
動機が低くなった面接

【コメントデータについて】
・全部で206件のデータがあり、ページ数では7ページとなります。印刷の際は、ご注意ください。

・大学名五十音順に並んでいます。

※コメントは、学生の方から回答があった通りに記載しています。誤字・脱字がある場合がございますが、ご了承ください。

# 属性 生コメント

1 青山学院大学/文系/男性 社会人としてよりも、一人の人間としてあり得ない行動をされた時。もちろん意図は分かっています
が、立場を利用した物言いや態度は、学生をなめているとしか考えられない。

2 青山学院大学/文系/女性 対応がよくなかったこと

3 青山学院大学/文系/女性 興味をもった学生ともたなかった学生に対して態度があからさまな面接は動機が低くなりました。

4 青山学院大学/理系/男性 入社したら上司になるであろう面接官の方が、私の理想とする社会人像とは異なっていたため、志
望度が下がったことがあった。

5 茨城大学大学院/理系/女性 面接官が聞く気がなく時間を気にしていた。

6 岩手大学/文系/女性 面接の指定の時間に会場に行ったのにもかかわらず、2時間半またされたこと。時間にルーズなと
ころをみて、信用がなくなりました。

7 宇都宮大学大学院/理系/男
性

グローバル化はあまり考えていないと伝えられ，志望動機が低くなった．

8 江戸川大学/文系/女性 グループ面接で一緒に受けた学生が良くなかった（待ち時間に携帯をいじる、敬語が使えないな
ど）

9 大阪市立大学/文系/男性 面接が適当すぎる。
10 大阪市立大学/文系/女性 興味が無さそうな態度をされたとき。
11 大阪市立大学大学院/理系/

男性
面接官が適当，二次面接でも交通費の支給がない

12 大阪経済大学/文系/女性 本当に自分にこんなことが出来るのかと思うと、動機が下がった。

13 大阪大学/文系/男性 圧迫面接を受けた。面接が時間通りに終わらない。

14 大阪大学/文系/女性 応対が適当だったり、自分と合わないと感じた

15 大阪大学/理系/女性 志望動機を聞かれなかった会社については、自分自身の人柄を見てるのではなくただ人手が欲し
いだけなのではと感じてしまい、動機が低くなりました。

16 大阪大学大学院/文系/男性 こちらの発言を過度にネガティブに捉えられた。

17 大阪大学大学院/文系/男性 １．社員の対応が雑。　２．明らかに社員の頭が悪い。　３．面談やりすぎ。

18 大阪大学大学院/理系/男性 会話が続かないことがあると動機が低くなりました。

19 大阪府立大学/文系/女性 人事がいまいち
20 岡山大学大学院/理系/男性 イメージしていた仕事内容と違ったから。

21 岡山大学大学院/理系/女性 社員の対応が適当だった

22 岡山大学大学院/理系/女性 面接時間の大幅なずれ。開始予定時間から1時間押していた。次の予定があったため順番を変更
してもらうことで対応していただいたが、1時間はずれすぎだと思った。学生だって暇じゃないので、
もう少し考えたタイムスケジュールを組んでほしかった。

23 小樽商科大学/文系/女性 冷たい雰囲気だった
24 小樽商科大学/文系/女性 時間にルーズだったり、投げやりな印象を受けると志望度が低くなります。

25 お茶の水女子大学/理系/女
性

圧迫面接をされたとき。

26 学習院大学/文系/女性 圧迫なのかもしれないが、足や腕を組まれると残念に思う。そうさせる自分に問題があるのかもし
れないが。

27 神奈川大学/文系/女性 聞かれた質問に答えたのに、別の世間話？のような話にいきなりなり、反応に困ったこと。

28 金沢大学大学院/理系/男性 面接官がやる気ない、言葉がきつい

29 金沢大学大学院/理系/男性 ・面接官の態度が非常に悪かった時。こちらが試験を受けさせて頂いてるの重々承知ですが．疲
れているのかわざとなのか，コチラとしては志望度が下がります．

30 金沢大学大学院/理系/女性 面接官の印象が良くなかった

31 関西大学/文系/女性 合否が連絡されるはずの日に連絡が来なかったことで志望度が下がった

動機が低くなった面接
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# 属性 生コメント

32 関西大学/文系/女性 ゼミの学習内容とその企業の事業内容が違い、そのために志望度が低いと勝手に決めつけられ
たため

33 関西学院大学大学院/理系/
女性

履歴書の始め（高校卒業）から、浪人、家族構成や親の職業をしつこく質問され、現在の自分の像
をあまり重視してくれなかった。

34 関西福祉科学大学/文系/女
性

人事の方が、あまりにも態度が悪かった企業がありました。圧迫面接にしろ社会人としてのマナー
がなっていないのでは…と感じた。

35 関西学院大学/文系/男性 社員の方が魅力的ではなかった。
36 北九州市立大学/文系/女性 自己分析の甘さと、面接官の態度です。

37 北九州市立大学/文系/女性 実際に本社をみて、雰囲気が印象と違った事

38 九州工業大学大学院/理系/
女性

圧迫面接

39 九州大学大学院/文系/男性 逆になぜうちじゃいけないのか？をやたらと追求してくる会社の志望度が下がった。低能なのに高
圧的、上から目線の社員がいる会社には志望度が低くなる。

40 京都工芸繊維大学/理系/女
性

集団面接において、ただ就活生の話を書き留めるだけの愛想がない面接官で、冷たい感じがし
た。

41 京都大学/文系/男性 ・社員の方の考えと自分の考えがズレていたと感じたこと。

42 京都大学/理系/女性 第一志望とは違う業界であったので、その気持ちが浮き彫りとなった

43 京都大学大学院/理系/男性 あいさつをしたのに返してくれなかった。

44 京都大学大学院/理系/男性 人事の方の，就活性に対する扱いが適切でない場合

45 京都大学大学院/理系/男性 こんな人が面接をやっていて大丈夫なのかという人に会った時

46 京都大学大学院/理系/男性 社員が頑固だったり、おどおどしていたりすると志望度は下がります。

47 京都大学大学院/理系/女性 「大学院にコネで入ったのではないか」と遠回しに聞かれたことです。

48 共立女子大学大学院/文系/
女性

私自身についてではなく、その会社についてや志望動機、他社の就活状況ばかり聞かれた時。

49 群馬大学大学院/理系/女性 垣間見る社内の雰囲気が暗い

50 慶應義塾大学/文系/男性 人事の方がやる気なかった。

51 慶應義塾大学/文系/男性 面接官が話を対して聞いてなかった

52 慶應義塾大学/文系/女性 圧迫だったとき
53 慶應義塾大学/文系/女性 質問したときに、答えが適当だった。
54 慶應義塾大学/文系/女性 質問の意図が分からなかった。面接官の態度が悪かった。
55 慶應義塾大学/文系/女性 対峙する社員の方の喋り方がはきはきしておらず、説明会で感じていた明るい社風との乖離を感じ

た

56 慶應義塾大学/文系/女性 うまく質問に答えられなかった時。答えている最中に「この回答はダメだな」と思うくらい、基準を下
回る答えをしてしまった。

57 慶應義塾大学/理系/男性 質問が分かりにくかったり、理解しにくかった際に通じていないことにいらだつような仕草をされた
瞬間。

58 慶應義塾大学大学院/理系/
男性

あからさまな圧迫面接があった。

59 工学院大学大学院/理系/男
性

社員の方の態度

60 神戸大学/文系/女性 反応がつめたい

61 神戸大学/文系/女性 態度が悪かった。一度も笑顔が見れなかった。
62 神戸学院大学/理系/女性 アットホームを強調しすぎていて、面接という感じがせず、緊張感が全くなかったので、逆にいけな

いと感じた。

63 神戸大学大学院/文系/男性 面接官が非常に感情的であったこと

64 神戸大学大学院/理系/女性 圧迫面接をされた会社は志望度が下がりました。

65 神戸大学大学院/理系/女性 時間通りに始まらず、面接までの待ち時間がとても長かった。
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66 神戸薬科大学/理系/男性 筆記選考が多い。

67 神戸薬科大学/理系/女性 面接中に名前を間違われた。

68 国際基督教大学/文系/女性 話を否定的に受け止められた

69 国際基督教大学/文系/女性 明らかにESを読んでいないと分かるような質問をなさったこと

70 国際基督教大学/文系/女性 似たようなことを何度も聞いてくる。ESを出しているのだから、事前に読んでおいてほしい。

71 滋賀大学/文系/女性 面接での人事の方の対応として、終始目線が下向きであり、なかなか目を合わすことがないという
ことがあり、コミュニケーションがとれなかったという印象を持ったと同時に、あまり一緒に働きたい
とは思わなかったからです。

72 下関市立大学/文系/女性 無表情で淡々と質問されたとき。待ち時間が長かったとき

73 十文字学園女子大学/理系/
女性

初めての面接が圧迫面接とまではいかないがすごく感じが悪かった。

74 首都大学東京/理系/男性 親族への質問があったこと
75 上智大学/文系/男性 そういう面接のスタイルなのかもしれませんが、こちらが何を話しても反応が悪く受け答えがなく一

方的に話しているような状況になった時に感じ悪いと思いました。

76 上智大学/文系/女性 面接官の雰囲気があまり良くなかったため。

77 上智大学/文系/女性 自分自身のことについてあまり聞いてもらえないとき。

78 上智大学大学院/理系/男性 すこし圧迫で若干下がった

79 上智大学大学院/理系/男性 フィーリングが合わなかったとき。優秀じゃないと思ったとき。

80 昭和薬科大学/理系/女性 集団面接で、不平等に質問が割り当てられ、疎外感を感じさせるような空間を作り上げられた時。

81 成蹊大学/文系/男性 途中から説教みたいなことが始ったこと。特に志望していない企業だったので志望動機などが曖昧
だったことが原因だと思います。

82 成蹊大学/文系/女性 態度がひどく、辞退した。
83 成城大学/理系/男性 祈られ続けてモチベーションが下がってきた。自己否定されているようで納得がいかない。

84 専修大学/文系/女性 ・面接官とのやりとりを通じて、自分の軸とのズレを発見した時

85 多摩大学/文系/女性 面接をする前から面接官の方の態度が酷かった。あからさまに興味がないという感じで、質問も全
くなし。二次選考だったので興味がないならば何故一次を合格にしたのか分からなかった。適当さ
が端々に見えたので、「こんな会社には絶対に行きたくない」と思った。

86 千葉大学/文系/女性 自分の軸を否定されたとき
87 千葉工業大学大学院/理系/

男性
会社理念の丸暗記を強要された

88 千葉工業大学大学院/理系/
女性

給料の中に種々の手当てが含まれており，他者と比べてかなり安かった．内々定後に知らされるよ
りはましだが，志望度は下がった．

89 千葉大学大学院/理系/男性 説明会で説明していなかったことを後から知らされたこと

90 千葉大学大学院/理系/男性 民間企業は利益追求を1番に考えており、多くの人に貢献できないと感じた

91 千葉大学大学院/理系/男性 説明のパワーポイントの誤字・脱字が多かった。去年に二社が合併してできた企業で先輩社員の
方の話を聴いて、元の会社が違う従業員同士での軋轢がありそうに感じた。

92 中央大学/文系/男性 業務が目的化し、つまらなさそうに仕事に取り組んでいる社員と話をした時。

93 中京大学/文系/男性 決まりきったマニュアルに従うだけの作業のような仕事だと感じた企業があった

94 中京大学/文系/女性 私の話に興味を持とうとして頂けなかったことです。

95 中京大学/文系/女性 企業として数年後の目標を尋ねたら、ないと言われたこと。
96 中京大学/文系/女性 業界について知れば知るほど自分があまり興味がないと感じ、自分の軸が見えてきたことがあっ

た。

97 筑波大学/理系/女性 曖昧な質問が多いと、自分の価値観と合っていないのではないかと感じました。

98 筑波大学大学院/文系/女性 うまく話を引き出してくれない場合は、自分とあってない会社だと感じる。
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# 属性 生コメント

99 筑波大学大学院/理系/男性 担当者のやる気が見られなかったり（声が小さい等）、無愛想だった場合は志望度が下がった。

100 筑波大学大学院/理系/女性 面接官が杓子定規で学生を見下した感じだった。

101 筑波大学大学院/理系/女性 面接官に覇気が感じられなかった。会社の雰囲気やお会いした社員さんの雰囲気が自分とは合わ
ないなと感じた。

102 電気通信大学/理系/男性 人事の人の印象が悪かった
103 電気通信大学/理系/男性 同じ志望理由を何度も聞いてくる圧迫面接。
104 東京学芸大学/文系/女性 人事の方の態度が悪いとき。
105 東京学芸大学/文系/女性 社長との1対2（就活生が2人）の面接中に、社長の電話がなり、マナーモードになっていなかったこ

と。また、その電話に面接中に出たこと。他にも途中で何回か席をはずしたりして、こんなマナーの
悪い社長の下では絶対働きたくないと思いました。

106 東京工業大学大学院/理系/
男性

面接結果を２週間以内に来ると言われたが、２週間過ぎて連絡が来たこと。合格で嬉しい半面、社
会人として約束を守らないのは印象が悪い。

107 東京女子大学/文系/女性 人事の人の態度が悪い

108 東京大学/文系/男性 堅苦しい会話しかなかったとき。

109 東京大学/文系/男性 いい加減な対応、時間を気にしすぎる、言葉遣いの荒さなどが気になった。

110 東京大学/文系/女性 この人と働きたいと思わない
111 東京大学/文系/女性 社員の方に熱意が全く感じられなかった時。

112 東京大学/理系/女性 体制が旧いこと。

113 東京大学大学院/理系/男性 話に矛盾を感じたとき

114 東京大学大学院/理系/男性 聞いてはいけないようなプライバシーに関わる質問を容赦なくぶつけてきたこと。

115 東京大学大学院/理系/男性 面接官とのやりとりの中で、独善的な考え方を持っているように見える部分があり、志望度が低く
なった。

116 東京大学大学院/理系/女性 周りの学生の意識が低い

117 東京都市大学/文系/女性 「選んでやっている」って雰囲気を出している人事の方。
118 東京農業大学/理系/女性 面接時の雰囲気が堅苦しかったり、お説教のような時もあり、そのような会社は印象が少し悪くなり

ました。

119 東京農工大学大学院/理系/
女性

人事の人が、あまり現場を理解していないように感じた。

120 東京農工大学大学院/理系/
女性

面接の最後に、何か質問はありますか？という質問の際に、技術面で一つだけ聞いておきたいこと
があったため質問をしました。その質問に対する返答で「技術の人間じゃないから分からないな」と
返されました。自社の仕事にあまり興味がないのかと感じてしまい、共に働く気になれなくなったの
で動機がとても低くなりました。

121 東京薬科大学大学院/理系/
女性

面接をしたにもかかわらず落ちた場合には結果を教えていただけなかったり、研究概要を提出した
にもかかわらず、全く異なる分野の実験技術ができるかを聞かれた時には志望度が低くなりまし
た。

122 東京理科大学/理系/男性 質疑応答に答えてくれない。

123 東京理科大学/理系/女性 話の途中で遮られたこと。

124 東京理科大学大学院/理系/
男性

話ずらい面接官 こちらに興味がない感じがしたとき

125 東京理科大学大学院/理系/
男性

面接官が足を組み、椅子にふんずりかえっていたこと。

126 東京理科大学大学院/理系/
女性

希望職種と違う職種を提案された

127 同志社大学/文系/女性 頼りない方だったので、この企業は大丈夫なのかなと感じました。

128 同志社大学/文系/女性 面接の日程の電話が、何度もかかってきて何度も変更させられたこと。

129 同志社大学/文系/女性 自分を除いた全員が型にはまった答えを暗唱するかのような面接にであったこと。

130 同志社大学/文系/女性 雰囲気で自分とは合わないと感じてしまったら動機は低くなりました。

131 東北大学大学院/文系/男性 社員がロジカルでなく、質問に正面から答えて頂けなかった時

132 東北大学大学院/理系/女性 面接官にドクターへの進学を勧められた。

133 東北大学大学院/理系/女性 求められている能力と自分の方向性の違い
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134 東北薬科大学/理系/女性 圧迫面接

135 東洋大学/文系/女性 面接で興味が全くないような態度をとられた時です。

136 東洋大学/文系/女性 面接を通して、面接官の考えや採用方針と共感できない部分が見つかったとき。

137 豊橋技術科学大学大学院/理
系/女性

面接官との相性が悪かった、会話の中で自分のビジョンと会社のビジョンの小さなズレを感じた

138 長崎大学大学院/理系/男性 会社の開発中の製品や強みなどについて質問した時に、相手側が曖昧な返事しか返ってこなかっ
たので不安になりました。

139 中村学園大学/文系/女性 面接官の価値観を押し付けられた。

140 名古屋大学/文系/男性 面接官がしどろもどろでした。
141 名古屋大学大学院/理系/男

性
面接の最後に投げやりな態度になられた。

142 名古屋大学大学院/理系/女
性

圧迫面接で、嫌なことばかり言われたこと。

143 奈良女子大学/文系/女性 社員さんの頭が悪いと感じた時。
144 南山大学/理系/女性 女性は、総合職でとらないから一般に変わらないかと言われたから。
145 二松学舎大学/文系/女性 チャレンジしていこう、若い人にも上に行く事が出来ると言っているにも関わらず、いろんな仕事は

出来なく上にも行けない事が話を聞いて解ったから

146 日本大学/文系/男性 明らかに台本を見ながら面接をされている時です。

147 日本大学/文系/女性 面接官がただ志望者の話を聞くだけのグループ面接。特に反応がない。
148 日本大学/理系/男性 上から目線で、学生を選んで当然という態度。

149 日本大学大学院/理系/男性 お祈りされたこと。

150 日本大学大学院/理系/女性 受付事務の女性の対応が悪かった。

151 日本福祉大学/文系/男性 その企業のことをよく分かっていなかったことがある。
152 一橋大学/文系/男性 社員が堅物
153 一橋大学/文系/女性 面接官の質問の内容とか質が「？」ってかんじだった。
154 一橋大学大学院/文系/男性 人を見下してた、冷たかった

155 広島大学/文系/女性 人事の人が私の話をつまらなそうに聞いていたこと

156 広島大学大学院/理系/男性 企業研究ができていないと指摘され、その企業に就職したいかどうかわからなくなった。

157 法政大学/文系/男性 圧迫的な面接をされたとき。

158 法政大学/文系/女性 面接官と合わなかった
159 法政大学/文系/女性 追求が細かく、何を言っても無表情だった企業の面接です。
160 法政大学大学院/理系/男性 面接官の話し方が好意的ではなかった。

161 法政大学大学院/理系/男性 役員や社員の方の身だしなみ(服装や靴、時計など)

162 星薬科大学/理系/男性 人事の対応が横柄だったとき

163 北海道大学/理系/女性 面接官が応募職種と全く関係のない事務職の方だった。質問内容も無難なもので何を見られてい
るのかわからなかった。

164 三重大学大学院/理系/女性 育児と仕事とどちらを優先しますかという質問をされた時。

165 明海大学/文系/女性 同じ日に説明会と選考で、説明会で自分が思っていた企業ではないと感じてしまった

166 明治学院大学/文系/男性 熱さや真剣さが伝わってこない時。社員に対してもそういう扱いをするのかと思ってしまうからで
す。

167 明治大学/文系/男性 面接官の方がすごくやる期がなさそうであった場合です。特に本当に話を聞いてくださっているの
かわからない場合は志望度は下がります。

168 明治大学/文系/女性 無表情、笑わない、冷たい言い方

169 明治大学/文系/女性 想像以上に離職率が高い事がわかった。

170 明治大学/文系/女性 作戦なのかもしれませんが、まったく笑わず淡々としていた面接官の企業はあまり行きたくないと
感じてしまいました。

171 明治大学/文系/女性 上手く説明できないところをとことん攻めてくる会社。それだけ学生のことを知りたいっていうことな
んだと思うが、会社に入ってからもねちねち言われるんじゃないか、こういう人と働いたら自分がつ
ぶされるんじゃないかと思ってしまう。
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動機が低くなった面接

# 属性 生コメント

172 明治大学大学院/理系/男性 社員の雰囲気とのミスマッチ

173 安田女子大学/文系/女性 面接官の態度が適当すぎて、この会社はやめようと思いました。ですので、この企業さんの選考は
かなり進んでいたのですが辞退しました。

174 山形大学/文系/女性 面接をしてくださる方と自分の雰囲気が全く合わないと感じました。

175 山口大学/理系/女性 面接官が、正しい日本語を使えていなかった。
176 横浜市立大学/文系/女性 集団面接で、明らかに一人だけに興味を持っている様子がわかった。また、わたしが話していない

時にわたしの履歴書に何かメモをしたのが気になった。気に障った。

177 横浜市立大学大学院/理系/
女性

圧迫面接。いくら選考活動とはいえ不愉快でした。

178 横浜国立大学/文系/女性 グループ面接の時、面接官が明らかに興味無さそうに話を聞いていたこと。多くの志望者と会い疲
れているのは分かるが、それを態度に出すのは大人としてどうなのかと感じた。

179 横浜国立大学/文系/女性 ・機械的に処理されている感じのする面接だった。・面接官が眠そうだった。はじめからこちらに興
味を持ってくれていないことが伝わってきて、やる気がなくなった。・面接時間が短かった。（10分以
下だった。）・選考結果が伝えられなかった。不採用だとしてもその旨を伝えてもらえないと切り替え
ができない。

180 横浜国立大学大学院/理系/
男性

面接官の質問が私だけ少なかった。

181 横浜国立大学大学院/理系/
男性

直属の上司になる方が面接官となり、この人とは雰囲気が合わないと感じたことがある

182 横浜国立大学大学院/理系/
男性

会社の入り口が整頓されていない、人事以外の人間が冷たいなど、会社の本質に近い部分に触
れることで志望度が大幅にさがりました。

183 立教大学/文系/男性 面接の質問の意図が不明で失敗したと感じたが、通過したこと。

184 立教大学/文系/男性 深く掘り下げられ過ぎると、「じゃあ貴方は同じ質問に答えられるのか」と反感を持ってしまったこと
があった。

185 立教大学/文系/女性 対応や受付の印象が悪かったとき。
186 立教大学/文系/女性 圧迫面接された。選考に嫌な就活生がいた。

187 立教大学/文系/女性 面接官の態度や雰囲気をみて自分とは違うと思い志望度下がった。
188 立教大学/文系/女性 営業を志望していたが、面接中に、自社の営業スタイルとあなたの性格があまり合っていない、と

いうことを暗に言われ続けた。

189 立教大学/文系/女性 機械的な面接や嫌な質問ばかりする面接。聞いて何も突っ込まないのは失礼。興味ないんだった
ら聞かないで！短所ばかり聞いて、自己ＰＲ聞かないのは、私の何を知りたいの？という気持ちに
なりました。

190 立教大学/理系/男性 面接官のやる気がなさそうな企業があり、そこには行きたくないと感じた。

191 立命館大学/文系/男性 面接官の雰囲気
192 立命館大学/文系/女性 集団面接の人数が多すぎたり時間が短いこと

193 立命館大学/文系/女性 企業とマッチングしてない。面接官が尊敬できない。
194 立命館大学大学院/理系/男

性
時間にルーズ

195 立命館大学大学院/理系/男
性

感情的な面接官ややる気のない人事を見たとき

196 早稲田大学/文系/男性 新卒の学生を見下しているような言動が垣間見えたとき。

197 早稲田大学/文系/男性 説明を聞く中で、自分の夢を実現できる環境がないと思ったとき

198 早稲田大学/文系/女性 学生を批判するような面接官だったとき

199 早稲田大学/文系/女性 ・同業他社の悪口を言う社員がいた。・高圧的な態度の面接。

200 早稲田大学/文系/女性 面接官の携帯電話が鳴り、普通に出て応対していたこと。たいして謝ってもくれませんでした。

201 早稲田大学/文系/女性 面接官の態度などが自分には合わないと感じた。ほかの受験者とも馬が合わない印象を受けた。

202 早稲田大学大学院/理系/男
性

面接官が話を聞く態度を見せないところは行きたくなくなる。

203 早稲田大学大学院/理系/男
性

面接をした社員さんがまじめすぎて，この会社に行きたいないと思った．
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204 早稲田大学大学院/理系/女
性

面接官の態度が印象悪かったこと

205 早稲田大学大学院/理系/女
性

された質問が一時的に、答えられなく、詰まったときです。

206 早稲田大学大学院/理系/女
性

社員が話す内容によって、自分の性格と社風が合っていないのではと感じたから。
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