 男性 普通科 39 進学校だったので特になし

996 女性 普通科 25

進学校では就職活動する人の肩身が狭い  学校の見栄の都合で、就職活動だけ手薄になる
のはやめてほしい  逆算して準備できるように  1年生の時から先を見据えた行動をとれるよう
に支えてほしい。

997 女性 普通科 28 進学校でも就職先の数を増やして欲しかった

998 男性 普通科 36
進学校という事もあり、就職組が少なく(400人中、就職は10人にも満たなかった)、大学の冊子
や要綱は満足していたが、就職に関する物が少なかった。

999 女性 普通科 36 進学校なので求人数が少ない

1000 女性 普通科 36

進学校のため、進学しない生徒にはほぼ就職の話などなかった。  もっと、担任から学校での
就活の仕方など教えてほしかった、なにもしないまま、卒業を迎えてしまったので、  その後自
分でハローワークに行き就職先を探すことになってしまった。

1001 女性 普通科 31 進学校のため就職に弱い所が残念だった。

1002 女性 普通科 35 進学志望の生徒だけでなく就職志望の生徒の話ももっと進学と同じぐらい積極的にしてほしい

1003 男性 その他 29 進路についてもっと話をしてほしかった。  色んな人の就職についての話を聞きたかった。

1004 男性 普通科 27 進路について考える授業を増やしてほしい

1005 男性 工業科 35 進路指導の時間がもう少しあれば変わってたかもしれないとは思う

1006 男性 普通科 26 進路指導の先生の価値観を押し付けないで欲しい

1007 女性 農業科 39
進路指導の担当に言われた事は給料が安くて仕事がきつくても我慢しろ。もっとマシな先生に
担当して欲しかった。

1008 女性 商業科 34 進路指導をもっとちゃんとしてほしかった。

1009 男性 普通科 39 進路相談

1010 男性 工業科 30 進路相談の場が欲しかった

1011 女性 商業科 24 人とのコミュニケーションの仕方

1012 男性 工業科 27 人間関係がとても大切だということを教えて欲しかった

1013 女性 商業科 24 人間関係の築き方

1014 男性 その他 26 人生の生き方

1015 男性 農業科 32 世の中には色々な職業があることをもっと聞かせてほしい

1016 男性 商業科 33 世の中の仕事の種類を知りたかった。

1017 男性 普通科 35 世間の状況

1018 男性 工業科 32
成績や能力、性格に合いそうな求人一覧を渡してほしかった。  有名企業を選べる成績だっ
た。

1019 女性 普通科 37 生徒に相談に乗って欲しかった

1020 女性 商業科 27 生徒の話をきちんと聞いてほしい

1021 男性 普通科 39 生徒の話をしっかり理解したうえで接してもらいたい

1022 女性 総合学科 28
生徒の話を聞かずにお前にはここの会社がいいと勝手に決めつけて、こちらの話を全く聞い
てくれなかったので生徒の話もちゃんと聞いてほしい。

1023 男性 工業科 32 生徒を信じてほしかった

1024 女性 普通科 33
製造業だったら、興味を持った職場見学や実際にどんな物を作っているかなど、会社で毎年
恒例で行なっている行事など楽しいイベントの情報も欲しかった。

1025 女性 普通科 32 昔すぎて覚えてないので何もない

1026 男性 工業科 39 昔の事なので覚えていない

1027 男性 普通科 30 積極的に情報開示や、応募先が限定される制度が問題だと思う

1028 男性 工業科 31 説明の具体化

1029 男性 工業科 38 説明会

1030 男性 普通科 32 説明会等の参加

1031 男性 工業科 34 説明不足

1032 女性 工業科 28 説明文練習

1033 女性 普通科 37 絶対受からないのは止めて欲しかった。コネが必要。

1034 女性 普通科 35 先生自身の話を聞きたい

1035 男性 農業科 25 先輩からの話しを聞かせてもらう
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1036 男性 商業科 28 先輩の行った職場の状況や環境の話を聞きたかった。

1037 男性 商業科 34 先輩の紹介

1038 女性 商業科 33 先輩の話や面接しどうなどどんどん行っていた学校で充実していたので特にありません

1039 女性 商業科 23 先輩の話を聞ける場を設けて欲しかった

1040 男性 普通科 24 先輩達の話をたくさん聞く

1041 女性 普通科 28 先輩方にもっと就職先の説明を聞きたかった

1042 女性 その他 25 先輩方の経験なども聞きたかった

1043 男性 商業科 30 先輩方の話をもっと聞きたかった

1044 男性 普通科 34 先輩方の話を聞きたかった‼️

1045 男性 普通科 25 浅く広く知識が欲しかった

1046 男性 その他 26 船の辛さ

1047 男性 工業科 30 選考方法の説明

1048 男性 工業科 37 選択しを増やすこと

1049 女性 普通科 34 選択肢がたくさんあれば

1050 男性 工業科 38 選択肢を増やしてほしい

1051 女性 その他 37 選択肢を増やしてほしい

1052 男性 工業科 25 選択肢を増やしてほしかった

1053 男性 普通科 32 選択肢を増やしてほしかった

1054 女性 普通科 29 選択肢を増やして欲しかった

1055 男性 工業科 39 選択肢を多く提供してもらいたかった

1056 男性 工業科 30 前年以前の卒業生からの情報や、企業の労働や待遇の情報を教えてほしかった。

1057 男性 普通科 38 全般的な指導

1058 男性 普通科 37 全部自分で決めた上で満足してるので、してほしかったことは何も在りません。

1059 男性 総合学科 25 素晴らしい

1060 男性 その他 39 相手の望む通り

1061 男性 普通科 39 相談

1062 男性 農業科 38 相談

1063 男性 農業科 33 相談しやすい環境

1064 男性 普通科 31 相談にのってほしかった。

1065 女性 商業科 21 相談にもっと乗って欲しかった

1066 男性 普通科 34 相談に乗る

1067 男性 普通科 38 卒業後のことをもっと教えて欲しかった。

1068 男性 普通科 36 卒業後の学校からのサポートが欲しかった。

1069 男性 普通科 33 卒業時には就活してない。

1070 男性 普通科 39 卒業時には就職活動はしていない

1071 男性 工業科 35 卒業生からの意見

1072 女性 その他 29 卒業生から職場内の雰囲気を見せてもらいたかった

1073 女性 普通科 30 卒業生から理想と現実のギャップを詳しく教えてほしかった

1074 女性 普通科 25 卒業生が働いている会社は卒業生の話を聞けるようにして欲しい

1075 女性 農業科 22 卒業生でその就職先に就職が内定した人の意見をもっと明確に書いとくべきだと思う

1076 男性 工業科 30 卒業生で実際に働いている会社の人から直接話を聞く機会を作って欲しかった。

1077 女性 商業科 28 卒業生と先生を含まずに話をしたかった。、

1078 女性 その他 23 卒業生のアドバイスを聞きたい

1079 女性 普通科 32 卒業生のその後の話をたくさん聞きたかった

1080 男性 工業科 39 卒業生のはなしを聞かせてもらう🙇

1081 男性 工業科 29 卒業生のはなしを聞く

1082 女性 普通科 31 卒業生のリアルな意見など聞きたかった

1083 女性 工業科 26 卒業生の意見も聞きたかった

1084 男性 工業科 22 卒業生の意見を聞きたかった

1085 男性 商業科 29 卒業生の花

1086 男性 普通科 38 卒業生の経験談

1087 男性 普通科 30 卒業生の言葉

1088 男性 工業科 30 卒業生の講演

1089 男性 工業科 30 卒業生の仕事の話を聞かせてもらう

1090 女性 工業科 36
卒業生の社会人と話をする。  就職先を自分で探すばかりで、自分の特徴にあった職場を何
社か教えて欲しかった。

1091 女性 商業科 38 卒業生の就職してからの情報がほしかった

1092 男性 工業科 24 卒業生の生の話や体験を聞きたい

1093 男性 工業科 32 卒業生の体験談を聞きたい
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1094 男性 普通科 25 卒業生の内情をもっと知りたかった

1095 女性 普通科 27 卒業生の話

1096 女性 農業科 28 卒業生の話

1097 女性 商業科 36 卒業生の話が直接聞けるとよかった

1098 男性 工業科 36 卒業生の話が聞きたい

1099 男性 工業科 33 卒業生の話が聞きたかった

1100 男性 商業科 37 卒業生の話しを増やすべき

1101 女性 普通科 38 卒業生の話しを聞かせてほしい

1102 男性 普通科 31 卒業生の話で聞きたい

1103 女性 普通科 36 卒業生の話をきかせてほしい

1104 男性 商業科 34 卒業生の話をききたい

1105 女性 普通科 38 卒業生の話をききたかった

1106 女性 商業科 31 卒業生の話をたくさん聞きたかった

1107 女性 商業科 38 卒業生の話をもっと聞かせていただきたかったです

1108 女性 普通科 33 卒業生の話をもっと聞かせてほしかった

1109 女性 普通科 26 卒業生の話をもっと聞かせてほしかった。

1110 女性 普通科 31 卒業生の話をもっと聞かせてもらう

1111 男性 工業科 29 卒業生の話をもっと聞かせてもらう

1112 男性 普通科 27 卒業生の話をもっと聞かせて欲しかった

1113 女性 総合学科 28 卒業生の話をもっと聞かせて欲しかった

1114 男性 工業科 33 卒業生の話をもっと聞きたかった

1115 女性 商業科 31 卒業生の話をもっと聞きたかった。

1116 女性 商業科 39 卒業生の話をもっと聞きたかった。

1117 女性 商業科 25 卒業生の話を参考にしたい

1118 女性 普通科 32 卒業生の話を詳しく聞きたかった。

1119 男性 商業科 29 卒業生の話を沢山聞きたかった

1120 男性 農業科 34 卒業生の話を反映させてほしかった

1121 男性 工業科 33 卒業生の話を聞かせてもらいたかった。

1122 女性 その他 35 卒業生の話を聞かせてもらう

1123 女性 その他 28 卒業生の話を聞かせてもらう

1124 女性 普通科 39 卒業生の話を聞かせてもらう

1125 女性 商業科 25 卒業生の話を聞かせてもらう

1126 女性 商業科 36 卒業生の話を聞かせてもらう。

1127 女性 普通科 26 卒業生の話を聞かせてもらうこと。  実際働いている人の話を聞かせてもらうこと。

1128 女性 商業科 28 卒業生の話を聞かせてもらって面接や筆記試験の指導をしてほしい

1129 女性 普通科 33 卒業生の話を聞かせて頂きたかった。

1130 女性 商業科 25 卒業生の話を聞かせて欲しい

1131 女性 総合学科 39 卒業生の話を聞かせて欲しかった。

1132 女性 商業科 26 卒業生の話を聞きたい

1133 女性 商業科 20 卒業生の話を聞きたい

1134 男性 総合学科 30 卒業生の話を聞きたい

1135 女性 普通科 29 卒業生の話を聞きたい

1136 女性 商業科 24 卒業生の話を聞きたい

1137 男性 工業科 27 卒業生の話を聞きたい

1138 女性 工業科 28 卒業生の話を聞きたい

1139 女性 総合学科 30 卒業生の話を聞きたい

1140 女性 商業科 29 卒業生の話を聞きたい  会社情報をもっと知りたい

1141 女性 商業科 30 卒業生の話を聞きたかった

1142 男性 工業科 32 卒業生の話を聞きたかった

1143 女性 商業科 39 卒業生の話を聞きたかった

1144 女性 商業科 21 卒業生の話を聞きたかった  メイクの仕方を教えて欲しかった

1145 男性 工業科 36 卒業生の話を聞きたかった。

1146 女性 普通科 26 卒業生の話を聞きたかった。

1147 男性 工業科 22 卒業生の話を聞く

1148 男性 工業科 28 卒業生の話を聞く機会がほしい

1149 女性 商業科 24 卒業生の話を聞く機会がもっと欲しかった

1150 女性 普通科 29 卒業生の話を聞く機会を増やして欲しかった

1151 女性 農業科 24 卒業生の話を聞く機会を多く設けてほしい
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1152 女性 工業科 22 卒業生の話聞きたい

1153 女性 普通科 32 卒業生の話聞きたかった

1154 男性 農業科 22 多くの会社を紹介して欲しい

1155 男性 普通科 19 多くの企業を出し、  給与の金額もしっかり説明してほしい

1156 女性 普通科 38 多種多様な職種を見学できたらよかった

1157 男性 工業科 24 体験

1158 男性 農業科 37 体験が聞きたかった

1159 男性 工業科 33 体験談

1160 男性 普通科 39 体験談を聞かせてもらう

1161 男性 工業科 38 体験入社

1162 女性 商業科 38 大学進学後の人生の選択肢の可能性を教えて欲しかった

1163 男性 その他 39 大学中退

1164 男性 工業科 22 大手企業の求人を増やしてほしい

1165 男性 その他 34 大人の就職体験談

1166 女性 その他 25 沢山の会社を紹介して欲しかった

1167 男性 普通科 38 沢山の企業の紹介

1168 男性 普通科 19
沢山の求人があり、幅広い就職活動ができた方が良い。又、楽しい職場環境や、面白い環境
が有れば、尚良い。

1169 男性 普通科 39 沢山の仕事の紹介  自分に向いた業種のアドバイス

1170 女性 その他 39 沢山の就職先の案内

1171 女性 普通科 33 沢山の選択肢

1172 女性 商業科 38 沢山面接を受けたかった

1173 女性 その他 23
誰も受けたことのない会社だった為、情報は求人情報と企業のホームページなど限られてい
た。働いている人の言葉があったらなとおもった。

1174 男性 普通科 39
担任に嫌われていたので面談の時間とってもらえなかったので他の先生とかに話しを聞いて
ほしかった。

1175 女性 普通科 26 短期間の職場体験

1176 女性 農業科 31 断片的な仕事内容だけじゃなく細かく知りたい

1177 男性 普通科 34 知り合いの紹介だったので何も聞かれなかったが心配して欲しかった

1178 男性 商業科 30 地元だけでなく、県外や様々な業種を紹介してほしかった。

1179 女性 商業科 27 地元で就職した人、地元を離れて就職した人、いろいろな人の話をきいてみたかったなと思う

1180 男性 普通科 31
地元で名が通っている企業だけじゃなく、マイナーな会社や色々な職種を紹介して欲しかった
です。

1181 男性 商業科 37
地元には、小さな会社が多かったので、就職する事だけでなく、将来の収入や生活の事も考
慮して、アドバイスしてほしかった。

1182 男性 工業科 36
地元の求人が少なかったのであまり選べる感じではなかった、もう少し選択肢が欲しかったで
す。

1183 男性 工業科 33 地元を離れることについて

1184 男性 普通科 39 地元企業だけではなく、エリアを幅広くして欲しかった

1185 男性 普通科 23 中退なので無かった

1186 男性 普通科 26 中途採用でも、やって行けることを、もっと伝えていた方がいい！

1187 女性 その他 33 中途採用なので分からないです。

1188 男性 農業科 39 調べても出てこない部分を教えてあげて欲しい

1189 女性 普通科 30 調べる期間が長い方がいい。あと面接や履歴書の書き方の講習とかやって欲しかった。

1190 男性 普通科 34 長期的なプランを考えさせてほしかった

1191 男性 工業科 35
通っていた高校が工業高校だったので、求人がガテン系ばかりだったので幅広い職種の求人
を見たかった

1192 男性 普通科 37 定時制学校で進路指導はなかった。

1193 女性 農業科 26 適性検査

1194 女性 商業科 33 転職

1195 男性 農業科 37
田舎なので簡単な相談に乗ってもらった位だったけど、それで満足でした。  他に特にしてもら
いたかった事はありません。

1196 女性 商業科 29 電話応対の練習をもっとして欲しかった。

1197 女性 その他 37
当時はインターンシップ等なかったので、求人情報だけを見て判断してたので、体験が出来れ
ば良かったと思う。

1198 女性 商業科 34
当時は就職するなら正社員でなければならないという雰囲気でした。アルバイトや派遣など
色々な働き方があるというのを教えてほしかったです。

1199 男性 総合学科 39 当時は情報が少なかったので情報を得やすい環境がほしい。

1200 男性 工業科 39 当時は職場見学なかったのでして欲しかった。

1201 女性 普通科 37 働いてる人の話を聞かせてほしい

1202 女性 普通科 39 働きやすい会社かどうかを知りたかった。
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1203 男性 普通科 34
働き方、業務内容などわかっていることがあれば、キレイな部分だけでなく、しっかりと聞かせ
てほしい。

1204 女性 工業科 20 働くことの基本を教えて欲しい

1205 男性 商業科 37 働くということがどんなことかを教えてほしかった

1206 男性 普通科 37 動画や写真での資料があるとイメージをしやすかったと思う

1207 女性 普通科 28 同じ会社に就職した先輩の話を聞きたかった

1208 女性 商業科 20 特にない、とてもお世話になった

1209 女性 商業科 37 特にない。  何の関心もなく言われるがままだった。

1210 女性 商業科 38 特にない。  期待していなかった。

1211 男性 普通科 38
特にない。  進学校だったため、就職する学生の比率が極めて低く、参考となることがほとん
どなかった

1212 女性 商業科 26 特にない。  沢山色々対策、対応をしていただいていた。

1213 男性 工業科 35 特にない。十分フォローしてくれたとおもう

1214 男性 普通科 33 特にないが全くわからない事だらけだった

1215 女性 商業科 38
特にないです。今程情報量が多くなかったけど、その分会社に入ってから色んな事を学ぼうと
努力したように思います。今は事前に知り過ぎてしまってる感じがします。

1216 女性 普通科 37 特になかったと思うが覚えていない

1217 男性 普通科 37 特になし(進学校だったため、就職者はほとんどいなかった)

1218 男性 普通科 39 特になし。  （進学校なので、こんなものと思っている）

1219 女性 普通科 38 特になし。  世の中の状況を見て、こんなもんだと思った

1220 男性 その他 38 特になにもなかったので、   してほしいものはないです。

1221 女性 農業科 37 特に何も学校には期待していなかった。

1222 女性 商業科 35 特に何も期待してなかったので十分でした。

1223 女性 商業科 39 特例だったので前例がなかった

1224 男性 工業科 27 内定取り消しの通達を一月以上伝え忘れないでほしかった。

1225 男性 その他 24 入学当初から、企業説明会等の機会を増やしてほしかった

1226 男性 工業科 35 入社試験の情報がほしい

1227 男性 工業科 22 年収に対する生活レベルを聞きたい

1228 男性 工業科 33 年収の話

1229 男性 普通科 31 年齢別の給与情報が知りたかった

1230 女性 普通科 34 否定ばかりする先生ではなく、背中を押してくれる先生に出会いたかったです

1231 男性 工業科 25 筆記、性格診断指導

1232 女性 農業科 37 氷河期だったので、就職先が少なかった。

1233 女性 商業科 39 病気があったからあまり話をしたくない

1234 男性 普通科 25 不親切

1235 男性 普通科 37 不都合な部分も教えてほしい

1236 男性 普通科 31 幅広い募集要項

1237 女性 商業科 29 幅広く企業の紹介を詳しくしてほしかった

1238 男性 工業科 29 福利厚生について分からないことが多い

1239 男性 商業科 34 福利厚生や経営状況などの知識。

1240 男性 普通科 30 福利厚生等を詳しく聞きたい

1241 女性 その他 31 複数の会社を見学させてほしかった

1242 男性 工業科 32 複数企業での就職活動

1243 男性 普通科 26 複数企業の応募可

1244 女性 商業科 38
複数人が同じ職場の面接を希望した時に、学校側で面接を受ける人を厳選して選んでいたの
で、面接できるようにしてほしかった。

1245 男性 普通科 25
別にありません。  学校は、職安では無いッ。  と自覚していましたから。  なんでも、「あなた任
せ」は、ノーサンクスです。

1246 女性 商業科 28 勉学に関係ある仕事先を教えてほしかった

1247 男性 普通科 30 勉強

1248 女性 普通科 36 保護者の説得

1249 男性 商業科 33 募集

1250 男性 普通科 37 募集している会社の業務内容を詳しく教えて欲しかった。

1251 女性 商業科 25 募集内容(男子のみ)など、はっきりと書いて欲しい

1252 男性 普通科 39 本音を知りたい

1253 男性 工業科 38 本当に受けたい会社を受けさせて欲しかった

1254 男性 その他 36 本当のことを知りたかった。

1255 男性 工業科 28 満足

1256 男性 工業科 36 満足しています。

1257 女性 その他 33 満足している
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1258 男性 工業科 25 満足してます

1259 男性 農業科 27 面接

1260 男性 普通科 33 面接

1261 男性 普通科 36 面接　指導

1262 男性 普通科 21 面接がいい

1263 女性 商業科 29 面接で緊張せずにできる方法や小論文の書き方

1264 女性 普通科 31 面接についての具体的なアドバイスが欲しかった

1265 女性 普通科 26 面接に行く前に見学したかった

1266 女性 普通科 29 面接のコツを教えてもらいたい

1267 男性 商業科 34 面接の回数を増やしてほしい。

1268 男性 普通科 27 面接の経験を積む

1269 男性 普通科 38 面接の指導

1270 女性 普通科 28 面接の指導

1271 男性 工業科 38 面接の指導

1272 男性 普通科 36 面接の指導

1273 女性 普通科 24 面接の指導

1274 男性 普通科 34 面接の指導

1275 女性 商業科 39 面接の指導

1276 男性 普通科 29 面接の指導

1277 男性 普通科 35 面接の指導

1278 男性 普通科 34 面接の指導

1279 男性 普通科 38 面接の指導

1280 女性 商業科 33 面接の指導

1281 女性 普通科 32 面接の指導、給料の話、保険のはなし

1282 男性 工業科 29 面接の指導してほしい

1283 男性 普通科 32 面接の指導してほしい。

1284 女性 その他 23 面接の指導の強化

1285 男性 工業科 39 面接の指導はあまりされなかったので、しっかりやってもらいたかった。

1286 男性 工業科 39 面接の指導や企業の情報を教えて欲しかった。

1287 男性 工業科 39 面接の指導や職場見学をたくさんしてほしかった。  色々相談にのってほしかった。

1288 女性 普通科 31 面接の指導や履歴書の書き方を教えて欲しかった

1289 女性 商業科 26 面接の指導を、もっと多くして欲しかった

1290 女性 その他 38 面接の指導をいっぱいしてほしい

1291 男性 商業科 27 面接の指導をしっかりやって欲しかった

1292 男性 商業科 27 面接の指導をしっかりやって欲しかった

1293 男性 普通科 32 面接の指導をしていただきたかった

1294 男性 工業科 33 面接の指導をしてほしい

1295 女性 商業科 38 面接の指導をしてほしい

1296 男性 農業科 32 面接の指導をしてほしい

1297 男性 普通科 24 面接の指導をしてほしい  会社の人の話をもっと聞きたい

1298 男性 工業科 35 面接の指導をたかさんしてほしい

1299 男性 普通科 39 面接の指導をたくさんしてほしい

1300 女性 普通科 26 面接の指導をたくさんしてほしい

1301 女性 その他 26 面接の指導をたくさんしてほしい

1302 男性 普通科 32 面接の指導をたくさんしてほしい

1303 女性 普通科 28 面接の指導をたくさんしてほしい。

1304 男性 工業科 31 面接の指導をたくさんしてほしい。

1305 男性 その他 39 面接の指導をたくさんしてほしかった

1306 男性 商業科 29 面接の指導をたくさんしてほしかった

1307 女性 商業科 37 面接の指導をたくさんしてほしかった

1308 男性 普通科 38 面接の指導をもっとしてほしい。

1309 女性 普通科 27 面接の指導をもっとしてほしかった

1310 女性 工業科 21
面接の指導をもっとして欲しかった。きちんとした敬語の使い方など社会に出て役立つ知識等
を教えて欲しかった

1311 女性 普通科 22 面接の指導を細かく指導してほしいです。

1312 女性 その他 28 面接の自己アピールの仕方など

1313 男性 工業科 29 面接の練習

1314 男性 普通科 34 面接の練習

1315 男性 その他 30 面接の練習



リクルートワークス研究所,2021,高校卒就職当事者に関する定量調査,結果参考資料

1316 女性 普通科 34 面接の練習、アドバイス

1317 男性 工業科 25
面接の練習だけでなく、職場見学や自分の興味のある業界の動向説明、卒業生が就職して
からの業界別離職率などのデータを示してほしかった。

1318 男性 普通科 36 面接の練習をもっとしてほしい

1319 男性 普通科 38 面接の練習を多くしてほしかった。

1320 女性 商業科 32 面接や試験をもう少し詳しく聞きたい

1321 男性 農業科 26 面接や自己PRの対策をたくさん指導して欲しい

1322 女性 普通科 26 面接や履歴書の書き方などを教えてほしい

1323 男性 工業科 38 面接を増やして欲しい

1324 男性 普通科 27 面接指導

1325 女性 普通科 31 面接指導

1326 男性 その他 36 面接指導

1327 女性 商業科 23 面接指導

1328 女性 その他 24 面接指導

1329 男性 普通科 38 面接指導

1330 女性 普通科 30 面接指導

1331 女性 商業科 22 面接指導

1332 女性 総合学科 26 面接指導

1333 女性 商業科 27 面接指導

1334 男性 普通科 24 面接指導

1335 女性 普通科 24 面接指導

1336 男性 工業科 37 面接指導

1337 女性 商業科 33 面接指導

1338 男性 普通科 30 面接指導

1339 女性 その他 35 面接指導、職場見学

1340 女性 普通科 28 面接指導、職場見学の場を多くして欲しかった

1341 女性 普通科 32 面接指導・練習

1342 女性 その他 34 面接指導がまとをえていない

1343 女性 工業科 26 面接指導が少なかった

1344 女性 普通科 34 面接指導してほしい

1345 男性 商業科 37 面接指導してほしかった

1346 男性 普通科 33 面接指導など

1347 女性 工業科 39 面接指導など受けた記憶がない。

1348 男性 工業科 23 面接指導の回数を増やしてほしかった

1349 女性 商業科 30 面接指導はしっかりしてほしい

1350 男性 普通科 22 面接指導をしっかりしてほしい

1351 女性 普通科 37 面接指導をしてほしい

1352 男性 その他 36 面接指導をしてほしい

1353 男性 その他 28 面接指導をしてほしい

1354 女性 普通科 26 面接指導をしてほしい

1355 女性 普通科 28 面接指導をして欲しい

1356 女性 普通科 29 面接指導をたくさんしてほしい

1357 男性 普通科 27 面接指導をたくさんしてほしい

1358 女性 普通科 31
面接指導をたくさんしてほしかった  卒業生の話を聞きたかった  試験勉強の指導をしてほし
かった

1359 女性 商業科 30 面接指導をもう少ししたり相談ににのってくれたりしてほしかった

1360 男性 その他 34 面接指導をもっとしてほしかった

1361 男性 普通科 34 面接指導をもっとたくさんしてほしい    毎週

1362 女性 商業科 39 面接指導を増やしてほしい

1363 女性 その他 31 面接指導を多くしてほしかった

1364 男性 普通科 33 面接指導を分かりやすく練習、回数を多くする。  アーリーリタイアの方法。  卒業生の話。

1365 男性 商業科 30 面接対策

1366 女性 商業科 32 面接対策

1367 男性 普通科 37 面接等して欲しかった

1368 男性 普通科 33 面接等の指導をもっとしっかり受けたかった

1369 女性 商業科 29 面接練習

1370 男性 工業科 19 面接練習

1371 男性 工業科 29 面接練習

1372 女性 普通科 39 面接練習
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1373 男性 商業科 25 面接練習

1374 男性 農業科 34 面接練習

1375 男性 農業科 24 面接練習

1376 男性 工業科 38 面接練習などもっとして欲しかった

1377 男性 普通科 29 面接練習を増やして欲しい

1378 男性 その他 36 面談は多い方が良い

1379 男性 商業科 36 面談をたくさんして欲しい

1380 男性 普通科 27 面談をふやしてほしい

1381 女性 普通科 29 面談をもう少し濃くやってほしかった

1382 男性 普通科 33 面談を増やしてほしかった

1383 男性 普通科 33 役に立ちそうになかった

1384 男性 工業科 26 有名な企業を教えて欲しかった。

1385 男性 工業科 27 有名企業を進めてほしかった

1386 男性 工業科 28 様々な企業に対してのインターシップ

1387 男性 普通科 25 様々な職業の勧誘活動

1388 男性 普通科 32 様々な職種の説明と給料に関しての話    またはお金にまつわる話

1389 男性 農業科 35 履歴書の書き方

1390 女性 商業科 32 履歴書の書き方や面接指導

1391 女性 普通科 27 離職、転職をしても問題ないという安心を与えてくれる講座

1392 男性 工業科 26 離職の理由の説明

1393 男性 商業科 26 離職率

1394 女性 商業科 30 離職率

1395 女性 商業科 20 良いことばかり教えてよくないところを教えてくれなかった

1396 男性 工業科 31 良いと思う企業についてたくさんの人に意見を聞いてみたかった。

1397 男性 商業科 29 良いと思って入社した

1398 男性 普通科 29 良くしてもらったので特にない  時間が経ったので覚えていないこともあるが

1399 女性 普通科 27 練習をもう少し減らして欲しかった  練習し過ぎで不自然になるため

1400 男性 普通科 30
労働基準など  多少なりとも会社と戦える知恵を授けて欲しかった  派遣社員としても働いた
事が有るが最後は担当者とやり合って辞めた

1401 男性 普通科 37 労働条件の内容をもっと具体的に伝えてほしかった。

1402 女性 その他 33 労働条件を知りたかった

1403 女性 普通科 24 話が聞きたかった

1404 男性 工業科 27 話しが聞きたかった

1405 女性 普通科 25 話しをもっと聞きたかった

1406 男性 その他 30 話しを聞かしてもらう

1407 男性 工業科 38 話しを聞く

1408 男性 普通科 38 話し合いが全くなかった

1409 男性 普通科 27 話の機会を多く設ける

1410 女性 総合学科 25 話はいろんな人から聞く。

1411 男性 普通科 27 話を聞いてほしい

1412 女性 商業科 32 話を聞いてほしい。

1413 女性 普通科 35 話を聞いてほしかった

1414 男性 工業科 34 話を聞いて欲しい

1415 男性 商業科 32 話を聞きたかった

1416 女性 その他 28 話を聞く

1417 男性 工業科 37 話を聞くこと

1418 女性 商業科 30
綺麗ごとの話しばかりでなく、残業の多さや労働環境のことなど、現実的な話をもう少ししてほ
しかった。

1419 男性 農業科 25
綺麗なところだけじゃなくてもっと汚いところも教えて欲しかった。  最初に就職したところが相
当アレだったので
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