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僕は3年生から法学部に進むのですが、将来的な目的があって行ったわけ

じゃなくて、普通に就活しようと思ってます。

私も3年生から正式に法学部に進もうと思っています。将来は、まだちゃんとは

考えてないんですけど、たぶん就職活動するかなって。漫画とか本を読むのが

好きなので、出版社とかを考えてます。

今、農学部の獣医学専修っていうところにいて、研究が第一希望で。でも、就

職は一応視野には入れています。

私は文理融合の学科だけど、主に勉強しているのは理系の内容です。情報科

学、情報学と、認知科学をやっています。周りはほぼ院に進むけど私は就職し

ようかなと思って、今ちょこちょこ活動しているところです。

率直に…時事的な常識がないなって思いました。ニュースとか

見てないのが如実にバレるなって感じですね。数学っぽい問題

［※1］は受験やってればなんとかなるみたいなところは若干ある。

私も、常識がないなってすごい感じました。【12】の問題とかほぼあってなくて。

国語［※2］とか数学は「受験で勉強したなー」って感じはあったんですけど完

全に忘れてて、だめだなって思いました（笑）。すごい能力が低下してる。

常識がないっていうのは同じ。でも聞いたことある言葉は多かったんで、そこ

は普段見てるメディアの中で、もうちょい深くみるべきなんだなって思いまし

たね。

聞いたことあるはずなんだ

けど、それに注意を払ってな

いんだなーみたいな感じ。

あと時間が普通に足りな

かったです私は。

学部と、将来の進路の希望など聞かせてください。

テストを受けてみて率直に、どうでしたか？

わからなさすぎて、余裕みたいな（笑）。

わかんないから、どう頑張ってもわかんないんだろうなーみたいな（笑）。

そうなんですよ（笑）。この本とか「７日でできる」ってあるしすぐできるのかなっ

て。受験勉強もやってきたから高を括ってたんですけど、いざ解いてみたら全

然わかんなくて、対策必要なんだって思いましたね、すごく。難しかったです。

これたぶん私、半年くらいやらないとできない（笑）。

（うなずく）うん。

対策して損はなさそう。

何らかの指針がいると思うので、参考書を買って、ある程度それに従ってやっ

ていくと思いますね。どの程度できればいいのかっていうのも知らないとだ

し。本の中に「大手を狙うなら正答率90%」って書いてあってゲゲッてなってる

んですけど（笑）。1冊を決めてやるタイプです。

“網羅性”とか気にします。あと解説がちゃんとしてるか、

とか。細かく書いてある方が僕は好きですね。

私もまずは本ですね。テストのやり方とか、どれくらい取れればいいのかとか

を目次とか最初の方に書いてある本が一番いいかなって思うので。

見やすさと、値段と、あとあんまり勉強好きじゃないので、「7日でできる」とか

短期間でできるやつをまず解きたいかな。薄めので全体を理解して、それでい

ざ就活ってなったらもうちょっと買ってやり込んだりとかします。見やすさは、

カラーとか、文字の大きさとか…あとイラスト書いてあるやつとかすごい好き

です。

本に載っている範囲の広さを基準に選びますね。あ

と、白賀さんはイラストって言ってましたけど、僕的に

はこの色とか、色使いとか好きで。だから、このピンク

の感じとか見やすいんで、直感でこれ選ぶかな。

私は、とりあえず出たとこ勝負でテストを受けて、自分は何ができないんだろ

うってなってから、対策を探すかな。全般的にできなかったら全部載っている

ような問題集を買うかもしれないし、数学系が苦手だったら、その対策をす

るっていう感じですかね。

新聞を読む。多分ニュース見るよりも

新聞読んだ方が頭に入るんじゃない

かなと思いました。一般常識とか。

受験直後だったらもうちょっと解けただろうな。センターに

近くないですか、めっちゃ。解き方とかも。

たしかに。

センターっぽい。国語、思いました。

数学系の解説だと、解き方だけでなく時間がかからない考え方とかが載って

て普通に勉強になる。解けてたとしても、あぁ自分と違う考え方、とか、こうした

らもっと早くなるとかは非常に勉強になるなぁと思うし、親切ですよね。

これめっちゃかわいい（イラストのもの見ながら）

カラーだと結構見やすいよね。

僕は「完全版」の３文字に惹かれてこれを買いますね。これでな

んとなるかな、みたいな。逆に1冊でなんとかしたい、っていう。

プラス苦手な一般常識だけをこれで買う、みたいな。

一般常識だけのもあるんだ、へぇ…。ラグビーの問題

とか、見てたらわかったかも。

…実はオレ芸人さんのネタで知ってて（笑）。

いろんなところから引っ張ってこよう、知識は。

お笑いが役にたつこともある。

何が役にたつかわからない。

不安はめちゃくちゃありますよ。自分が

どの方向性に行きたいのかよくわから

ないっていうのもありますし、勉強とは全然基準違うって言われるから全落ち

したらどうしようとか。絶対の正解がないっていうか、点数化できない部分と

かもあると思う。いつどこで対策して、誰と会って、つながって、みたいな総合

的な面がめっちゃ試されると思うんで。

私は、決まるときには決まるんじゃね？って思ってるから、不安はあんまり…。最

終的に「人」が見られたりするのかなぁっていう感覚があって。てなると、一概

に何がいけないとか何がいいとか、それこそ点数化できないって側面はある

と思うので、決まるときは決まるし、決まらないときは決まらないのかなって

思ってた方が、楽。

男前！（笑）

1年生とか2年生ですでにやりたいことを決めて、目標に向かって努力してる

人達とかが周りに多くて…。自分にはないなーってすごい焦ってた部分はあっ

て。それと、今までだったら努力した分だけ学力が身についたりしたけど、就

活は人間性とか性格とか総合した上で決まると思うので、どんなに頭が良くて

も入れない人はいるし、そこは本当に相性だなって。最近はあまり思い詰める

よりかは、斎藤さんみたいに、なるようになんじゃね？っていう思考に切り替え

始めてます。

僕は今は、研究第一希望ですけど、就活したいってなったらすごい不安。大学

受験の時に、ある大学の二次試験で面接があって、落ちちゃったんですよ。だ

から面接ってどうやればいいのかなってすごい考えてて。でも結局、行動して、

自分で経験を積んで、それをちゃんと口に出せるっていうのが一番大事かな

と思います。先輩を見ても、インターンにがんがん行ったり、

早め早めに行動する方がやっぱり成功してるし。自分の言

いたいことを話せるように行動するっていうことが大切な

のかなって。

［※1］非言語問題　［※2］言語問題

一般常識 &時事対策ならコレ



僕は3年生から法学部に進むのですが、将来的な目的があって行ったわけ

じゃなくて、普通に就活しようと思ってます。

私も3年生から正式に法学部に進もうと思っています。将来は、まだちゃんとは

考えてないんですけど、たぶん就職活動するかなって。漫画とか本を読むのが

好きなので、出版社とかを考えてます。

今、農学部の獣医学専修っていうところにいて、研究が第一希望で。でも、就

職は一応視野には入れています。

私は文理融合の学科だけど、主に勉強しているのは理系の内容です。情報科

学、情報学と、認知科学をやっています。周りはほぼ院に進むけど私は就職し

ようかなと思って、今ちょこちょこ活動しているところです。

率直に…時事的な常識がないなって思いました。ニュースとか

見てないのが如実にバレるなって感じですね。数学っぽい問題

［※1］は受験やってればなんとかなるみたいなところは若干ある。

私も、常識がないなってすごい感じました。【12】の問題とかほぼあってなくて。

国語［※2］とか数学は「受験で勉強したなー」って感じはあったんですけど完

全に忘れてて、だめだなって思いました（笑）。すごい能力が低下してる。

常識がないっていうのは同じ。でも聞いたことある言葉は多かったんで、そこ

は普段見てるメディアの中で、もうちょい深くみるべきなんだなって思いまし

たね。

聞いたことあるはずなんだ

けど、それに注意を払ってな

いんだなーみたいな感じ。

あと時間が普通に足りな

かったです私は。

白＞

齋＞

白＞

皆＞

齋＞

𠮷＞

𠮷＞

白＞

わからなさすぎて、余裕みたいな（笑）。

わかんないから、どう頑張ってもわかんないんだろうなーみたいな（笑）。

そうなんですよ（笑）。この本とか「７日でできる」ってあるしすぐできるのかなっ

て。受験勉強もやってきたから高を括ってたんですけど、いざ解いてみたら全

然わかんなくて、対策必要なんだって思いましたね、すごく。難しかったです。

これたぶん私、半年くらいやらないとできない（笑）。

（うなずく）うん。

対策して損はなさそう。

何らかの指針がいると思うので、参考書を買って、ある程度それに従ってやっ

ていくと思いますね。どの程度できればいいのかっていうのも知らないとだ

し。本の中に「大手を狙うなら正答率90%」って書いてあってゲゲッてなってる

んですけど（笑）。1冊を決めてやるタイプです。

“網羅性”とか気にします。あと解説がちゃんとしてるか、

とか。細かく書いてある方が僕は好きですね。

私もまずは本ですね。テストのやり方とか、どれくらい取れればいいのかとか

を目次とか最初の方に書いてある本が一番いいかなって思うので。

見やすさと、値段と、あとあんまり勉強好きじゃないので、「7日でできる」とか

短期間でできるやつをまず解きたいかな。薄めので全体を理解して、それでい

ざ就活ってなったらもうちょっと買ってやり込んだりとかします。見やすさは、

カラーとか、文字の大きさとか…あとイラスト書いてあるやつとかすごい好き

です。

本に載っている範囲の広さを基準に選びますね。あ

と、白賀さんはイラストって言ってましたけど、僕的に

はこの色とか、色使いとか好きで。だから、このピンク

の感じとか見やすいんで、直感でこれ選ぶかな。

私は、とりあえず出たとこ勝負でテストを受けて、自分は何ができないんだろ

うってなってから、対策を探すかな。全般的にできなかったら全部載っている

ような問題集を買うかもしれないし、数学系が苦手だったら、その対策をす

るっていう感じですかね。

新聞を読む。多分ニュース見るよりも

新聞読んだ方が頭に入るんじゃない

かなと思いました。一般常識とか。

受験直後だったらもうちょっと解けただろうな。センターに

近くないですか、めっちゃ。解き方とかも。

たしかに。

センターっぽい。国語、思いました。

数学系の解説だと、解き方だけでなく時間がかからない考え方とかが載って

て普通に勉強になる。解けてたとしても、あぁ自分と違う考え方、とか、こうした

らもっと早くなるとかは非常に勉強になるなぁと思うし、親切ですよね。

今回解いてみて、
筆記テストの対策をするとしたら、
自分なら具体的にどんな対策をする？

その１冊を決めるときに大切にするポイントは？

東大生でも対策は必要だと思う？

これめっちゃかわいい（イラストのもの見ながら）

カラーだと結構見やすいよね。

僕は「完全版」の３文字に惹かれてこれを買いますね。これでな

んとなるかな、みたいな。逆に1冊でなんとかしたい、っていう。

プラス苦手な一般常識だけをこれで買う、みたいな。

一般常識だけのもあるんだ、へぇ…。ラグビーの問題

とか、見てたらわかったかも。

…実はオレ芸人さんのネタで知ってて（笑）。

いろんなところから引っ張ってこよう、知識は。

お笑いが役にたつこともある。

何が役にたつかわからない。

不安はめちゃくちゃありますよ。自分が

どの方向性に行きたいのかよくわから

ないっていうのもありますし、勉強とは全然基準違うって言われるから全落ち

したらどうしようとか。絶対の正解がないっていうか、点数化できない部分と

かもあると思う。いつどこで対策して、誰と会って、つながって、みたいな総合

的な面がめっちゃ試されると思うんで。

私は、決まるときには決まるんじゃね？って思ってるから、不安はあんまり…。最

終的に「人」が見られたりするのかなぁっていう感覚があって。てなると、一概

に何がいけないとか何がいいとか、それこそ点数化できないって側面はある

と思うので、決まるときは決まるし、決まらないときは決まらないのかなって

思ってた方が、楽。

男前！（笑）

1年生とか2年生ですでにやりたいことを決めて、目標に向かって努力してる

人達とかが周りに多くて…。自分にはないなーってすごい焦ってた部分はあっ

て。それと、今までだったら努力した分だけ学力が身についたりしたけど、就

活は人間性とか性格とか総合した上で決まると思うので、どんなに頭が良くて

も入れない人はいるし、そこは本当に相性だなって。最近はあまり思い詰める

よりかは、斎藤さんみたいに、なるようになんじゃね？っていう思考に切り替え

始めてます。

僕は今は、研究第一希望ですけど、就活したいってなったらすごい不安。大学

受験の時に、ある大学の二次試験で面接があって、落ちちゃったんですよ。だ

から面接ってどうやればいいのかなってすごい考えてて。でも結局、行動して、

自分で経験を積んで、それをちゃんと口に出せるっていうのが一番大事かな

と思います。先輩を見ても、インターンにがんがん行ったり、

早め早めに行動する方がやっぱり成功してるし。自分の言

いたいことを話せるように行動するっていうことが大切な

のかなって。

みなさんの試験中の様子を見てると、
余裕なのかな、と思ったりもしたのですが？

大手を狙うならコレ！！

7日でできるシリーズ
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僕は「完全版」の３文字に惹かれてこれを買いますね。これでな

んとなるかな、みたいな。逆に1冊でなんとかしたい、っていう。

プラス苦手な一般常識だけをこれで買う、みたいな。

一般常識だけのもあるんだ、へぇ…。ラグビーの問題

とか、見てたらわかったかも。

…実はオレ芸人さんのネタで知ってて（笑）。

いろんなところから引っ張ってこよう、知識は。

お笑いが役にたつこともある。

何が役にたつかわからない。

不安はめちゃくちゃありますよ。自分が

どの方向性に行きたいのかよくわから

ないっていうのもありますし、勉強とは全然基準違うって言われるから全落ち

したらどうしようとか。絶対の正解がないっていうか、点数化できない部分と

かもあると思う。いつどこで対策して、誰と会って、つながって、みたいな総合

的な面がめっちゃ試されると思うんで。

私は、決まるときには決まるんじゃね？って思ってるから、不安はあんまり…。最

終的に「人」が見られたりするのかなぁっていう感覚があって。てなると、一概

に何がいけないとか何がいいとか、それこそ点数化できないって側面はある

と思うので、決まるときは決まるし、決まらないときは決まらないのかなって

思ってた方が、楽。

男前！（笑）

1年生とか2年生ですでにやりたいことを決めて、目標に向かって努力してる

人達とかが周りに多くて…。自分にはないなーってすごい焦ってた部分はあっ

て。それと、今までだったら努力した分だけ学力が身についたりしたけど、就

活は人間性とか性格とか総合した上で決まると思うので、どんなに頭が良くて

も入れない人はいるし、そこは本当に相性だなって。最近はあまり思い詰める

よりかは、斎藤さんみたいに、なるようになんじゃね？っていう思考に切り替え

始めてます。

僕は今は、研究第一希望ですけど、就活したいってなったらすごい不安。大学

受験の時に、ある大学の二次試験で面接があって、落ちちゃったんですよ。だ

から面接ってどうやればいいのかなってすごい考えてて。でも結局、行動して、

自分で経験を積んで、それをちゃんと口に出せるっていうのが一番大事かな

と思います。先輩を見ても、インターンにがんがん行ったり、

早め早めに行動する方がやっぱり成功してるし。自分の言

いたいことを話せるように行動するっていうことが大切な

のかなって。日頃の生活の中でできそうな対策は？

～ 解説を読んでもらって ～

JULIANさん
イチオシ

数学苦手さんはコレがオススメ



僕は3年生から法学部に進むのですが、将来的な目的があって行ったわけ

じゃなくて、普通に就活しようと思ってます。

私も3年生から正式に法学部に進もうと思っています。将来は、まだちゃんとは

考えてないんですけど、たぶん就職活動するかなって。漫画とか本を読むのが

好きなので、出版社とかを考えてます。

今、農学部の獣医学専修っていうところにいて、研究が第一希望で。でも、就

職は一応視野には入れています。

私は文理融合の学科だけど、主に勉強しているのは理系の内容です。情報科

学、情報学と、認知科学をやっています。周りはほぼ院に進むけど私は就職し

ようかなと思って、今ちょこちょこ活動しているところです。

率直に…時事的な常識がないなって思いました。ニュースとか

見てないのが如実にバレるなって感じですね。数学っぽい問題

［※1］は受験やってればなんとかなるみたいなところは若干ある。

私も、常識がないなってすごい感じました。【12】の問題とかほぼあってなくて。

国語［※2］とか数学は「受験で勉強したなー」って感じはあったんですけど完

全に忘れてて、だめだなって思いました（笑）。すごい能力が低下してる。

常識がないっていうのは同じ。でも聞いたことある言葉は多かったんで、そこ

は普段見てるメディアの中で、もうちょい深くみるべきなんだなって思いまし

たね。

聞いたことあるはずなんだ

けど、それに注意を払ってな

いんだなーみたいな感じ。

あと時間が普通に足りな

かったです私は。

齋＞

𠮷＞

𠮷＞

 J ＞

𠮷＞

 J ＞

齋＞

 J ＞

齋＞

𠮷＞

齋＞

わからなさすぎて、余裕みたいな（笑）。

わかんないから、どう頑張ってもわかんないんだろうなーみたいな（笑）。

そうなんですよ（笑）。この本とか「７日でできる」ってあるしすぐできるのかなっ

て。受験勉強もやってきたから高を括ってたんですけど、いざ解いてみたら全

然わかんなくて、対策必要なんだって思いましたね、すごく。難しかったです。

これたぶん私、半年くらいやらないとできない（笑）。

（うなずく）うん。

対策して損はなさそう。

何らかの指針がいると思うので、参考書を買って、ある程度それに従ってやっ

ていくと思いますね。どの程度できればいいのかっていうのも知らないとだ

し。本の中に「大手を狙うなら正答率90%」って書いてあってゲゲッてなってる

んですけど（笑）。1冊を決めてやるタイプです。

“網羅性”とか気にします。あと解説がちゃんとしてるか、

とか。細かく書いてある方が僕は好きですね。

私もまずは本ですね。テストのやり方とか、どれくらい取れればいいのかとか

を目次とか最初の方に書いてある本が一番いいかなって思うので。

見やすさと、値段と、あとあんまり勉強好きじゃないので、「7日でできる」とか

短期間でできるやつをまず解きたいかな。薄めので全体を理解して、それでい

ざ就活ってなったらもうちょっと買ってやり込んだりとかします。見やすさは、

カラーとか、文字の大きさとか…あとイラスト書いてあるやつとかすごい好き

です。

本に載っている範囲の広さを基準に選びますね。あ

と、白賀さんはイラストって言ってましたけど、僕的に

はこの色とか、色使いとか好きで。だから、このピンク

の感じとか見やすいんで、直感でこれ選ぶかな。

私は、とりあえず出たとこ勝負でテストを受けて、自分は何ができないんだろ

うってなってから、対策を探すかな。全般的にできなかったら全部載っている

ような問題集を買うかもしれないし、数学系が苦手だったら、その対策をす

るっていう感じですかね。

新聞を読む。多分ニュース見るよりも

新聞読んだ方が頭に入るんじゃない

かなと思いました。一般常識とか。

受験直後だったらもうちょっと解けただろうな。センターに

近くないですか、めっちゃ。解き方とかも。

たしかに。

センターっぽい。国語、思いました。

数学系の解説だと、解き方だけでなく時間がかからない考え方とかが載って

て普通に勉強になる。解けてたとしても、あぁ自分と違う考え方、とか、こうした

らもっと早くなるとかは非常に勉強になるなぁと思うし、親切ですよね。

これめっちゃかわいい（イラストのもの見ながら）

カラーだと結構見やすいよね。

僕は「完全版」の３文字に惹かれてこれを買いますね。これでな

んとなるかな、みたいな。逆に1冊でなんとかしたい、っていう。

プラス苦手な一般常識だけをこれで買う、みたいな。

一般常識だけのもあるんだ、へぇ…。ラグビーの問題

とか、見てたらわかったかも。

…実はオレ芸人さんのネタで知ってて（笑）。

いろんなところから引っ張ってこよう、知識は。

お笑いが役にたつこともある。

何が役にたつかわからない。

不安はめちゃくちゃありますよ。自分が

どの方向性に行きたいのかよくわから

ないっていうのもありますし、勉強とは全然基準違うって言われるから全落ち

したらどうしようとか。絶対の正解がないっていうか、点数化できない部分と

かもあると思う。いつどこで対策して、誰と会って、つながって、みたいな総合

的な面がめっちゃ試されると思うんで。

私は、決まるときには決まるんじゃね？って思ってるから、不安はあんまり…。最

終的に「人」が見られたりするのかなぁっていう感覚があって。てなると、一概

に何がいけないとか何がいいとか、それこそ点数化できないって側面はある

と思うので、決まるときは決まるし、決まらないときは決まらないのかなって

思ってた方が、楽。

男前！（笑）

1年生とか2年生ですでにやりたいことを決めて、目標に向かって努力してる

人達とかが周りに多くて…。自分にはないなーってすごい焦ってた部分はあっ

て。それと、今までだったら努力した分だけ学力が身についたりしたけど、就

活は人間性とか性格とか総合した上で決まると思うので、どんなに頭が良くて

も入れない人はいるし、そこは本当に相性だなって。最近はあまり思い詰める

よりかは、斎藤さんみたいに、なるようになんじゃね？っていう思考に切り替え

始めてます。

僕は今は、研究第一希望ですけど、就活したいってなったらすごい不安。大学

受験の時に、ある大学の二次試験で面接があって、落ちちゃったんですよ。だ

から面接ってどうやればいいのかなってすごい考えてて。でも結局、行動して、

自分で経験を積んで、それをちゃんと口に出せるっていうのが一番大事かな

と思います。先輩を見ても、インターンにがんがん行ったり、

早め早めに行動する方がやっぱり成功してるし。自分の言

いたいことを話せるように行動するっていうことが大切な

のかなって。

これらが本屋に並んでたらどれを買いますか？

～ 参考書をいろいろ見ながら ～

みんな、就活に不安はある？
また、そのための対策は何かしてる？

イラストたっぷり内定ナビ！シリーズ♪

SPI3完全版！！



僕は3年生から法学部に進むのですが、将来的な目的があって行ったわけ

じゃなくて、普通に就活しようと思ってます。

私も3年生から正式に法学部に進もうと思っています。将来は、まだちゃんとは

考えてないんですけど、たぶん就職活動するかなって。漫画とか本を読むのが

好きなので、出版社とかを考えてます。

今、農学部の獣医学専修っていうところにいて、研究が第一希望で。でも、就

職は一応視野には入れています。

私は文理融合の学科だけど、主に勉強しているのは理系の内容です。情報科

学、情報学と、認知科学をやっています。周りはほぼ院に進むけど私は就職し

ようかなと思って、今ちょこちょこ活動しているところです。

率直に…時事的な常識がないなって思いました。ニュースとか

見てないのが如実にバレるなって感じですね。数学っぽい問題

［※1］は受験やってればなんとかなるみたいなところは若干ある。

私も、常識がないなってすごい感じました。【12】の問題とかほぼあってなくて。

国語［※2］とか数学は「受験で勉強したなー」って感じはあったんですけど完

全に忘れてて、だめだなって思いました（笑）。すごい能力が低下してる。

常識がないっていうのは同じ。でも聞いたことある言葉は多かったんで、そこ

は普段見てるメディアの中で、もうちょい深くみるべきなんだなって思いまし

たね。

聞いたことあるはずなんだ

けど、それに注意を払ってな

いんだなーみたいな感じ。

あと時間が普通に足りな

かったです私は。

わからなさすぎて、余裕みたいな（笑）。

わかんないから、どう頑張ってもわかんないんだろうなーみたいな（笑）。

そうなんですよ（笑）。この本とか「７日でできる」ってあるしすぐできるのかなっ

て。受験勉強もやってきたから高を括ってたんですけど、いざ解いてみたら全

然わかんなくて、対策必要なんだって思いましたね、すごく。難しかったです。

これたぶん私、半年くらいやらないとできない（笑）。

（うなずく）うん。

対策して損はなさそう。

何らかの指針がいると思うので、参考書を買って、ある程度それに従ってやっ

ていくと思いますね。どの程度できればいいのかっていうのも知らないとだ

し。本の中に「大手を狙うなら正答率90%」って書いてあってゲゲッてなってる

んですけど（笑）。1冊を決めてやるタイプです。

“網羅性”とか気にします。あと解説がちゃんとしてるか、

とか。細かく書いてある方が僕は好きですね。

私もまずは本ですね。テストのやり方とか、どれくらい取れればいいのかとか

を目次とか最初の方に書いてある本が一番いいかなって思うので。

見やすさと、値段と、あとあんまり勉強好きじゃないので、「7日でできる」とか

短期間でできるやつをまず解きたいかな。薄めので全体を理解して、それでい

ざ就活ってなったらもうちょっと買ってやり込んだりとかします。見やすさは、

カラーとか、文字の大きさとか…あとイラスト書いてあるやつとかすごい好き

です。

本に載っている範囲の広さを基準に選びますね。あ

と、白賀さんはイラストって言ってましたけど、僕的に

はこの色とか、色使いとか好きで。だから、このピンク

の感じとか見やすいんで、直感でこれ選ぶかな。

私は、とりあえず出たとこ勝負でテストを受けて、自分は何ができないんだろ

うってなってから、対策を探すかな。全般的にできなかったら全部載っている

ような問題集を買うかもしれないし、数学系が苦手だったら、その対策をす

るっていう感じですかね。

新聞を読む。多分ニュース見るよりも

新聞読んだ方が頭に入るんじゃない

かなと思いました。一般常識とか。

受験直後だったらもうちょっと解けただろうな。センターに

近くないですか、めっちゃ。解き方とかも。

たしかに。

センターっぽい。国語、思いました。

数学系の解説だと、解き方だけでなく時間がかからない考え方とかが載って

て普通に勉強になる。解けてたとしても、あぁ自分と違う考え方、とか、こうした

らもっと早くなるとかは非常に勉強になるなぁと思うし、親切ですよね。

これめっちゃかわいい（イラストのもの見ながら）

カラーだと結構見やすいよね。

僕は「完全版」の３文字に惹かれてこれを買いますね。これでな

んとなるかな、みたいな。逆に1冊でなんとかしたい、っていう。

プラス苦手な一般常識だけをこれで買う、みたいな。

一般常識だけのもあるんだ、へぇ…。ラグビーの問題

とか、見てたらわかったかも。

…実はオレ芸人さんのネタで知ってて（笑）。

いろんなところから引っ張ってこよう、知識は。

お笑いが役にたつこともある。

何が役にたつかわからない。

不安はめちゃくちゃありますよ。自分が

どの方向性に行きたいのかよくわから

ないっていうのもありますし、勉強とは全然基準違うって言われるから全落ち

したらどうしようとか。絶対の正解がないっていうか、点数化できない部分と

かもあると思う。いつどこで対策して、誰と会って、つながって、みたいな総合

的な面がめっちゃ試されると思うんで。

私は、決まるときには決まるんじゃね？って思ってるから、不安はあんまり…。最

終的に「人」が見られたりするのかなぁっていう感覚があって。てなると、一概

に何がいけないとか何がいいとか、それこそ点数化できないって側面はある

と思うので、決まるときは決まるし、決まらないときは決まらないのかなって

思ってた方が、楽。
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1年生とか2年生ですでにやりたいことを決めて、目標に向かって努力してる

人達とかが周りに多くて…。自分にはないなーってすごい焦ってた部分はあっ

て。それと、今までだったら努力した分だけ学力が身についたりしたけど、就

活は人間性とか性格とか総合した上で決まると思うので、どんなに頭が良くて

も入れない人はいるし、そこは本当に相性だなって。最近はあまり思い詰める

よりかは、斎藤さんみたいに、なるようになんじゃね？っていう思考に切り替え

始めてます。

僕は今は、研究第一希望ですけど、就活したいってなったらすごい不安。大学

受験の時に、ある大学の二次試験で面接があって、落ちちゃったんですよ。だ

から面接ってどうやればいいのかなってすごい考えてて。でも結局、行動して、

自分で経験を積んで、それをちゃんと口に出せるっていうのが一番大事かな

と思います。先輩を見ても、インターンにがんがん行ったり、

早め早めに行動する方がやっぱり成功してるし。自分の言

いたいことを話せるように行動するっていうことが大切な

のかなって。

面接対策は
コチラ


