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~全ての質問に対して回答あり~
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~はじめに~志望動機の意図

志望動機は本選考だけでなく、インターンの応募でも課されることが多いです。

では、企業はなぜ面接やエントリーシートで志望動機を求めるのでしょうか。

企業がエントリーシートで志望動機を聞く理由は以下の3つあります。

● 理由①：志望度を測るため

● 理由②：自社で活躍してくれる人材かどうかを知るため

● 理由③：早期退職を防ぐため

それでは、志望動機の質問と回答を紹介していきます。
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~第1章~ES対策

まず、ESで落ちないためには、過去に受かったESの
志望動機を参考にすることが必要です！

先輩たちのESを見ずにそのまま提出してしまうと、通
過率を上げる機会を逃すことになります！

そのためESを書く時は、必ずあなたと志望動機が似
ている内定者のESを参考にしてみてください！

内定者のESを見るには、以下の無料サービスを利用
してみてください。
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unisytle（ES無料閲覧サイト）

- 企業別に面接対策ができる

- 選考通過したESが62,219枚見放題
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JobSpring（無料ES添削サービス）

- 添削の質が高く、ES通過率がUPする

- 内定獲得までサポートが手厚い
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適性診断AnalyzaU+（自己分析）

– 強み/弱みを6タイプ25項目で診断

– 355,000人の就活生が利用中

– 適性を見た企業から直接スカウト
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（1）大手企業に内定したESが62,909枚見放題の「unistyle」

unistyleの特徴
①：内定者のES過去問が62,909枚見放題

　　②：大手企業の面接過去問が見れる

　　

　　③：就活に役立つ、質の高いコラムが豊富

>> unistyleで内定者のES内容を見る
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（2）無料でES添削をしてくれる「JobSpring」

JobSpringの特徴
①： ES添削を無料でしてくれる

②：面接練習できるから面接通過率がUPする

③：自己分析から内定獲得までサポートが手厚い

>>JobSpringでES通過率を上げる
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（3）適性検査を「しっかり」対策できる適性診断AnalyzeU+

適性診断AnalyzeU+の特徴
①：251問の質問でしっかり強み / 弱みがわかる

②：146,000人が利用している（就活生の人気No.1）

③：診断結果を見た企業からオファーがくる

>>適性診断AnalyzeU＋で強み診断してみる
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~第2章~志望動機編38選

（1）IT業界

志望動機編：IT業界

私は学生時代に飲食店のアルバイトリーダーをしていました。

大材のアルバイトスタッフを管理する中で業務をサポートしてくれるツールに助けられた

おり、システムが私たちの生活から仕事までをより良くしてくれていることを実感するよう

になりました。

次は自分自身がシステムによって人々に感動を届ける側になりたいと思い、IT企業であ
る御社のエンジニア職を受けました。

今までプログラミングの経験はないですが、現在は独学で勉強をしておりいます。

また御社では未経験からでも一流のエンジニアになれる研修があると聞いているので、

そこで技術を磨いていきたいとも思っております。

学生時代の接客業の経験から相手のニーズを読み取ることは強みだと思っているので、

システムを作る際のクライアントのニーズを読み取り、よいツールを作れるエンジニアに

なります。
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（2）損害保険業界

志望動機編：損害保険業界

私は損害保険業界の営業部門を通じて、御社の魅力的な商品で一人でも多くの加入者

に安心を与えたいと考え、御社を志望しました。

御社の損害保険商品は非常にバリエーションが豊かかつ低価格で、どのようなお客様も

加入しやすい商品であり、だからこそ今後さらに多くのお客様に安心を届けることができ

ます。

実際に私の母が交通事故を起こした際に、相手との示談サービスのおかげで、「自分一

人では何もできなかったからとても助かった」と安心していました。

私の母のように、いざ何かが起きた際に心から入っていてよかったと思って貰うために

も、御社の商品を私の手でより多くの人の元へと届けたいと考えています。

（3）生命保険業界

志望動機編：生命保険業界

日常生活をしていたら誰しも病気、事故などにあう可能性がありその時に一番助けにな

るのは生命保険です。

生命保険は他の金融業界と違い、誰にでもニーズがあるモノで、その人自身と周りの人

達の安心な生活を保証する大切なモノです。

また保険は安心を提供するという点で、これからも重要であると思い保険業界を志望し

ました。

御社を志望した理由は、第3者機関から見た支払い能力が高いという点と保有契約高が
常に右肩上がりという点です。

支払い能力が高いということは健全な経営をされていて、保有契約高が上がっていくこと

はお客様の信頼を得られる充実したサービスがあるということだと考えており、御社を志

望しました。

御社の信頼されている保険を保険の重要さに気づいていない人にも提供することで、御

社へ貢献していきたと考えています。
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（4）銀行業界

志望動機編：銀行業界

元々、日々多くのお金が動く金融業界に興味があり、特に銀行は金融業界の中でも個

人、企業に対して重要な役割を果たしており、やりがいが感じられると思っています。

これからの時代は信頼関係の構築がより大切になってきていると感じています。最近、

クラウドファンディングが流行っているのも、信頼関係が大切になっている証拠の1つだと
思います。

貴行のお客さまからの信頼を全てに優先するという理念が、私の大切だと考えているこ

とと同じだったので貴行を志望しました。

私は社会貢献できるよう、お客様のニーズにそって必要なサービスを提供し、信頼関係

を築いて貴行の発展に貢献していきたいと考えています。

（5）インフラ業界

志望動機編：インフラ業界

「どこにいても、まるで隣にいるような、人と人が繋がることができる世界」を当たり前にし

たいです。

短期留学を通し、人との繋がりが幸福度に繋がっていると確信しました。

この世界を実現し、孤独死や地方格差の問題を解決し、日本人の幸福度も上げていき

たいです。

貴社にはICTの技術力、圧倒的顧客数によるデータ、挑戦を共に成し遂げていく人やハ
゚ートナー企業、今後の5Gへの1兆円の投資により実現できると考えています。

アルバイト先の予備校では、日本1合格率の高い校舎を作るという目標を達成するため
に、周りと協力し困難を乗り越えてきました。

この経験を活かし、多くの人や企業を巻き込みながら貴社で上記の夢を叶えたいです。
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（6）製造業

志望動機編：製造業

私が貴社を志望した理由は2点あります。

1点目は、私たちの日常の一部になっている貴社のツールに自分が携わり進化させるこ
とができれば人々の生活の質や幸福度をあげることができるのではないかと考えている

からです。

貴社のツールは日常生活の一部であると同時に、コミュニケーションツールの範疇を超

えた様々なサービスを提供できるプラットフォームであると考えています。

貴社のツール1つで人々に必要なサービスを提供することができれば、日常生活の便利
性は格段に上昇し、人々の役に立てるのではないかと考えました。

2点目は、チームを組んで仕事に取り組めることです。

私は大学4年間野球部に所属して過ごしています。

そこで1年間主将として活動した経験があり、チームやリーダーシップについて失敗した
経験があります。その失敗から学んだことを自分に取り込み次に活かすことができるの

ではないかと考えました。

企画営業職では、法人とのパートナーシップをとる機会もあり、そこでもクライアントと

チームを組むという意味合いもあるかと思います。

このように自分はチームで物事に取り組むことが好きであり、やりがいを感じることがで

きることから貴社を志望いたしました。
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（7）広告業界

志望動機編：広告業界

私は広告を通じて、社会課題に配慮した商品と顧客を結びつける仕事がしたい。

現在の商品広告の課題として、商品の質がどの企業のものも高くなり、質をアピールす

る広告の訴求力が弱まっていることがあると考えている。

こうした状況のなかで、今後顧客は社会課題により配慮している商品を手に取るように

なると思う。

私は貴社に入社して、社会課題への配慮度の高さを、よりアピールできる商品広告に携

わりたい。

私は大学時代、所属するサークルで、動物倫理に配慮して動物実験をしない商品などを

作っている企業の社員を集めたイベントを開催した。

課題について真剣に考え、イベントを開催する意義を熱心に伝えたことで、声をおかけし

た3つの企業全てにお越しいただくことができた。

この経験で発揮した課題に誠実に向き合う姿勢を活かして、貴社においてはクライアント

が関心を寄せる課題に真剣に向き合い、社会課題への配慮をPRする商品広告を実現し
ていきたい。

貴社ではクライアントが向き合う課題に責任あるパートナーとして向き合う「パートナー主

義」を掲げている。

社会課題に真剣に向き合って語ることができる私の姿勢と、貴社の「パートナー主義」の

哲学の相乗効果で、社会課題に配慮した商品と顧客を結びつける仕事を実現できると

考えている。

（8）自動車業界

志望動機編：自動車業界

私が貴社を志望した理由はお客様の要望に合わせた製品を世に生み出したり、社会の

ニーズを読み取った新しい製品を開発したいと思ったからです。

自動車業界の技術職はお客様のご要望にマッチする製品を自社で設計して、喜んでい

ただく提案を行い、その設計で製品が生み出される仕事だと思っています。

私は、お客様の期待以上の提案などを行い、より良いものを生み出せるような仕事をし

たいと思っております。

また、貴社の技術で今後のニーズに合わせた製品を開発・設計し世の中に貢献したいと

も思っております。

貴社に入社したら技術的なプロとして育ち、世に走っている自動車や環境に貢献できる

ような仕事をしたいです。
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（9）物流業界

志望動機編：物流業界

貴社を志望する理由は、日本の輸送の仕組みをもっと効率的にすることで、経済を下支

えしたいからです。

私は、大学生になってからネット通販をよく利用するようになり、物流企業の存在が大き

いことを知りました。

ユーザ目線で「より安く、早く、安全に」利用したいという思いから、モノを運ぶ仕事に携わ

りたいと考えるようになりました。

貴社に採用されましたら、私の強みである「ITスキル」を活かし、物流システムを改善しま
す。

私は大学で情報学部に所属し、Eコマースとシステム連携について学び、現在も研究室
のメンバーと勉強会を開いています。

この経験から、特に貴社で緊急課題とされている「物流システムのIT化」に貢献できると
考えています。

貴社の輸送の仕組み改善をすることで、日本全国の輸送システムにインパクトを与え、

国内経済を活性化させたいです。

（10）一般職

志望動機編：一般職

私が貴社（御社）の一般職を志望した理由は、縁の下の力持ちとして動くことに喜びを感

じるためです。

インターンで参加した一般職の全体の業務を支える経験を通して、チームの土台となり

プロジェクトの成功を陰から支えることのやりがいを感じました。

私は常にアンテナを張って周囲に求められていることを察知することが得意だったので、

総合職の方が向いていると考えていましたが、一般職の業務を経て考えが変わりまし

た。

貴社（御社）は一般職でも裁量権をもって働けると伺いました。

そのため、私の常にアンテナを張って積極的に動く能力を生かしつつ、陰でチームを支

えて貴社（御社）に貢献できると考えています。
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（11）鉄道業界

志望動機編：鉄道業界

私は「地域の鉄道インフラを支え生活の利便性を向上させたい」という思いから、貴社を

志望します。

地方に住んでいる私にとって、貴社の鉄道はどこに行く際も必ず利用する、生活に必要

不可欠な存在でした。

この経験から、地方の鉄道インフラを支え人々に便利な生活を提供したいと考えるように

なりました。

貴社は、都市から地方まで広範囲に営業地域を持ち、多くの人々の生活を根底から支え

ていると考えます。

大学のサークルで培った「企画力」を活かし、貴社の運輸部門で、人々の生活の利便性

を高められるような運輸企画に貢献したいです。

（12）ホームセンター

志望動機編：ホームセンター

私が貴社を志望した理由は、ドラッグストアでのアルバイト経験を活かして貴社に貢献し

たいと考えたからです。

私は2年間ドラッグストアでレジや品出しのアルバイトをしていました。

アルバイトでは常に「お客様基点」の接客や品出しを心がけ、お客様からの感謝の言葉

を原動力に日々奮闘していました。

就職後も日々感謝を受けながらより良い店舗づくりができる仕事をしたいと考えていま

す。

貴社は業界でも大手の企業ですが現状に甘んじず、常にお客様の疑問の声を聞きなが

らより良い店舗を作るために努力されています。

また貴社の店員は皆さんどんなに小さな質問でも、嫌な顔一つせずに対応してくれたこ

とに、とても感動したことを覚えています。

私は貴社に入社したら、アルバイトで培った「お客様基点」の接客を活かして、より良い

店舗づくりに貢献したいと考えています。
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（13）ホテル業界

志望動機編：ホテル業界

私は貴社の「親切と和」を持ってお客様に接客をするという理念に強く共感し、志望して

おります。

私は友達と学生時代によく海外旅行に行っていたため、旅行先でホテルを利用してきま

した。

訪れた国のことを何も知らない私達のことを、ホテルで働く従業員の方々が丁寧にサー

ビスをしてくれたことに感動し、いつしかホテル業界に憧れを抱きました。

ホテル業界の中でも、貴社を志望する理由は常に「親切と和」を持って接客し、世界最高

のホテルにするという理念に共感をしたためです。

貴社で働くことで、私の外国語能力と豊富な海外旅行経験を活かしながら、私が経験し

たような日本に訪れる外国人の方の不安を解消し、旅行を存分に楽しんでもらえるよう

なサービスができると考えています。

さらに3年間続けたレストランでお客様の要望に応えるサービス精神やチームワークを磨
いてきたため、私は貴社のホテル業務で活躍をすることができると考えています。

私は学生時代の接客業で得た強みを活かしながら、貴社のホテル業務で全てのお客様

に満足いただけるよう努力し、将来お客様にも従業員にも喜んでもらえる支配人を目指

したいと考えています。

（14）食品業界

志望動機編：食品業界

私が貴社を志望した理由は、新しい価値を持つ食品を作りたいからです。

貴社のインターンシップに参加した際に、貴社が製造するオリジナル食品について学び

ました。

インターンシップの際に企業理念である「食品にあたらしい価値を」を肌で感じました。

食べることだけでなく、それ以上の価値がある食品を製造するという貴社の姿勢は「挑戦

しつづける」が軸である私にとって魅力的でした。

新しい価値を持つ食品を生み出す食品製造業に誇りを持ち、貴社で挑戦しつづけたいと

思います。
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（15）総合商社

志望動機編：総合商社

私が貴社を志望する理由は、グローバルなフィールドで様々な人やモノを繋ぎ、ビジネス

を通して日本や社会に貢献できる仕事がしたいと考えているからです。

私は学生生活で1年間の海外留学を経験しました。

この留学先で、総合商社に勤める日本人の方と関わらせていただく機会をいただき、私

自身もグローバルな環境で、ものづくりや人々の生活を支えられる仕事がしたいと考える

ようになりました。

貴社に採用されましたら、海外に駐在し、得意の語学力とコミュニケーション力を活かし

て、グローバルな地でも埋もれない日本人商社マンとして活躍したいです。

また、貴社は競合他社と比べ、特に資源分野への投資によるポートフォリオが構成され

ていること貴社の強みだと考えています。

私が求めている日本や社会に貢献できるという点を、資源というかけがえのないもので

価値提供ができると考えたので、ぜひ貴社で働きたいと考えました。

（16）専門商社

志望動機編：専門商社

私はグローバルな舞台で活躍し、鉄鋼事業を通して、世界の経済的な発展に寄与したい

と考え志望致します。

私は、ベトナムを旅した際に感じた現地の不完全さと今後の可能性に衝撃を受け、当地

の成長に結びつく事業に大きなやりがいを感じると考えました。

そこで貴社のこれまで培ってきた技術や仕事を活かして、そうした新しい発展に直接的

に貢献したいと考えています。

東南アジアを拠点に海外事業の拡大を目指す貴社のビジネスに参画し、貴社の鉄鋼事

業に持つ多くの固有機能を活かし、世界的な経済成長に継続的に必要とされる仕事を

作り出したいと考えています。

これらの理由で貴社を志望致します。
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（17）webマーケティング

志望動機編：webマーケティング

私はwebマーケティングで人々の生活をより便利にできるwebサイト作成に携わりたいと
いう思いから御社を志望します。

webサイトは今や人々の生活に欠かせないモノになり、人々の生活レベルの向上に直結
しています。

その中でも御社は、〇〇という大規模なwebサイトを運営されており社会に大きな影響
力を与えていると考えます。

私の長所である「人の気持ちをくみ取る力」を活かして、検索ユーザーの検索意図や求

めている情報を読み取ることで、より検索ユーザーに寄り添ったサイト構築に貢献したい

です。

（18）人材業界

志望動機編：人材業界

私は求職者と企業のメリットを作り出すことで経済を発展させ、豊かな社会の実現に貢

献したいと考えています。

貴社は求職者と企業のマッチングが高く、離職率が低いことで有名です。

それは人材紹介後のサポート制度が充実しているからだと考えています。

私は求職者と企業のサポートを行うことで、互いのメリットを生み出したいと考えていま

す。

大学時代は飲食店で働き、些細なことにも気づき、視野を広く持つことを覚えました。

貴社でも求職者と企業の求めるものを読み取り、必要なサポートを行うことで高い満足

度を実現し、貢献したいと考えています。

（19）居酒屋

志望動機編：居酒屋

私が居酒屋のホールを志望する理由は、強みであるコミュニケーション能力を活かし居

酒屋で活躍したいからです。

居酒屋〇〇は、以前に客として伺ったところ雰囲気が良く、夜中まで活気が続いている

印象を受けました。

また、1つ1つのサービスがお客様目線で徹底されていると感じました。

常にお客様に寄り添う姿勢と持ち前のコミュニケーション能力、明るさを武器に、ホール

として居酒屋〇〇の活気に貢献していきたいと思います。
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（20）不動産業界

志望動機編：不動産業界

私は、人々の生活に欠かせない住まいを提供する役割を担いたいと思い貴社を志望い

たしました。

私は、家族での引っ越しと大学進学時の2度、引っ越しを経験しました。

最初は、その物件がどれほどの価値があるものなのか分からない、不当な契約を結ば

れるのではないかなど、不動産の知識がないために、不安を感じていました。

そんな時、不動産販売・仲介の会社の社員の方に専門的な不動産の知識を分かりやす

く説明していただいたおかげで納得して物件を選ぶことが出来ました。

私も不動産業界でお客様に寄り添ったアドバイスができる力を身につけるために、最近

は塾講師のアルバイトで生徒との関わり方を工夫するようになりました。

貴社に入社し、営業としてお客様が安心して住まいを選ぶことができるように支援する仕

事がしたいと考えています。

（21）ブライダル業界

志望動機編：ブライダル業界

私は、ウェディングプランナーとしてお客様の「人生一番の晴れ舞台」を彩るお手伝いが

したいと考え、貴社（御社）を志望しました。

学生時代に結婚式のサービススタッフとしてアルバイトした経験を通して、新郎新婦や会

場の人々が感動する式を創る仕事をしようと決意しました。

貴社（御社）は特に大人数で行う挙式を多く取り扱っており、私は貴社（御社）で沢山の人

に囲まれて幸せな笑顔を浮かべる新郎新婦のサポートをしたいと考えています。
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（22）コンサルティング業界

志望動機編：コンサルティング業界

私は、グローバルなフィールドでイノベーションを生み出す人材になりたいと考えたため

志望致します。

貴社は、世界中の優秀な同僚や上司の方との対話をできる環境があり、私は仕事にイノ

ベーションを起こしながら、自己成長を実現できると考えています。

私は大学時代に、WEBサービス事業で起業し、自社を売却しました。

当初は、経営に関する経験や知識もなく、一進一退の経営を続けていましたが、数ある

問題にぶつかった際に「問題を解決する仕組み作り」を意識して行動し続けた結果、500
万円で売却することができました。

この経験から得た「経営者視点」という強みを活かして、貴社で経営や戦略に関するコン

サルティングができる人材になりたいと考えています。

また、戦略コンサルタントでの様々な業種、業界に関わる機会を通して、論理的思考力・

データ分析力・ビジネススキルを軸に、幅広い視点から課題に向き合える力を身に着け

たいと考えています。

そして最終的には、貴社を代表するグローバルなフィールドでイノベーションを生み出す

人材になり、成果と言う形で貢献したいと考えています。

（23）パチンコ業界

志望動機編：パチンコ業界

私が貴社（御社）を志望したのは、様々な客層のお客様に積極できる機会があると考え

たためです。

私は5年ほど飲食店でアルバイトした経験を通じて、接客のスキルを磨く楽しさを知りまし
た。

貴社（御社）はファミリー層にも親しみやすい雰囲気も重視しており、様々な客層への接

客が可能だと考えました。

また、私はバスケ部に所属していたため体力にも自信があり、貴社（御社）の業務に貢献

できると考えました。
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（24）マスコミ業界

志望動機編：マスコミ業界

私が貴社のディレクター職を志望するのは、社会課題を解決するドラマを作りたいからで

す。

大学の講義で貴社のディレクターのお話をお聞きしたことがあります。

職場の障碍者との接し方を描いたドラマについて、制作背景などをお聞きする中で、自

分も社会課題に切り込むドラマを制作したいと思うようになりました。

貴社で制作されるドラマには、エンタメ性はもちろん、社会課題への意識が感じられるド

ラマが多くあります。

私は子供の頃からこうしたドラマを視聴したことが、社会問題に関心を持つきっかけにも

なりました。

ドラマを通じて視聴者に社会問題への関心を植え付け、社会課題の解決につなげられる

環境は貴社にしかないと考えております。

（25）マーケティング職

志望動機編：マーケティング職

私が貴社を志望する理由は、貴社の化粧品の新製品のマーケティング業務に貢献した

いと考えたためです。

私は、大学でマーケティングを専門とするゼミに所属しており、その活動で地元のパン屋

へ新キャンペーンの提案を行いました。

まずは、現地調査として、来店者の年齢層や買った商品の組み合わせなどのデータを集

めるためのマニュアルを新たに作成し、その地域にどんな消費者がいるのかを調べまし

た。

その結果、新たなニーズを見つけ、そのパン屋へ新たなキャンペーンを提案し、事業化

にまで携わることが出来ました。

このゼミ活動の経験がきっかけとなり、様々な情報を集め、分析をするなど、消費者の求

めている商品開発に貢献したいと思い、貴社のマーケティング職を志望いたします。
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（26）研修制度

志望動機編：研修制度

私が貴社（御社）を志望した理由は、貴社（御社）の労働環境が整っていることに魅力を

感じたためです。

私は、入社後にマーケティングスキルを身に着けたいと考えています。

貴社（御社）はマーケティングの実務的なスキルを得られる研修制度が豊富だと伺いまし

た。

研修制度で得たスキルを、貴社（御社）が今後力を入れて伸ばそうとしているSNS事業
やコンサルティング事業に還元し、貢献したいと考えています。

（27）成長したい

志望動機編：成長したい

私はリーダーシップ力をさらに成長させたいと考えて御社を志望しました。

私は高校生までは人の上に立たないような性格でしたが、大学でサークルの幹事を経

験したことで組織をまとめ上げる喜びに気づくことができました。

御社は少人数制の組織ごとに配属されるということで、一年目から組織の先頭に立って

リーダーシップを発揮する機会を自ら作っていきたいと思います。

自分のリーダシップ力を成長させることで、御社の事業を促進させる戦力になっていきま

す。

25



（28）福利厚生

志望動機編：福利厚生

「社員の幸せを追求こそが、製品の品質担保に繋がる」と言う企業理念に共感したため、

貴社を志望しています。

貴社の製品は「他社に負けない品質の保証」が売りであり、そのために社員の幸せを追

求しているのだとお伺いしました。

実際に貴社の製品を愛用していますが、一度も故障せずに安心して利用できました。

社員の方々も自社のことを愛しており、ある社員の方は「会社の福利厚生は充実してい

て、会社は働きやすい環境を整備してくれるから、仕事に集中できる」と話してくださいま

した。

これも貴社が社員の幸せを追求した結果だと感じ、だからこそ良い製品を安定してお客

様の下に届けられるのだと思いました。

私はお客様のために仕事に熱中し、より良い製品をお届けしたいと考えています。

だからこそ貴社なら仕事に熱中することができると思い、貴社を志望しています。

（29）ワークライフバランス

志望動機編：ワークライフバランス

私が貴社を志望した理由は、貴社のワークバランスに魅力を感じたからです。

私は、入社後に宅地建物取引士の資格を取得しようと考えています。

貴社はワークバランスを重視しており環境も整っているため、仕事をしながらでも資格取

得が可能だと考えました。

貴社は不動産事業に力を入れており、近々さらに事業を発展させていく予定だと伺いま

した。

資格取得後は、宅地建物取引士の資格を生かして貴社の事業発展に貢献したいと考え

ています。
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（30）やりがい

志望動機編：やりがい

私は、親身になり支えることで人の可能性を広げることにやりがいを感じます。

そのため、御社で人の目標達成に貢献したく、志望致します。

学生時代に塾講師のアルバイトをしていた際、一人の受験生を志望校合格に導いた経

験があります。

その生徒は全力を注いでいた部活を引退後、受験勉強に対するモチベーションが低いこ

とが課題でした。

そこで、生徒の負けず嫌いでコツコツ頑張る性格を活かすために、九割以上正解で合格

とするオリジナルの小テストを作り、塾に来るたびに合格するまで小テストを実施しまし

た。

その結果、モチベーションが上がり、自主学習の時間は一日あたり五割増えました。

また当初の志望大学より難関な大学へ合格することが出来ました。

そして合格後「〇〇先生に教えてもらえてよかった」と言われた経験は私の自信に繋

がっています。

お客様の可能性を広げられるように日々努力することで、御社に貢献したいです。

（31）憧れ

志望動機編：憧れ

私が御社を志望したキッカケは、中学生の時の職業体験で仕事をされている社員さん達

がとても楽しそうだったのが魅力に感じたからです。

就職活動を通して御社について調べる中で、会社の取り組みや今後の展開だけでなく、

社会貢献の1つとして環境問題に対する取り組みが行われていることに関心を持ちまし
た。

私は信頼関係を構築するのがとても重要だと感じており、御社の信頼関係を築いていく

という方針は自分の信念と同じです。

今後は御社が展開している自社のビジネスのみならず、環境保全など他の人に多く貢献

することが社会との信頼関係を築いていけ共に持続的な成長に繋がると考えています。

御社に製品開発という点で貢献していくことが大きなやりがいを得られると考えており御

社を志望します。

（32）最後の諦め方

志望動機編：最後の諦め方
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貴社のイベントに参加した際、意欲があれば若手から成長できる「キープヤング」の社風

を肌で感じました。

社員の方のお客様と真摯に向き合い、高い向上心を持って働いている姿勢が非常に魅

力的でした。

貴社で働き、常に自分はどうしたいか考え、失敗を恐れず行動し続けることで成長してい

きたいです。

（33）安定性

志望動機編：安全性

不況時にもサービスで国民の生活を支えられる、国の仕事に魅力を感じたからです。

小学校の時、不況の煽りで父が失職し家計が不安定になったことがありました。

父が再就職するまでの間、生活費の支援を受け、生活が苦しい時に国が助けてくれる仕

組みが働いているのだな、と感じました。

私は新型コロナウイルス感染拡大のような、国全体の経済状況が苦しい状況において、

人々の生活を支える政策に携わりたいと思っています。

特に不況によって煽りを受ける、働く人々を助けるために、私は御省に入省したいです。
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（34）企業の将来性

志望動機編：企業の将来性

私は貴社の新規事業に将来性を感じ、自らの手で新しい文化を作っていきたいと考えた

ため、志望しています。

現在、貴社が開発されている新サービスは、これまでにないビジネスモデルである点、競

合他社が参入して生きていない点から高い収益性が見込まれます。

その資金を基に、さらに新たな価値を生み出す新規事業を作ることができるため、企業

として世の中に大きな影響を与える将来性が感じられます。

そこで「常に世の中に新しい価値を提供し続ける人」になるという私のビジョンを体現する

ことができると考えました。

また、学生時代に新規事業立案コンテストで関西大会に出場した経験を活かし、様々な

面で組織に貢献したいと考えています。

これら理由により、将来性のある会社の第一線で働き、企業と世の中に与える価値を高

め続けられる貴社への入社を強く志望します。

（35）社会貢献がしたい

志望動機編：社会貢献がしたい

私は、健康食品を通して多くの人の食事の栄養面をサポートし、より豊かな社会を実現

させたいと考え、御社を志望しました。

御社は「人は誰でも健康でいたい」という理念のもと、年齢層問わず様々な人々から愛さ

れている健康食品を作り続けているだけでなく、CSR活動として、世界の貧しい国々に
健康食品を届ける活動にも積極的に取り組んでいます。

世界の食や栄養面における格差は大きな課題であり、その課題解決に向けて第一線で

活躍している御社の取り組みは非常に魅力的です。

日頃食事を楽しむ人だけでなく、幅広い人々健康食品を通して、豊かな社会実現を目指

す提案をし続ける御社で、私自身も多くの人にとって健康で豊かな社会を実現したい考

えています。

また私は、世界の健康志向の人々に向けた商品の販売に力を入れ、CSR活動にも積極
的に取り組むことで、売上の向上を目指したいと考えています。

29



（36）人の役に立ちたい

志望動機編：人の役に立ちたい

私は、「塾講師として、少しでも多くの生徒を志望校合格に導くという形で、人の役に立ち

たい」ので、御社を志望しています。

私は、大学受験時代、当時の塾講師の方に様々な学びを享受させていただき、志望校

に合格し、充実した学生生活を送ることが出来ています。

現在の充実した大学生活があるのは、当時の塾講師の方のおかげと言っても過言では

ないので、本当に感謝しています。

そして、現在は、アルバイトで塾講師をしており、たくさんの生徒の進路に携わっていま

す。

そこでは、私が受けた恩を、今度は生徒に還元することが私の使命であり、私の喜びだ

と考えています。

具体的には、自身の大学受験時に身につけた自らの課題発見から解決までのプロセス

や、現在アルバイトの塾講師によって身につけている客観的視点からの生徒の課題解

決から解決までのプロセスを用いて、生徒の志望校合格率を向上させたいと考えていま

す。

そして、私は、「少しでも多くの生徒を志望校合格に導く」という形で、塾全体の合格率を

上昇させ、御社に貢献したいと考えています。

（37）社風や雰囲気

志望動機編：社風や雰囲気

私が貴社を志望したのは、貴社の「個を尊重し互いに切磋琢磨する」社風に惹かれたた

めです。

OB訪問の際に聞いた「問題が起こっても、犯人探しをするのではなく問題解決のために
お互いに問題点を指摘し合う」という話からは、社員の方の強い当事者意識や、個人の

尊重している人間関係であることがわかりました。

業界でも存在感のある立場で成長を継続しているのは、社員一人一人が互いを尊重し

ながら目の前の課題に向き合っているからだとわかりました。

私は、大学時代のアルバイトで互いに切磋琢磨し個を尊重した職場が最も自分の能力

を引き出せる環境であると知ったので、貴社を志望しました。
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（38）企業理念に共感した

志望動機編：企業理念に共感した

私は御社の企業理念の「社会の新たな価値を創造し、我々の「つながる力」で発展させ

る」に深く共感し、志望致しました。

私は、人生において人とのつながりが何よりも自分を成長させてきたと感じています。

幼少期私はいくら練習しても自転車に乗れませんでした。もう諦めようと思った時、自分

から自転車の上手い子に声をかけ、友達になりました。

その友達とのつながりのおかげで自転車に乗ることができました。

その時、つながる力が自分を成長させてくれたと実感しました。

この先も新たなつながりを作って、自分自身を成長させていきたいです。

御社で働く際には、自分自身が商品と社会をつなげる側となって、社会に新たな価値を

想像したいと思います。

「志望動機が思いつかない」「志望動機の評価をもっと上げたい」という学生は、業界のことをより

把握する必要があります。

業界研究で不安がある学生は、以下の就活イベントに参加することで業界研究が深まって、より

評価が高い志望動機が書けるので、ぜひ参加してください。

◆就活イベントおすすめ3選

1. Meets Company
2. キミスカLIVE
3. 逆求人フェスティバル
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https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZPRIY+8BH22A+3EI0+61JSI
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZNLYZ+4SNQ7M+24ZO+HV7V6
https://www.studenthunting.com/gf/

