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年々増加しており、2020年卒では50％以上の企業

今期全体の概況

がインターンシップを実施しています。ただし、
従業員の規模別でみると、300人未満と1,000人以

●インターンシップの増加

上の企業では実施率に開きがあり、大手企業を中

今回は新卒人材確保について、福祉業界だけで

心に実施されているのが現状です。しかし、イン

なく全業界に関する今期全体の概況をお伝えし、

ターンシップの実施が増加傾向であることは確か

それを踏まえて2021年卒（以下、21年卒）や2022

であり、おそらく21年卒と22年卒の就職活動に際

年卒（以下、22年卒）以降の採用活動の見通しを

しても、この傾向は継続すると思われます（資料

お話しさせていただきます。

①）
。
インターンシップの実施時期は、メインが8月～

まずは、
「プレ期間」といわれる2月までの時期

9月の夏休みと、春休みがはじまる2月です。イン

の行動についてご紹介します。
最近、企業側は採用意欲の高い状態が続いてい

ターンシップには、1日だけの「1Dayインターン

ます。中でも福祉業界はサービスインフラに含ま

シップ（ワンデイ インターンシップ）
」から、1～

れ、全体的に見ても採用意欲が高い、裏を返すと

2か月の間、職場で就業体験をする長期のものま

人材不足感の高い業界と捉えています。

で、さまざまなパターンがあります。夏休みは学

こうした中、非常に重要なのがインターンシッ

生が参加しやすいため、1Dayはもちろん、2～ 3

プです。プレ期間中はインターンシップをする学

日または1週間程度のインターンシップが数多く実

生と、インターンシップを実施される企業が多く

施されています（資料②）
。

なります。インターンシップというと、昔は外資
系企業だけが行い、特別に意識の高い学生だけが

●プレ期間中の学生の動き

参加するものだと思われていましたが、ここ数年
でかなり一般的になりました。企業側の実施率も

最近の学生の動きとして、インターンシップ以
1

外で注目されているのがOB・OGやリクルーター

一方、大学内の就職ガイダンスへの参加者は

に会う活動です。こちらに関しては個人的に先輩

年々減ってきています。インターンシップガイダン

に会うということもあり、女子学生を中心にトラ

スへの参加者が増えているため、結果として大学

ブルも発生しています。OB・OG訪問自体は仕事

の就職ガイダンスへの参加率が悪くなっていると

への理解が深まり、人事担当者以外の人にも会え

みられます。学生のインターンシップへの参加率

るため、学生にとっては本音が聞ける大切な機会

は、ここ2～ 3年で80％近くにのぼっています。し

ですが、個人と個人で会うことにはリスクが伴い

かし、早くから多くの企業に訪問する学生と、そ

ますので、なるべく人事担当者の管理下で会って

うではない学生とで二極化している状況がありま

いただくことをお勧めしています。

す。また、一社に対して一度きりではなく、たとえ

資料①

【企業】 インターンシップ実施状況
■インターシップ実施率
85.0%

90%
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19年卒

20年卒

79.9%

53.1%

47.0%

50%

56.3%

53.5%

60%

51.0%

55.6%

20年卒

72.3%

71.0%
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55.2%

60%

19年卒

80%

68.6%

70%

■インターシップ実施率（業種別）
90%

61.5%
52.5%

52.5% 51.9%

58.0%

50%
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30%
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20%

20%

10%

10%
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「企業インターンシップ実施率（全体・従業員規模・上場/非上場別・製造/非製造別・業種別）」 出所：2020年卒マイナビ企業採用活動調査（2019年6月実施）

インターンシップを実施している企業は年々増加し、50％を超える。
規模・業種別で見ても増加傾向。
300人未満と1,000人以上の実施率には未だ開きがある。
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資料②

【企業】インターンシップ月別実施状況
■インターンシップを実施した月

■月別インターンシップ実施期間

80%
18年卒

70%

19年卒

20年卒

２～３日
0%

１週間程度
20%

53.2%

昨年7月（112社）

50%

45.7%
38.5%

40%

昨年8月（550社）

37.5%

昨年9月（396社）

26.9%

30%

昨年10月（126社）

21.9%

20%

昨年11月（168社）

15.0%

昨年12月（318社）

6.2%

今年1月（442社）

0%
6月
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8月

9月

10月

11月

12月

1月

今年2月（806社）

2月

※複数回答可

２週間程度
40%

昨年6月（44社）

60%

10%

１日

74.9%

60%

１ヶ月程度
80%

１ヶ月以上
100%

120%

80.5%
59.4%
47.4%
55.6%
73.2%
76.2%
85.6%
88.6%
83.1%

「インターンシップを実施した月」 出所：2020年卒マイナビ企業新卒採用予定調査（2019年2-3月実施）
「該当月にインターンシップを実施した時期別 インターンシップの実施期間」 出所：2020年卒マイナビ企業採用活動調査（2019年6月実施）

月別のインターンシップ実施割合は各月で前年を上回る。
特に、10月以降で増加傾向。休業期間以外の開催は学業への配慮を企業に周知。
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ば夏と冬で2つのプログラムに参加する学生も多く

関連法案が施行されたこともあり、ワークライフ

なっています。何度か同じ企業に訪れることは志

バランスを気にする学生が増えているため、働き

望度を上げる要因になっているようです（資料③）
。

方についての説明も非常に重要です。ブラック企

こうしてインターンシップに参加することは、

業の存在を前提とした時期もありましたが、現在

業界理解や企業理解、職種理解を深めることにつ

はブラック企業ではないことを前提として、さら

ながりますが、講義型に終始するインターンシッ

にプラスアルファが求められています。会社で働

プでは就業体験とはいえず、逆に志望度を落とし

くことにやりがいを感じ、自分が成長できるかど

てしまう可能性があります。そうした中、福祉業

うかを総合的に判断する傾向が、社会情勢として

界は現場実習を行うことで就業体験の機会を作り

ベースにあるのだと思います。

やすい環境だと感じています。就業体験ができる
ことは学生にとって大きなメリットになるため、

●面接の意義

その点を配慮されるとよいと思います。

次に、個別企業セミナーへの参加状況について
ご説明します。

●学生が企業に求めること

資料⑤は、就職活動時の学生の「行動量」に

次に、プレ期間を過ぎた3月以降について、学

ついて、2018年卒の行動量を基準に、2019年卒、

生の応募状況とエントリー状況をご紹介します。

2020年卒の3年分を比較したグラフです。これを

資料④のグラフに表されている通り、ここ数年、

みると、左側の3つの項目で示した、エントリー社

学生は3月の最初の1週間でほぼエントリーを終え

数や説明会への参加など、就職活動初期の行動量

てしまう傾向が見られます。そして、最初にエン

は減っていますが、一番右の項目で示した、内々

トリーした企業群の中でいくつか内定を得る状況

定を受けた社数は増えているのがわかります。

が続いている結果、3月初旬より後、あらためて

おそらく、プレ期間中に企業の方に会い、ある

エントリーをする学生は年々減っています。プレ

程度絞り込んだうえで活動し、その中で内定を

期間中に企業研究を進め、エントリーする企業を

取っている人が多いのだと考えられます。そのた

ある程度決めていた学生が多く、未内定の学生は

め、企業側はプレ期間中にある程度学生とコネク

逆にその割合が少ないのが現状です。

ションを持ち、絞り込まれる際の選択肢に入って

学生が企業を選ぶ際に求めるものは、今も昔

おくことが必要になります。

も「安定していること」が一番です。しかし、昔

次に、面接についてです。

と違っているのは、
「安定している会社」と「大

やはり面接の実施も早くなっており、上場・非

手企業」が同義ではなくなり、そのために大手志

上場にかかわらず、とくに4月から積極的に実施

向が下がっていることです。給与を気にする学生

され、役員面接や最終面接は5月がピークです。

も多くいますが、近年、志望企業として上位に選

上場企業の役員面接・最終面接に関しては、実に

ばれるのは「これから伸びそうな会社」です。

9割弱が5月に実施されています。これまで、最終

100年創業し続ける企業は稀で、全体の3％程度と

面接は内定を出す直前のものであるため、6月に

するレポートもあります。そのため、学生は安定

実施するのが一般的といわれていましたが、2019

よりも、将来ずっと成長し続ける企業かどうかを

年はかなりの割合で5月に実施されていました。

シビアに見ていると感じます。それだけでなく、

一方で、学生にとって第一志望ではない企業

学生は自分が成長できる環境を強く求めます。終

や、あまり知られていない企業の場合、面接の際

身雇用など、昔ながらの雇用制度が立ち行かなく

に面接官と話すことで志望度を高め、入社につな

なっていることを感じている最近の学生は、その

がるケースも多くなっています。当然、面接に至

会社に入ることによって自分自身にどんなメリッ

るには応募が必要ですので、ある程度は事前の接

トがあるのかなど、働く場に対する期待値を重視

触が必要になりますが、学生が就職先を決める上

しているのです。また、2019年4月に働き方改革

で、面接もとても重要な局面だといえます。
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資料③

【学生】インターンシップ参加状況
■インターンシップ参加率と平均参加社数
インターンシップ参加率

■インターンシップの参加回数✕志望度
志望度が上がった

平均参加社数
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80%
70%
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60%

79.9%

90%

4.0

65.2%
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70%

3.0
32.1% 32.7%

2.7

2.6

30%

2.2%

9.2%

50%
81.8%

40%

2.0

62.7%

30%

1.7

16.0%

60%

2.9

20%
10%

志望度に影響はなかった

28.1%

80%

3.6

50%

志望度が下がった

100%

4.0

1.6

20%

1.0

0%
14年卒 15年卒 16年卒 17年卒 18年卒 19年卒 20年卒

10%

（社）

0%
1回のみ

※14、15年卒は11月に調査を実施

2回以上

「インターンシップの応募経験率・平均応募社数及び参加率・平均参加社数」「参加率と平均参加社数の経年変化」 出所：2020年卒 マイナビ大学生広報活動開始前の活動調査（2019年2月実施）
「1回のみ参加 × インターンシップ参加時期 × 志望度の変化」「2回以上参加 × インターンシップ参加時期 × 志望度の変化」 出所：2020年卒 マイナビ学生就職モニター調査（2019年2月実施）

インターンシップの参加率は＋1.2％と微増、平均参加社数は減少に転じる。
インターンシップ参加社数が高止まりの可能性。
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資料④

【学生】エントリーの状況
■エントリー社数累計

■マイナビ2020 総エントリー数 週別推移
3月

45

4月

0.7
1.4
2.7

35

※2019年卒の同期間エントリー数を100％として計算
109%

2018

2019

2020

103%

88%

81%

0.5
1.0
1.8

25

22.9
0.8
1.4
4.2

5.3

20
15

7月

29.3

7.3

30

6月

※20年卒のみ3～6月のデータ

40.0

40

5月

27.9
20.7

10

103%

17.3

5
0
18年卒

19年卒

3/1～3/7

20年卒

85%

103%

3/8～3/14

88%

3/15～3/21

102%

90%

3/22～3/28

3/29～4/4

「エントリー社数累計」 出所：2020年卒マイナビ学生就職モニター調査 ３～6月の活動状況（2019年3-6月実施）
「エントリー数 推移」 出所：マイナビデータ

エントリー社数は毎年減少傾向。６月までの合計は1人当たり22.9社。
プレ期間の動きの早期化と合わせて、３月初週でのエントリー割合も毎年増加している。
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資料⑤

【学生】フェーズ別行動量比較
■18年卒の行動量を基準とした行動量の累計比較
※2018年卒の行動量累計を100％としたとき

2018年卒

2019年卒

2020年卒

120%

112%

100%

93%

88%

80%

75%

65%

60%

60%

60%

79%

67%

93%

92%

72%

40%
20%
内々定を受けた社数

面接（ＧＤを含む）を受けた社数

エントリーシートが通過した社数

エントリーシートを提出した社数

エントリーシートを取り寄せた社数

ＯＢ・ＯＧやリクルーターと会った人数

適性検査や筆記試験を受けた社数

個別企業セミナーに参加した社数

（予約した説明会の回数）

個別企業セミナーへの参加予定があった回数

合同企業説明会で訪問した合計社数

合同企業説明会に参加した回数

エントリー社数

0%

「18年卒の行動量を基準とした行動量の累計比較」
出所： 2020年卒マイナビ学生就職モニター調査（2019年6月実施）より算出

2018年卒の行動量を基準として、3年比較してみると、全体として減少傾向だが、内々定を受けた社数のみ
増加。 就職活動の後工程ほど減少幅が少ないことから、エントリー時に企業を絞り込む傾向が考えられる。
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り、内定を保持したまま就職活動を続けていた学

●内定の獲得

生も多くいたようです。そういった学生は業界を
広げるのではなく、むしろ同じ志望業種や志望職

次は、学生の内々定率の推移についてご紹介し

種などの中で、さらにチャンスを広げていくとい

ます。

う動き方をしています。

6月が採用選考の解禁とされていますが、実際
は5月までに6割の学生が内定を持っている現状が

一方、未内定の学生は夏の段階で業界や職種を

ありました。そして、その後も引き続き内定率が

広げて活動を続けていることがわかっています。

高い状況が続いています。内定通知や内々定通知

とくに、インターンシップをしていない学生は、

も、上場企業では5月の段階で7割、非上場企業で

6月まで内定をもらえないことが多く、インターン

は5割以上が出しています。

シップの有無によって、かなり違いが出ることが
わかります。

学生に対し、就職活動についての反省点を6月
の時点で聞いたところ、自己分析や業界研究、企

次に、業界別に内々定を受けた時期を比較しま

業研究をもっとすれば良かった、といった就職活

した（資料⑥）
。選考開始や解禁といわれている

動の準備段階に関する項目が多く挙がりました。

のは6月1日ですが、そのルールを守る金融などの

学生は、インターンシップで仕事理解や業界理解

業界もあれば、建築業のように早めに内々定を出

が深まる一方で、企業と出会い、内々定を受ける

す業界もあります。最大手の企業がどのような動

までの時間が短いなど、学生自身の成熟度が浅い

きをするかによってバラツキが生じていると感じ

段階で大切な決断をしなければならない状況にあ

ます。やはり大手企業の内定出しが早くなると、

ります。これまでインターンシップはよい面ばか

周りもつられて早くなる現象が見られます。

りがクローズアップされてきましたが、実は、学

次に、最初の内定を受けた時期、そして入社予

生がきちんと悩み、考えて結論を出す時間が少な

定先に入社の意思を連絡した時期の比較について

くなっている面もあるのです。

です。
19年卒、20年卒の学生について調べたところ、

次に、活動を継続している学生の動きについて

5月までに内定を受けた割合が高まっているだけ

です。
夏の段階で学生に聞いたところ、2019年は内

でなく、入社予定先に連絡をした割合も20年卒の

定出しがかなり早く行われていたということもあ

方が10％近く高まっています。しかし、それでも

資料⑥

【学生】内々定を受けた時期（業種別）
■内々定を受けた時期（業種別）
昨年

6/1

3.3% 4.8% 5.0%

全体

3.6% 6.2%

建設

5.6% 2.8% 6.8%

製造

2.9% 5.3%
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2.7% 6.4% 2.7%

小売

2.8%
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6.3%

ソフトウエア・通信

5.6% 3.7%

10.8%

2.5%3.8%

官公庁・公社・団体

5.8%

0%

7.6%

10.4%

4.4% 5.3%

5.3%

5.8% 3.8%

10%

2.8%

10.9%
6.9%

20%

10.8%

7.2%

12.4%

8.3%

2.7% 5.7%

サービス・インフラ

11.3%
14.2%

商社

金融

9.7%

9.9%

13.1%
7.2%

7.3%

15.2%

9.1%
9.9%

10.2%

20.3%
14.3%

7.9%

6.1%

9.9%

10.2%

12.7%
16.5%

14.8%

50%

9.8%

「内々定を受けた時期（内々定先業種別）」

80%

3.9%

3月中旬
3月下旬
4月上旬
4月中旬
4月下旬
5月上旬

5月下旬
6月上旬
6月中旬
6月下旬以降

11.5%

90%

3月より前
3月上旬

5月中旬

4.8% 2.5%

7.7%

70%

1.9%
8.9%

13.6%

22.2%

60%

4.2% 2.1%
14.2%

36.5%

40%

6.3%

15.3%

25.3%

25.0%

30%

8.0% 2.4%
11.8%

19.4%

3.2%

6.8% 2.8%

41.4%

8.9%

11.3%

13.1%
22.3%

10.4%

6.3%

8.5%

21.8%

17.2%

7.7%

11.9%

16.4%

16.0%

9.5%

22.1%

18.1%

8.2%

9.0%

21.0%

16.8%

100%

出所：2020年卒マイナビ内定者意識調査（2019年6-7月実施）

建設、小売、ソフトウエア・通信は早く、5月下旬で8割近くになる一方、金融は50％以上が6月上旬。
全体的には前倒傾向であるものの、ピーク時期は業種による違いがみられる。
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5

入社予定先に入社の意思を伝える学生の割合は、

今後の見通しと対策

5月末でも半分に満たないことから、学生側は6月
以降に内定を出す企業を含め、全ての結果を待っ

●現在議論されている22年卒以降に
ついて

てから企業に回答していることがわかります。一
時期は、内定を出すことを条件に他社を断らせる

まず、経団連（一般社団法人 日本経済団体連合

「オワハラ」が問題になっていましたが、最近は

会）と大学団体による産学連携の協議会に関する

そうしたハラスメントは少なくなっています。

お話をさせていただきます。
政府が「日本が目指すべき未来社会の姿」とし

●夏以降の追加選考

て提唱した「Society5.0」時代の人材育成を背景

企業側では、夏以降の追加選考の際、エント

に、経団連では21年卒の学生に対し、採用スケ

リーしながらも選考に進まなかった学生に対し、

ジュールや指針を出さず、内閣府が出した方針に

あらためてアプローチをするケースが見られま

則ったスケジュールで採用活動が進むことになっ

す。一度エントリーし、企業セミナーに来た学生

ています。報道で新卒採用のルール撤廃や通年

は、少なからずその企業に興味を抱いているた

採用が可能になると聞いた方も多いと思います

め、あらためてアプローチをすることは非常に有

が、実態はそこまで大きく変化するわけではない

効です。ただし、内定を持っている学生は最初と

と捉えています。ここでの通年採用というのは、

同じ条件で活動を続けていますが、未内定の学生

新卒一括採用のスケジュールにこぼれてしまっ

は視野を広げて幅広く企業を選ぶ傾向にあります

た学生、つまり入社する予定先もないまま卒業を

ので、そうした学生に対しても新たにアプローチ

迎えてしまった学生や留学されていた学生に対し

をする必要があります。現在、AIの発達が進み、

ても、就職活動を行う機会を用意するということ

AIに仕事を奪われることを心配する学生も多いの

です。経団連によると、この方針で重要なのはス

ですが、介護業界は人と人とのコミュニケーショ

ケジュールではなく、学生に社会で活躍できる能

ンが不可欠ということもあり、AIが人に取って代

力を身に付けてもらおうとの意図です。したがっ

わることのできない業界です。そうした部分を学

て、いわゆる「青田買い」はこうした目標から外

生に強く伝えることも、人材確保において重要だ

れたことであり、矛盾を感じます（資料⑦）
。
22年卒以降の新卒採用に向けた活動は、多くの

と考えています。

企業でまだ本格的に始まっていませんが（2019年
9月講演時）
、企業では、新たな動きに対してさま

●今期全体の概況のまとめ

ざまな議論がなされています。2019年6月に調査

企業のインターンシップの増加については、さま

をしたところ、一番多くあがった意見は「卒業後

ざまな功罪があるものの、今後も非常に大事にな

も門戸を開き、多様なフローで採用活動をするの

ると感じています。そして、働き方改革の流れも

はよいことだと思うが、採用担当者側にかなり負

あり、多くの企業で労働者を守る環境が整ってい

担がかかる」といったものです。一部の企業で

ますので、そうした点はアピールポイントとして学

は、新卒採用を専任されている方もいらっしゃい

生に説明していただくとよいと思います。そして、

ますが、多くの企業では中途採用と同じ方が担当

企業探索における学生の行動量は減少傾向で、エ

しているか、総務の中の業務の一つとして行われ

ントリー時にはかなり絞り込みをしています。こ

ています。また、ベンチャー企業や中小企業では

の傾向は今後も続いていくと思われます。そのた

社長ご自身が採用活動をされているケースもある

め、学生が絞り込みをする3月より前に、なるべく

ため、新卒採用業務を専任で担うことはかなり難

学生と接触をしておくことが必要になります。

しくなります。そのため、ある程度スケジュール
があり、今までと同じように繁忙期と閑散期があ
る状態の方が業務を回しやすいというのが企業側
6
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資料⑦

現在議論されている22年卒以降の話
一部報道で新卒一括採用が通年採用に代替されるように報道されているが、 「今後の採用とインターン
シップの在り方分科会」では、あくまでも新卒一括採用に加えて専門的スキル重視の「ジョブ型採用」等、
採用を複線的で多様な形態に移行すると記載している。

時期

現行の
新卒一括採用

ジョブ型採用

ポイント

インターンシップ
を通じて採用

3年生3月

広報活動解禁

4年生6月

選考活動解禁

4年生10月

内 定

4年生3月

卒 業

卒 業

卒 業

入 社

面 接

入 社

１）新卒一括採用に加え、学生時代に高度な
専門知識を学んで就職する「ジョブ型採用」※2
を提唱。
２）多様な人材の採用として外国人留学生や
日本人海外留学生に加え、大学院生の
積極的な採用も記載されている。

インターン
シップ参加

３）学習成果の評価も盛り込まれており
学業成績の厳格化にも言及している。
４）インターンシップに関しては低学年からの
キャリア教育推奨とワンデーの別呼称化が
記載されている。学生情報の採用選考
活動への利用は継続検討課題。

社会人4月

入 社

※2：新卒、既卒を問わず、専門スキルを重視した通年での採用、また、留学生や海外留学経験者の採用
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自身の就職活動に対しても満足するという結果が

の本音だと思います。
大学側も、どちらかというと現在の新卒一括採

見られました。そのため、企業は学生との間で理

用が維持されることに賛成される方が多いとの印

解を深めると同時に、学生が後悔することのない

象を持っています。大学のキャリアセンターの方

よう、就職活動を後押しすることも大事だといえま

は、学生を動かして就職活動を支える立場ですの

す。たとえば、内定を出した学生が他の企業の選

で、ある程度ガイドラインがあるほうが業務を行

考も受けてみたいとか、活動中の企業を断りたくな

いやすいのだと思います。しかし、卒業生を何と

いなどの意思表示をした際は、できれば止めずに

か社会に出したい気持ちも当然ありますので、両

活動を続けさせたほうがいい場合もあると思いま

方の利点を生かすことができる方法を議論する必

す。とても勇気の要ることではありますが、学生は

要があると思っています。

比較検討し、じっくり活動したからこそ満足感と納

さて、内定率調査として3月～ 4月の内定率がよ

得感を持って入社できる側面もありますので、内

くニュースに取り上げられますが、これは夏の段

定を出したからといって、むやみに就職活動を辞

階からじっくりと準備を進め、3月の解禁になっ

めさせないことも一つの選択肢だと感じています。

てからようやく選考を受けられた学生の内定率が
主になっています。資料⑧は、学生の「入社予定

●21年卒に向けた検討課題

先への納得感」を、時間と企業への接触回数によ
り面積で表したものです。つまり、時間と接触回

弊社では、学生が選ぶ「インターンシップア

数が多く、面積が大きくなるほど学生は納得感を

ワード」という表彰制度を設けています。厚生労

持って入社の意思を決めることができるというわ

働省・経済産業省・文部科学省・日本経済新聞

けです。しかし、どれだけ企業が時間をかけよう

社にもご後援いただき、運営母体として関わらせ

と思っていても、周りの企業が次々内定を出して

ていただいています。これは、学生にとってどの

いれば、思うように時間をかけることができなく

ようなインターンシップがよいのかを、皆さんと

なります。そのときは、できる限り接触回数を増

一緒に考えていくことを目的としたものです。毎

やし、お互いの理解を深めていくことが大切です。

年、数多くの企業にご応募いただき、学生の皆さ

このような、1人の学生と1つの企業との間で醸

んや有識者の方がたと評価をさせていただき、表

成する納得感に加え、学生には自らの就職活動全

彰をしています。第1回は富士通株式会社、第2回

般についての満足度も聞いてみました。すると、

は三菱電機株式会社が大賞を受賞されました。大

入社予定先の企業に対して満足度が高い学生は、

賞は大手企業ですが、優秀賞には地方の中小企業
7

資料⑧

「入社予定先企業の1社」を決めるまでの心の動き
■学生の「入社予定先への納得感」に関する概念

面積 ＝入社予定先企業を決められるだけの納得感（※）

＝

高さ

※「納得感」とは入社予定先企業への理解を深め、満足できるだけの
情報を知り得たと思えること、ならびに学生が自分自身の就職
活動において多くの選択肢から選んだのだという満足感
の結果、得られるものと定義しています。

相互理解を深めるための
質の良い機会
（接触回数）

底辺

※学生にとっては活動量であり、
企業にとっては学生1人あたりに
かける手間と言い換えることが
できる。

＝ 時間

面積が大きければ大きいほど、学生は満足感をもって『入社意思』を決めることができる。
もし、〆切などの理由で、検討するための十分な時間や接触回数が少ないまま内々定承諾をしなければ
ならない場合、不満足のまま、意思決定をしている可能性がある。 その場合は、内々定後に時間・接触回数
を重ねて、面積（＝納得感）を大きくする必要がある。
37

をすることが、満足度を高めることがわかりまし

も入られています。
インターンシップにはさまざまな効果がありま

た。2つめは「多様な社員との交流」です。イン

すが、大きく分けると5つあると考えています。

ターンシップの担当者だけではなく、課長職や部

まず1つめは「キャリアの焦点化」です。もとも

長職、役員や社長、さらには取引先など、多様な

と興味はあったけれど、インターンシップをする

方と交流することが志望度を高めます。3つめは

ことで具体的に仕事内容のイメージが明確にな

「座学以上の工夫」です。インターンシップは、

り、志望度を高めることにつながったというもの

現場体験など大学の座学では得られない体験がで

です。2つめは「キャリアの展望化」です。イン

きるため、志望度を高めることにつながります。4

ターンシップに参加したことで、自分が今まで知

つめは「企業の特徴を活かしたプログラム設計」

らなかった世界を見て新しい発見をし、視野が広

です。独自性があり、ほかにはない体験ができる

がるといった効果です。3つめは「人的ネットワー

ことは、志望度を高めるうえで効果があるとみら

クの認知」です。社会に出るとさまざまな年齢層

れています。このような4つの具体的な取り組み

やポジション、役割の方と接することがあります

が効果をもたらし、企業への志望度が向上したこ

ので、そうした人的ネットワークの多様さを認識

とが明らかにされています。

し、コミュニケーションを取ることの大切さに気

今後、インターンシップを計画される場合、個

づくことです。4つめは「就業意欲の向上」
、5つめ

別のフィードバックや多様な社員との交流につい

は「自己理解」です。この企業で働きたいとの気
持ちが高まること、そしてフィードバックを受け

資料⑨

ることによって自己理解が深まるということです。

インターンシップがもたらす５つの効果・志望度の関係

資料⑨は、インターンシップの5つの効果と志望

志望度の向上

度の関係について、多摩大学経営情報学部准教授

インターンシップがもたらす効果のうち右の４つが
志望度向上に寄与

の初見康行氏が研究された内容です。こちらによ
ると、インターンシップの5つの効果は、次の4つ

①キャリアの焦点化
②キャリアの展望化
③人的ネットワークの認知
④就労意欲

５つの効果向上

のことからもたらされるとのことです。

①キャリアの焦点化

②キャリアの展望化

③人的ネットワークの認知
④就労意欲

まず1つめが「個別のフィードバック」です。
インターンシップの現場では社員が学生に対して

⑤自己理解

インターンシップの
実施・参加

フィードバックをする場面があります。グループ
に対してではなく、一人ひとりにフィードバック

①個別のフィードバック
②多様な社員との交流
③座学以上の工夫
④企業の特徴を
活かしたプログラム設計

「インターンシップの５つの効果・志望度の関係」 参考：初見 康行.“インターンシップアワードから紐解く学生の価値観” 第２回 学生が選ぶインターンシップアワード
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ては、少しの工夫で可能になると思いますので、

を作るなどし、企業側がフォローするような事例

ぜひ実現していただけたらと思います。その際、

も見られます。

学生との話し方について、工夫していただきたい

また、OB・OG訪問は学生にとって極めて満足

点があります。これは弊社の新人教育でも気を

度の高いものですが、業務の中の1時間を学生と

つけていることなのですが、最近の学生は怒られ

の面談に割くことを負担に感じる方も少なくあり

慣れていません。否定されることにとても弱いの

ません。そこで、法政大学のキャリアセンターで

で、指摘の言葉を肯定の言葉で挟む「サンドイッ

は、企業の方と学生とで昼食を一緒に食べるイベ

チ式」の話し方をするとよいと思います。また、

ントを行っています。業務中に時間を割くのは負

職場で日常的に用いている言葉は専門用語の場合

担でも、昼の1時間なら、企業の方も少しは気楽

がありますので、学生にとってわかりやすい言葉

に受け入れることができます。もちろん基本的に

で具体的に伝えることが求められます（資料⑩）
。

は割り勘ですが、ご馳走してあげてもよいのだそ

さらに、学生は仕事について考えるとき、ご両

うです。こうした案も、採用活動において一つの
参考にしていただければと思います。

親から大きな影響を受けます。最近「オヤカク」
という言葉が出てきているように、学生自身があ

弊社では、今後もさまざまな方法によりこうし

る企業をよいと思っていても、ご両親が反対する

た情報提供をさせていただきたいと思っていま

と学生の心が揺らいでしまうことがあります。そ

す。ご清聴ありがとうございました。

のため、ご両親に対して「親向けパンフレット」

資料⑩

【参考：企業への提供資料】学生との話し方～フィードバック～
■フィードバックの流れ ｜

「 サンドイッチ式 ポジティブフィードバック 」 推奨

肯定

否定

肯定

学生の長所や強み
共感・評価した点等

学生の短所や弱み
注意・改善点等

もう一度、学生を
肯定する内容に言及

■フィードバックの内容 ｜

肯定から始める
→ マイナスのフィードバックを受け入れやすくする
肯定で終える
→ その後のモチベーションを下げないようにする

「 具体的事実（SBI法） 」 を意識

状況（Situation）

行動（ Behavior ）

どんな状況で、どんなときに

結果（ Impact ）

どんな行動をとり

どんな影響をもたらしたか

具体的な事実をベースに話をする → 認識のズレを回避し、学生の理解を促進

① その場で

② 具体的に

④ 良い点と悪い点を

③ 行動に対して
⑤ 実行可能な内容を

伝えることがポイント

インターンシップや面談、OBOG訪問、面接など、接触機会を増やしていく中で、満足度を上げていく為には、
学生に気づきを与える事が重要となる。 フィードバックの基本的な考え方を理解しておく必要がある。
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