
【回答学生の内訳】

【調査概要】
◆調査対象 2021年3月卒業予定の大学院生・大学生
◆有効回答 332名
◆調査期間 2020年5月11日（月）～2020年5月19日（火）
◆調査方法 ＷＥＢ入力フォームより回答

【大学エリア別回答学生数】

＜就職活動の進行状況＞
プレエントリー数20卒：32.9社→21卒：37.2社と、昨対比＋4.3社。
エントリーシート提出社数、筆記・適性テスト受験社数も昨対比増加傾向。

【本調査に関するお問い合わせ】
経営企画室
TEL ： 03-5319-2450
E-mail ： marketing@diamondhr.co.jp

＜内定＞
内々定をもらったのは「2020年4月」(54.2％）、社数は「1社」(55.2％）が最多。
就職先が「第一志望の企業に決まった」「第一志望でないが就職を決めた」は半々に。

＜説明会＞
WEB形式・オンデマンド(録画）のセミナー・説明会参加・視聴経験が半数以上、
WEB形式会社説明会は87.9％。
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【回答の多かった学生】
中央大学、立教大学、東京女子大学、
慶應義塾大学、学習院大学、早稲田大学、
明治大学、関西外国語大学、上智大学、
関西学院大学、南山大学、関西大学、
東京工科大学、日本大学、東洋大学

文系 理系
262名

（78.9％）
70名

（21.1％）

北海道 34 10.2%
東北エリア 2 0.6%
関東エリア 150 45.2%
甲信越エリア 12 3.6%
東海・北陸エリア 32 9.6%
関西エリア 66 19.9%
中・四圏エリア 36 10.8%
九州・沖縄エリア 0 0.0%
総計 332 100.0%

＜WEB就活について＞
Wifiやカメラ付きのパソコン/タブレットを備えた学生が9割以上。

＜面接＞
開催中の面接はWEB形式が72.0％、WEB形式面接経験者も68.5％と約7割。
WEB面接の際に自分で気をつけていることは「身だしなみ（髪型や服装など）」が約9割。

＜新型コロナウイルス感染症拡大による就職活動観＞
視野広げ、「エントリー社数を増やした」(46.7％)、「志望業界を広げた」(34.7％)
WEB説明会・面接をメリットに捉える学生も大多数。
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就職活動の進行状況
◆現在の就活の進行状況で当てはまるものを全て選択してください
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◆【ほとんど何も活動していない方】理由は何ですか
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21卒5月調査

21卒 20卒
大学キャリアセンター
(就職部)業界研究セミナー

3.9 3.6

就職情報会社
業界・合同セミナー

4.4 5.3

プレエントリー 37.2 32.9
個別企業のセミナー・
説明会参加

14.1 14.1

エントリーシート提出 14.4 12.2
筆記・適性テスト 10.4 8.8
一次面接 6.1 6.0
二次面接 2.9 3.3
三次面接 1.6 2.1
役員面接・最終面接 2.1 1.8
内定獲得 1.8 1.9

平均社数
項目

現在の就職活動で「エントリーシート提出」(68.7％）がトップ、「ほとんど何も活動していない」の理由
は「新型コロナウイルスがある程度収束してから就活をする予定」(36.0％)がトップ

現在の就職活動の進捗状況では、「エントリーシート提出」(68.7％)がトップ、次位には「一次面接」(60.8％)と、
昨年とほぼ同じ傾向が見られる。他の項目は昨年→今年で減少傾向がみられ、代わりに「まったく活動していない」
(11.4％）が昨年6.7％より4.7ポイント増加している。
就職活動の活動をほとんどしていない学生の理由は「新型コロナウイルスがある程度収束してから就活をしようと考え

ている」(36.0％)と「その他」 (36.0％）が同率でトップとなった。


Q2

		Q2 現在の就職活動の進捗についてお答えください。



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		採用面接を受けている		81		49.4%

		会社説明会に参加している
（まだ採用面接は受けていない）		33		20.1%

		ほとんど何も活動していない		26		15.9%

		すでに内内定をもらっている		24		14.6%

				164



21卒5月調査	採用面接を受けている	会社説明会に参加している	
（まだ採用面接は受けていない）	ほとんど何も活動していない	すでに内内定をもらっている	0.49390243902439024	0.20121951219512196	0.15853658536585366	0.14634146341463414	

Q3

		Q3 【内々定をもらっている方にお聞きします】内内定をもらったのはいつ頃ですか ナイナイテイ カタ キ



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		2019年12月以前		2		8.3%

		2020年1〜2月		3		12.5%

		3月		6		25.0%

		4月		13		54.2%

				24



21卒5月調査	2019年12月以前	2020年1〜2月	3月	4月	8.3333333333333329E-2	0.125	0.25	0.54166666666666663	

Q4

		Q4 【採用面接を受けている方にお聞きします】面接はどのような形態ですか サイヨウ メンセツ ウ カタ キ



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		WEBでの面接		59		72.0%

		WEBと対面の面接の併用		21		25.6%

		対面での面接		2		2.4%

				82



21卒5月調査	WEBでの面接	WEBと対面の面接の併用	対面での面接	0.71951219512195119	0.25609756097560976	2.4390243902439025E-2	

Q5

		Q5 【会社説明会に参加している方にお聞きします】説明会はどのような形態ですか カイシャ セツメイカイ サンカ カタ キ



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		WEBでの説明会		29		87.9%

		リアル（対面）での説明会		4		12.1%

				33



21卒5月調査	WEBでの説明会	リアル（対面）での説明会	0.87878787878787878	0.12121212121212122	

Q6

		Q6 【ほとんど何も活動していない方にお聞きします】理由は何ですか ナニ カツドウ カタ キ



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		新型コロナウイルスがある程度収束してから
就活をしようと考えている		9		36.0%

		その他		9		36.0%

		WEBの会社説明会や面接に馴染めない		4		16.0%

		リアルの会社説明会を当てにしていたので、
それが中止になって何をしたらいいのか分からない		3		12.0%

				25



21卒5月調査	新型コロナウイルスがある程度収束してから	
就活をしようと考えている	その他	WEBの会社説明会や面接に馴染めない	リアルの会社説明会を当てにしていたので、	
それが中止になって何をしたらいいのか分からない	0.36	0.36	0.16	0.12	

Q7

		Q7 【採用面接を対面で受けている方にお聞きします】対面での面接を行う企業についてどう思いますか タイメン



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		新型コロナウイルスが流行する中、対面での面接を要求する企業は「ブラック」だと思う		13		43.3%

		新型コロナウイルスが流行しても、対面での面接を設定してくれる企業は「誠意がある」と思う		9		30.0%

		特に何とも思わない		8		26.7%

				30



21卒5月調査	新型コロナウイルスが流行する中、対面での面接を要求する企業は「ブラック」だと思う	新型コロナウイルスが流行しても、対面での面接を設定してくれる企業は「誠意がある」と思う	特に何とも思わない	0.43333333333333335	0.3	0.26666666666666666	

Q8

		Q8 【採用面接をWEBで受けている方にお聞きします】WEB面接の際に自分で気をつけていることは何ですか（複数回答可）



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		身だしなみ（髪型や服装など）		53		88.3%

		背景に映る部屋の様子		53		88.3%

		表情		44		73.3%

		インターネット環境（画質や音声が明瞭かどうか）		39		65.0%

		話の中身		36		60.0%

		話し方		32		53.3%

				60



21卒5月調査	身だしなみ（髪型や服装など）	背景に映る部屋の様子	表情	インターネット環境（画質や音声が明瞭かどうか）	話の中身	話し方	0.8833333333333333	0.8833333333333333	0.73333333333333328	0.65	0.6	0.53333333333333333	

Q9

		Q9【採用面接をWEBで受けている方にお聞きします】 WEB面接の際に相手（採用担当者）のどんな所をチェックしていますか



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		表情		44		73.3%

		話の中身		39		65.0%

		話し方		33		55.0%

		背景に映る社内の様子		17		28.3%

		身だしなみ（髪型や服装など）		12		20.0%

				60



21卒5月調査	表情	話の中身	話し方	背景に映る社内の様子	身だしなみ（髪型や服装など）	0.73333333333333328	0.65	0.55000000000000004	0.28333333333333333	0.2	

Q24

		Q24 新型コロナウイルスの流行で就活にどんな影響が出ていますか（複数回答可）



				今年 コトシ

		OB・OG訪問ができなくなった		35		24.5%

		リアルの会社説明会が中止になったため、説明会に参加する機会が減った		96		67.1%

		採用面接を受ける企業の数が減った		41		28.7%

		内内定が取り消しになった				0.0%

		WEB面接に対応するためパソコンなどの機材をそろえるのに費用がかかる		13		9.1%

		WEB面接では伝えたいことをうまく伝えられていない気がする		53		37.1%

		WEB面接では相手（企業）の雰囲気がよくつかめない		75		52.4%

		その他		9		6.3%

				143



今年	OB・OG訪問ができなくなった	リアルの会社説明会が中止になったため、説明会に参加する機会が減った	採用面接を受ける企業の数が減った	内内定が取り消しになった	WEB面接に対応するためパソコンなどの機材をそろえるのに費用がかかる	WEB面接では伝えたいことをうまく伝えられていない気がする	WEB面接では相手（企業）の雰囲気がよくつかめない	その他	0.24475524475524477	0.67132867132867136	0.28671328671328672	0	9.0909090909090912E-2	0.37062937062937062	0.52447552447552448	6.2937062937062943E-2	

Q24_2

		Q24 新型コロナウイルス流行の影響で志望業界に変化はありましたか？



				今年 コトシ

		あり		20		14.6%

		なし		117		85.4%

				137



今年	あり	なし	0.145985401459854	0.85401459854014594	

Q24_3

		Q24 ※流行前の志望先



		・通信・自動車

		メーカー・商社

		ITコンサルティング

		製造業の技術開発職、IT業界

		製薬企業

		インテリア業界

		長野県内で商社と卸と地方銀行を希望

		金融、インフラ、マスコミ

		食品

		航空業界、食品業界

		観光、交通系

		メーカー

		航空業界

		コンサルティング、広告、商社、日経メーカー

		流通系

		航空、ホテル業などサービス業界を志望

		メーカー

		IT、金融

		不動産

		旅行・ホテル業界

		食品業界、精密機器業界

		公務員

		IT業界

		フィットネス、食品

		アパレル業界を志望していますが、コロナ流行前は普通に様々な企業が応募していた。

		旅行

		出版、製薬、食品

		マスコミ、エンターテイメント

		不動産、IT

		製薬業界

		電気機器

		商社、メーカー

		特になし





Q24_4

		Q24 ※ありの方、流行後の志望先



		金融・メーカー・商社

		エリア採用で検討。上記の他に物流とリース業界を新しく志望業界に選びました。

		航空業界の志望度が下がり、食品業界を目指すようになった

		IT、通信

		商社

		商社なども視野に入れて就職活動中

		メーカーだけではなく、IT業界にも目を向けるようになった。

		小売業、介護

		IT業界

		医療

		採用自体を中止する企業や採用人数を減らす企業が増えた。

		メーカー

		出版、製薬、食品、IT

		商社、メーカー

		小売、エンターテイメント





Q25

		Q25 新型コロナウイルスの流行で新たに行ったことはありますか（複数回答可）



				今年 コトシ

		志望業界を広げた		52		34.7%

		エントリー社数を増やした		70		46.7%

		インターンシップに参加した		2		1.3%

		新たに就職サイトを登録した		32		21.3%

		新卒紹介サービスやスカウトサービスに登録した		32		21.3%

		学校や研究室経由で企業を紹介してもらった		1		0.7%

		知り合いに企業を紹介してもらった		2		1.3%

		特に変わらない		49		32.7%

		その他		2		1.3%

				150



今年	志望業界を広げた	エントリー社数を増やした	インターンシップに参加した	新たに就職サイトを登録した	新卒紹介サービスやスカウトサービスに登録した	学校や研究室経由で企業を紹介してもらった	知り合いに企業を紹介してもらった	特に変わらない	その他	0.34666666666666668	0.46666666666666667	1.3333333333333334E-2	0.21333333333333335	0.21333333333333335	6.6666666666666671E-3	1.3333333333333334E-2	0.32666666666666666	1.3333333333333334E-2	

Q26

		Q26 新型コロナウイルスの流行で、就活にプラスに働いていることはありますか（複数回答可）



				今年 コトシ

		WEBでの会社説明会や面接なので移動時間がなくなり、より多くの企業を受けられるようになった		68		50.7%

		WEBでの会社説明会や面接なので、交通費がかからなくなった		116		86.6%

		その他		13		9.7%

				134



今年	WEBでの会社説明会や面接なので移動時間がなくなり、より多くの企業を受けられるようになった	WEBでの会社説明会や面接なので、交通費がかからなくなった	その他	0.5074626865671642	0.86567164179104472	9.7014925373134331E-2	

Q27_1

		Q27 ●自宅通信環境について



				今年 コトシ

		wifi		144		93.5%

		有線		8		5.2%

		なし		2		1.3%

				154



今年	wifi	有線	なし	0.93506493506493504	5.1948051948051951E-2	1.2987012987012988E-2	

Q27_2

		Q27 ●自宅に、「使用できる」インターネット接続可能な端末がありますか？



				今年 コトシ

		カメラ付きのパソコン/タブレットがある		138		89.6%

		パソコン/タブレットがある（カメラ無し）		9		5.8%

		スマートフォンがある（パソコン/タブレットは無い）		7		4.5%

		携帯電話がある（パソコン/タブレット/スマートフォンは無い）		0		0.0%

		自分が使用可能なインターネット接続端末を持っていない		0		0.0%

				154



今年	カメラ付きのパソコン/タブレットがある	パソコン/タブレットがある（カメラ無し）	スマートフォンがある（パソコン/タブレットは無い）	携帯電話がある（パソコン/タブレット/スマートフォンは無い）	自分が使用可能なインターネット接続端末を持っていない	0.89610389610389607	5.844155844155844E-2	4.5454545454545456E-2	0	0	

Q28_1

		Q28 ライブ配信のWEBセミナー(合同企業説明会)に参加した



				21卒5月調査 ソツ ガツチョウサ																回数 カイスウ		人数 ニンズウ

		あり		76		54.3%														1		24

		なし		64		45.7%														2		18

				140																3		6

																				4		2

																				5		7

																				6		1

																				10		1

																				20		1

																				30		1



21卒5月調査	あり	なし	0.54285714285714282	0.45714285714285713	

Q28_2

		Q28 ライブ配信のWEBセミナー(個別企業の企業研究セミナー・会社説明会)に参加した



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ																回数 カイスウ		人数 ニンズウ

		あり		91		68.9%														1		11

		なし		41		31.1%														2		14

				132																3		10

																				4		5

																				5		9

																				6		4

																				7		2

																				8		2

																				9		1

																				10		7

																				12		1

																				15		6

																				16		1

																				20		2

																				30		1

																				50		1



21卒5月調査	あり	なし	0.68939393939393945	0.31060606060606061	

Q28_3

		Q28 オンデマンド（録画）の企業研究セミナー・会社説明会をWEB上で視聴した



				今年 コトシ																回数 カイスウ		人数 ニンズウ

		あり		92		71.9%														1		12

		なし		36		28.1%														2		1

				128																2		16

																				3		7

																				4		2

																				5		12

																				6		3

																				7		2

																				9		1

																				10		9

																				13		1

																				14		1

																				15		3

																				19		1

																				20		3

																				22		1

																				60		1



今年	あり	なし	0.71875	0.28125	

Q28_4

		Q28 WEB面接(ライブ形式)を受けた



				今年 コトシ																回数 カイスウ		人数 ニンズウ

		あり		89		68.5%														1		15

		なし		41		31.5%														2		11

				130																3		7

																				4		10

																				5		10

																				6		3

																				7		3

																				8		3

																				10		3

																				11		1

																				12		2

																				15		1

																				20		3







今年	あり	なし	0.68461538461538463	0.31538461538461537	

Q28_5

		Q28 WEB面接(録画形式)を受けた



				今年 コトシ																回数 カイスウ		人数 ニンズウ

		あり		31		27.0%														0		1

		なし		84		73.0%														1		14

				115																2		4

																				3		5

																				5		1



















今年	あり	なし	0.26956521739130435	0.73043478260869565	

Q29

		Q29 WEBセミナーの適切な所要時間はどのくらいですか？●ライブ配信



				21卒5月調査 ソツ ガツチョウサ

		30分未満		15		10.8%

		30分～1時間未満		68		48.9%

		1時間～1時間30分未満		47		33.8%

		1時間30分～2時間未満		7		5.0%

		2時間以上		2		1.4%

				139



21卒5月調査	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	0.1079136690647482	0.48920863309352519	0.33812949640287771	5.0359712230215826E-2	1.4388489208633094E-2	

Q29b

		Q28 WEBセミナーの適切な所要時間はどのくらいですか？●録画配信



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		30分未満		34		26.6%

		30分～1時間未満		66		51.6%

		1時間～1時間30分未満		27		21.1%

		1時間30分～2時間未満		1		0.8%

		2時間以上		0		0.0%

				128



21卒5月調査	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	0.265625	0.515625	0.2109375	7.8125E-3	0	

Q30

		WEBセミナーにおいて解決してほしい課題点や問題点があればご記入ください



		ずっとパソコンを見るため、目が疲れる。

		スクリーンショットや画面録画、画面の撮影をしてもいいのかダメなのか、明確に指示をくださるとありがたいです！

		企業側の一部の方の通信環境が悪い場合があり、聞き取りづらいことがある点。

		映像が乱れることです。

		特になし

		話す人により声の大きさにばらつきがあるため、その点が改善されると嬉しい。

		聞き取りづらい

		見る速度を変えられる機能をつけて欲しい。

		特にない

		「カメラ目線ではないから話を聞いていなさそう」などのように、カメラ目線でないといけないという考えはやめてほしいです。説明をしっかり聞くために画面を見るため、どうしてもカメラ目線にできません。

		質問をとりあげてもらえないことが多い。

		質疑応答時間が短く、ありきたりな質問ばかりになってしまうので、長めに質疑応答の時間を設けてほしいと思います。

		録画したものであれば再生速度を調整できるようにしてほしい×1.25 ×1.5など

		事前に質問したいことをアンケートで取って、それに答える形になって欲しい。

		特になし。

		たまに録画されないセミナーなどがあるので、できれば全て録画して後からでも見れるように設定していただきたいです。

		スライドと話が一致していない時があった。

		雑音が入ることが多いので、雑音をなくして欲しい。回線の問題もあるけど、話している人の声が聞きづらいこともある。

		①エラーが起きて、通信できない原因もわからない②WEB説明会があることはわかるのだが、アクセスの仕方がわからず苦労した。

		特にライブ配信の場合だが、もっとゆっくり話してほしい。

		企業パンフレット等の資料や使用されたスライドを、webセミナーで紹介するのみでなくダウンロードできるようにしてほしい

		ライブ配信時、双方向でビデオも動かすのか早めに知りたい、

		映像がよく途切れるので改善してほしい。

		動画が止まってしまう時や、音声が聞き取りにくい時があること。

		会社によって時間やコンテンツがまちまちである

		録画にして倍速できるやつにしてほしい

		通信回線に問題が生じ、発言がよく聞き取れなかった場合にチャット等でのフォローが欲しい。

		回線の不具合により参加できなくなるカメラで自室が写ってしまうため困る

		特になし





Q1

		Q1 現在の就活の進行状況で当てはまるものを全て選択してください

																平均社数 ヘイキン シャ スウ						項目 コウモク		平均社数 ヘイキン シャ スウ

				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ				20卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ								21卒 ソツ		20卒 ソツ						21卒 ソツ		20卒 ソツ

		まったく活動していない		19		11.4%		10		6.7%				大学キャリアセンター(就職部)が主催する業界研究セミナーに参加		3.9		3.6				大学キャリアセンター
(就職部)業界研究セミナー		3.9		3.6

		大学キャリアセンター(就職部)が主催する業界研究セミナーに参加		69		41.6%		71		47.7%				就職情報会社が主催する業界・合同セミナーに参加		4.4		5.3				就職情報会社
業界・合同セミナー		4.4		5.3

		就職情報会社が主催する業界・合同セミナーに参加		90		54.2%		81		54.4%				就職情報サイト等でのプレエントリー		37.2		32.9				プレエントリー		37.2		32.9

		就職情報サイト等でのプレエントリー		96		57.8%		87		58.4%				個別企業のセミナー・説明会参加		14.1		14.1				個別企業のセミナー・
説明会参加		14.1		14.1

		個別企業のセミナー・説明会参加		96		57.8%		98		65.8%				エントリーシート提出		14.4		12.2				エントリーシート提出		14.4		12.2

		エントリーシート提出		114		68.7%		107		71.8%				筆記・適性テスト		10.4		8.8				筆記・適性テスト		10.4		8.8

		筆記・適性テスト		99		59.6%		103		69.1%				一次面接		6.1		6				一次面接		6.1		6.0

		一次面接		101		60.8%		106		71.1%				二次面接		2.9		3.3				二次面接		2.9		3.3

		二次面接		58		34.9%		78		52.3%				三次面接		1.6		2.1				三次面接		1.6		2.1

		三次面接		21		12.7%		28		18.8%				役員面接・最終面接		2.1		1.8				役員面接・最終面接		2.1		1.8

		役員面接・最終面接		48		28.9%		70		47.0%				内定獲得		1.8		1.9				内定獲得		1.8		1.9

		内定獲得		36		21.7%		66		44.3%

				166				149



21卒5月調査	まったく活動していない	大学キャリアセンター(就職部)が主催する業界研究セミナーに参加	就職情報会社が主催する業界・合同セミナーに参加	就職情報サイト等でのプレエントリー	個別企業のセミナー・説明会参加	エントリーシート提出	筆記・適性テスト	一次面接	二次面接	三次面接	役員面接・最終面接	内定獲得	0.1144578313253012	0.41566265060240964	0.54216867469879515	0.57831325301204817	0.57831325301204817	0.68674698795180722	0.59638554216867468	0.60843373493975905	0.3493975903614458	0.12650602409638553	0.28915662650602408	0.21686746987951808	20卒5月調査	6.7114093959731544E-2	0.47651006711409394	0.5436241610738255	0.58389261744966447	0.65771812080536918	0.71812080536912748	0.6912751677852349	0.71140939597315433	0.52348993288590606	0.18791946308724833	0.46979865771812079	0.44295302013422821	

Q1_2

		Q1 大学キャリアセンター(就職部)が主催する業界研究セミナーに参加



				21卒5月調査（平均：3.9回） ソツ ガツ チョウサ ヘイキン カイ				20卒5月調査（平均：3.6回） ソツ ガツ チョウサ ヘイキン カイ

		0回 カイ		1		1.6%				0.0%

		1回		11		17.5%		16		22.9%

		2回		18		28.6%		20		28.6%

		3回		9		14.3%		11		15.7%

		4回		7		11.1%		7		10.0%

		5回		9		14.3%		9		12.9%

		6回～9回 カイ		4		6.3%		1		1.4%

		10回以上 イジョウ		4		6.3%		6		8.6%

				63				70

		平均 ヘイキン		3.9				3.6



21卒5月調査（平均：3.9回）	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回～9回	10回以上	1.5873015873015872E-2	0.17460317460317459	0.2857142857142857	0.14285714285714285	0.1111111111111111	0.14285714285714285	6.3492063492063489E-2	6.3492063492063489E-2	20卒5月調査（平均：3.6回）	0	0.22857142857142856	0.2857142857142857	0.15714285714285714	0.1	0.12857142857142856	1.4285714285714285E-2	8.5714285714285715E-2	

Q1_3

		Q1 就職情報会社が主催する業界・合同セミナーに参加



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ				20卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		0回 カイ		1		1.2%		1		1.3%

		1回		19		22.4%		7		8.9%

		2回		13		15.3%		11		13.9%

		3回		18		21.2%		19		24.1%

		4回		4		4.7%		1		1.3%

		5回		16		18.8%		15		19.0%

		6回～9回 カイ		6		7.1%		8		10.1%

		10回以上 イジョウ		8		9.4%		17		21.5%

				85				79

		平均 ヘイキン		4.4				5.3



21卒5月調査	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回～9回	10回以上	1.1764705882352941E-2	0.22352941176470589	0.15294117647058825	0.21176470588235294	4.7058823529411764E-2	0.18823529411764706	7.0588235294117646E-2	9.4117647058823528E-2	20卒5月調査	1.2658227848101266E-2	8.8607594936708861E-2	0.13924050632911392	0.24050632911392406	1.2658227848101266E-2	0.189873417721519	0.10126582278481013	0.21518987341772153	

Q1_4

		Q1 就職情報サイト等でのプレエントリー



				21卒5月調査
（平均：37.2回） ソツ ガツチョウサ ヘイキン カイ				20卒5月調査
（平均：32.9回） ソツ ガツ チョウサ ヘイキン カイ

		0～19社 シャ		27		30.0%		24		27.0%

		20～39社		24		26.7%		32		36.0%

		40～69社		25		27.8%		25		28.1%

		70～99社		7		7.8%		4		4.5%

		100～149社		6		6.7%		4		4.5%

		150社以上 シャ イジョウ		1		1.1%				0.0%

				90				89

		平均 ヘイキン		37.2				32.9



21卒5月調査	
（平均：37.2回）	0～19社	20～39社	40～69社	70～99社	100～149社	150社以上	0.3	0.26666666666666666	0.27777777777777779	7.7777777777777779E-2	6.6666666666666666E-2	1.1111111111111112E-2	20卒5月調査	
（平均：32.9回）	0.2696629213483146	0.3595505617977528	0.2808988764044944	4.49438202247191E-2	4.49438202247191E-2	0	

Q1_5

		Q1 個別企業のセミナー・説明会参加



				21卒5月調査（平均：14.1回） ソツ ガツチョウサ ヘイキン カイ				20卒5月調査(平均：14.1回） ソツ ガツ チョウサ ヘイキン カイ

		0～10社 シャ		50		54.9%		43		43.9%

		11～20社		21		23.1%		38		38.8%

		21～30社		11		12.1%		11		11.2%

		31～40社		6		6.6%		6		6.1%

		41～50社		3		3.3%				0.0%

		51社以上		0		0.0%				0.0%

				91				98

		平均 ヘイキン		14.1				14.1



21卒5月調査（平均：14.1回）	0～10社	11～20社	21～30社	31～40社	41～50社	51社以上	0.5494505494505495	0.23076923076923078	0.12087912087912088	6.5934065934065936E-2	3.2967032967032968E-2	0	20卒5月調査(平均：14.1回）	0.43877551020408162	0.38775510204081631	0.11224489795918367	6.1224489795918366E-2	0	0	

Q1_6

		Q1 エントリーシート提出



				21卒5月調査(平均：14.4回） ソツ ガツ チョウサ ヘイキン カイ				20卒5月調査(平均：12.2回） ソツ ガツチョウサ ヘイキン カイ

		0～10社 シャ		55		50.9%		64		58.2%

		11～20社		26		24.1%		31		28.2%

		21～30社		17		15.7%		11		10.0%

		31～40社		5		4.6%		3		2.7%

		41～50社		3		2.8%		1		0.9%

		51社以上		2		1.9%				0.0%

				108				110

		平均 ヘイキン		14.4				12.2



21卒5月調査(平均：14.4回）	0～10社	11～20社	21～30社	31～40社	41～50社	51社以上	0.5092592592592593	0.24074074074074073	0.15740740740740741	4.6296296296296294E-2	2.7777777777777776E-2	1.8518518518518517E-2	20卒5月調査(平均：12.2回）	0.58181818181818179	0.2818181818181818	0.1	2.7272727272727271E-2	9.0909090909090905E-3	0	

Q1_7

		Q1 筆記・適性テスト



				21卒5月調査(平均：10.4回） ソツ ガツ チョウサ ヘイキン カイ				20卒5月調査(平均：8.8回) ソツ ガツ チョウサ ヘイキン カイ

		0～10社 シャ		61		64.9%		72		69.9%

		11～20社		21		22.3%		25		24.3%

		21～30社		10		10.6%		4		3.9%

		31～40社		1		1.1%		2		1.9%

		41～50社		1		1.1%				0.0%

		51社以上		0		0.0%				0.0%

				94				103

		平均 ヘイキン		10.4				8.8



21卒5月調査(平均：10.4回）	0～10社	11～20社	21～30社	31～40社	41～50社	51社以上	0.64893617021276595	0.22340425531914893	0.10638297872340426	1.0638297872340425E-2	1.0638297872340425E-2	0	20卒5月調査(平均：8.8回)	0.69902912621359226	0.24271844660194175	3.8834951456310676E-2	1.9417475728155338E-2	0	0	

Q1_8

		Q1 一次面接



				今年 コトシ				去年 キョネン

		0～5社 シャ		61		65.6%		67		61.5%

		6～10社		19		20.4%		31		28.4%

		11～15社		6		6.5%		3		2.8%

		16～20社		4		4.3%		6		5.5%

		21～30社		3		3.2%		2		1.8%

		31社以上		0		0.0%				0.0%

				93				109

		平均 ヘイキン		6.1				6.0



今年	0～5社	6～10社	11～15社	16～20社	21～30社	31社以上	0.65591397849462363	0.20430107526881722	6.4516129032258063E-2	4.3010752688172046E-2	3.2258064516129031E-2	0	去年	0.61467889908256879	0.28440366972477066	2.7522935779816515E-2	5.5045871559633031E-2	1.834862385321101E-2	0	

Q1_9

		Q1 二次面接



				今年 コトシ				去年 キョネン

		0～5社 シャ		52		89.7%		73		90.1%

		6～10社		4		6.9%		6		7.4%

		11～15社		1		1.7%				0.0%

		16～20社		1		1.7%		1		1.2%

		21～30社				0.0%		1		1.2%

		31社以上				0.0%				0.0%

				58				81

		平均 ヘイキン		2.9				3.3



今年	0～5社	6～10社	11～15社	16～20社	21～30社	31社以上	0.89655172413793105	6.8965517241379309E-2	1.7241379310344827E-2	1.7241379310344827E-2	0	0	去年	0.90123456790123457	7.407407407407407E-2	0	1.2345679012345678E-2	1.2345679012345678E-2	0	

Q1_10

		Q1 三次面接



				今年 コトシ				去年 キョネン

		0～5社 シャ		24		96.0%		32		97.0%

		6～10社		1		4.0%				0.0%

		11～15社				0.0%				0.0%

		16～20社				0.0%		1		3.0%

		21～30社				0.0%				0.0%

		31社以上				0.0%				0.0%

				25				33

		平均 ヘイキン		1.6				2.1



今年	0～5社	6～10社	11～15社	16～20社	21～30社	31社以上	0.96	0.04	0	0	0	0	去年	0.96969696969696972	0	0	3.0303030303030304E-2	0	0	

Q1_11

		Q1 役員面接・最終面接



				今年 コトシ				去年 キョネン

		1社 シャ		20		45.5%		36		51.4%

		2社		12		27.3%		22		31.4%

		3社		6		13.6%		7		10.0%

		4社		3		6.8%		3		4.3%

		5社		2		4.5%		1		1.4%

		6社以上		1		2.3%		1		1.4%

				44				70

		平均 ヘイキン		2.1				1.8



今年	1社	2社	3社	4社	5社	6社以上	0.45454545454545453	0.27272727272727271	0.13636363636363635	6.8181818181818177E-2	4.5454545454545456E-2	2.2727272727272728E-2	去年	0.51428571428571423	0.31428571428571428	0.1	4.2857142857142858E-2	1.4285714285714285E-2	1.4285714285714285E-2	

Q1_12

		Q1 内定獲得



				今年 コトシ				去年 キョネン

		1社 シャ		16		55.2%		34		53.1%

		2社		4		13.8%		15		23.4%

		3社		8		27.6%		6		9.4%

		4社		1		3.4%		4		6.3%

		5社				0.0%		4		6.3%

		6社以上				0.0%		1		1.6%

				29				64

		平均 ヘイキン		1.8				1.9



今年	1社	2社	3社	4社	5社	6社以上	0.55172413793103448	0.13793103448275862	0.27586206896551724	3.4482758620689655E-2	0	0	去年	0.53125	0.234375	9.375E-2	6.25E-2	6.25E-2	1.5625E-2	

Q10

		Q10 内定した企業の業界とそれぞれの社数を、当てはまる項目全てにお答えください。



				今年 コトシ				去年 キョネン

		製造業（食品・電機・自動車など）		4		14.8%		16		27.1%

		運輸業界（鉄道・陸運・海運など）		3		11.1%		2		3.4%

		建設・不動産業界（建設・不動産・住宅・インテリアなど）		1		3.7%		9		15.3%

		金融業界（銀行・保険・証券など）		4		14.8%		4		6.8%

		商社業界（総合商社・専門商社・卸売など）		1		3.7%		6		10.2%

		情報・通信業界（通信・IT・SI・情報処理など） 		5		18.5%		11		18.6%

		流通業（外食・小売・ホテル・旅行・レジャー）		6		22.2%		14		23.7%

		マスコミ業界（新聞・テレビ・広告など）		1		3.7%		2		3.4%

		サービス業界（教育・コンサルティング・人材など）		8		29.6%		13		22.0%

		その他		3		11.1%		8		13.6%

				27				59



今年	製造業（食品・電機・自動車など）	運輸業界（鉄道・陸運・海運など）	建設・不動産業界（建設・不動産・住宅・インテリアなど）	金融業界（銀行・保険・証券など）	商社業界（総合商社・専門商社・卸売など）	情報・通信業界（通信・IT・SI・情報処理など） 	流通業（外食・小売・ホテル・旅行・レジャー）	マスコミ業界（新聞・テレビ・広告など）	サービス業界（教育・コンサルティング・人材など）	その他	0.14814814814814814	0.1111111111111111	3.7037037037037035E-2	0.14814814814814814	3.7037037037037035E-2	0.18518518518518517	0.22222222222222221	3.7037037037037035E-2	0.29629629629629628	0.1111111111111111	去年	0.2711864406779661	3.3898305084745763E-2	0.15254237288135594	6.7796610169491525E-2	0.10169491525423729	0.1864406779661017	0.23728813559322035	3.3898305084745763E-2	0.22033898305084745	0.13559322033898305	

Q11

		Q11 就職先について、お聞かせください。



				21卒5月調査 ソツ ガツチョウサ				20卒5月調査 ソツ ガツチョウサ

		第一志望の企業に決まった		9		50.0%		20		37.7%

		第一志望ではないが、就職を決めた		9		50.0%		33		62.3%

				18				53



第一志望の企業に決まった	21卒5月調査	20卒5月調査	0.5	0.37735849056603776	第一志望ではないが、就職を決めた	21卒5月調査	20卒5月調査	0.5	0.62264150943396224	

Q12

		Q12 内定をもらった企業のうち、入社を決めた（内定を承諾した）企業はありますか？



				21卒5月調査 ソツ ガツチョウサ				20卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		ある		9		36.0%		21		35.6%

		ない		16		64.0%		38		64.4%

				25				59



ある	21卒5月調査	20卒5月調査	0.36	0.3559322033898305	ない	21卒5月調査	20卒5月調査	0.64	0.64406779661016944	

Q13

		Q13 入社を決めた理由を、順位の高いものから3つお選びください。



				21卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ				20卒5月調査 ソツ ガツ チョウサ

		社風がよい		8		53.3%		22		45.8%

		仕事に魅力を感じる		7		46.7%		24		50.0%

		キャリア形成に有利		3		20.0%		5		10.4%

		安定性（経営基盤）がある		3		20.0%		12		25.0%

		成長性・将来性がある		3		20.0%		12		25.0%

		知名度がある		2		13.3%		4		8.3%

		国際性がある		0		0.0%		2		4.2%

		社会的貢献度が高い		1		6.7%		8		16.7%

		教育研修が充実		1		6.7%		4		8.3%

		実力が発揮できる		1		6.7%		4		8.3%

		技術力がある		1		6.7%		3		6.3%

		賃金・労働条件がよい		2		13.3%		5		10.4%

		先輩・知人が魅力的だった		0		0.0%		3		6.3%

		人事担当者が魅力的だった		4		26.7%		3		6.3%

		社長が魅力的だった		0		0.0%				0.0%

		先生・家族・友人の勧め		0		0.0%				0.0%

		一番最初に内（内）定		1		6.7%		2		4.2%

		自分を高く評価してくれた		1		6.7%		5		10.4%

		勤務地が希望に合った		2		13.3%		8		16.7%

		その他		1		6.7%		2		4.2%

				15				48



21卒5月調査	社風がよい	仕事に魅力を感じる	キャリア形成に有利	安定性（経営基盤）がある	成長性・将来性がある	知名度がある	国際性がある	社会的貢献度が高い	教育研修が充実	実力が発揮できる	技術力がある	賃金・労働条件がよい	先輩・知人が魅力的だった	人事担当者が魅力的だった	社長が魅力的だった	先生・家族・友人の勧め	一番最初に内（内）定	自分を高く評価してくれた	勤務地が希望に合った	その他	0.53333333333333333	0.46666666666666667	0.2	0.2	0.2	0.13333333333333333	0	6.6666666666666666E-2	6.6666666666666666E-2	6.6666666666666666E-2	6.6666666666666666E-2	0.13333333333333333	0	0.26666666666666666	0	0	6.6666666666666666E-2	6.6666666666666666E-2	0.13333333333333333	6.6666666666666666E-2	20卒5月調査	0.45833333333333331	0.5	0.10416666666666667	0.25	0.25	8.3333333333333329E-2	4.1666666666666664E-2	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	8.3333333333333329E-2	6.25E-2	0.10416666666666667	6.25E-2	6.25E-2	0	0	4.1666666666666664E-2	0.10416666666666667	0.16666666666666666	4.1666666666666664E-2	

Q14

		Q14 就職活動の環境について、どのような感想をお持ちですか？



				今年 コトシ				去年 キョネン

		大いに楽観視している		5		3.1%		10		6.9%

		比較的楽観視している		23		14.1%		39		26.9%

		苦戦するかもしれない		66		40.5%		64		44.1%

		展望が見えず悲観的だ		68		41.7%		29		20.0%

		その他		1		0.6%		3		2.1%

				163				145



今年	大いに楽観視している	比較的楽観視している	苦戦するかもしれない	展望が見えず悲観的だ	その他	3.0674846625766871E-2	0.1411042944785276	0.40490797546012269	0.41717791411042943	6.1349693251533744E-3	去年	6.8965517241379309E-2	0.26896551724137929	0.44137931034482758	0.2	2.0689655172413793E-2	

Q15

		Q15 どんな企業に入社したいと思いますか？現在の考えに近いものを教えてください



				今年 コトシ				去年 キョネン

		大手企業を優先し、中堅以下の企業には絶対行きたくない		10		6.1%		8		5.5%

		できるだけ大手企業に行きたい		51		31.1%		56		38.6%

		中堅・ベンチャー企業も含めて就職希望先を考えている		26		15.9%		24		16.6%

		やむを得ず中堅・ベンチャー企業へ行くこともある		5		3.0%		1		0.7%

		積極的に中堅・ベンチャー企業へ行きたい		5		3.0%		5		3.4%

		やりがい、適性が合えば企業規模は問わない		67		40.9%		51		35.2%

				164				145



今年	大手企業を優先し、中堅以下の企業には絶対行きたくない	できるだけ大手企業に行きたい	中堅・ベンチャー企業も含めて就職希望先を考えている	やむを得ず中堅・ベンチャー企業へ行くこともある	積極的に中堅・ベンチャー企業へ行きたい	やりがい、適性が合えば企業規模は問わない	6.097560975609756E-2	0.31097560975609756	0.15853658536585366	3.048780487804878E-2	3.048780487804878E-2	0.40853658536585363	去年	5.5172413793103448E-2	0.38620689655172413	0.16551724137931034	6.8965517241379309E-3	3.4482758620689655E-2	0.35172413793103446	

Q16

		Q16 印象に残ったセミナーとその理由を教えてください。



				社名		業種		内容		印象に残った理由

		1:直接接触にて参加		萩原工業		1:製造		会社説明		実際に工場内の見学ができた

		2:Web上にて参加		凸版印刷		10:その他		web上での座談会		学生からよく来る質問を中心に、実施にあたって募った質問にも回答してくれたため非常に参考になった。

		2:Web上にて参加		リッチメディア		8:マスコミ		日本の今後会社説明		2000年から2010年の10年間で日本の立ち位置が変わった。これは現状維持をした結果であり、これからは挑戦し続けた企業が生き残っていくという言葉が印象に残りました。

		1:直接接触にて参加		西日本電信電話（NTT西日本）		6:情報・通信		冬の企業説明会で放映されたビデオ		企業の意思決定という観点から、NTT西日本がどのようにして社会に価値をもたらしてきたかがドラマティックに表現されていたため。

				アルファシータ		1:製造		会社及び社員の紹介		冒頭で自社製品のアピールが行われていたり社風や社員について丁寧に説明されていたりしたため、魅力が伝わりやすいと感じたから。

		1:直接接触にて参加		KOA		1:製造		一日会社見学、社員さんと話す機会もありました。		山の中に東証一部上場企業があることに驚いたから。

		2:Web上にて参加		ノジマ		9:サービス		オンラインでの説明会		チャットを通してリアルタイムで会話できていたので、一方的ではなく、お互いに参加している感じがあった。

		2:Web上にて参加		いえらぶ		6:情報・通信		社長さんによる会社説明など		話し方が凄く上手でwebでも頭に入ってきやすかった

				オープンハウス		3:建設・不動産		会社概要、理念		熱意が凄かったため

		2:Web上にて参加		東日本旅客鉄道株式会社		2:運輸		少人数でのweb座談会		質疑応答が丁寧だったから。

		2:Web上にて参加		三十三フィナンシャルグループ		4:金融		業務説明　質問会		業務内容がよくわかり、行員の方の雰囲気も良かった

		2:Web上にて参加		バンダイ		1:製造		新入社員の方々のパネルディスカッションがあったり、ESを見せて頂いたり、面接の模擬をしたりを放送		実際に自分に応用することが出来る、ためになるセミナーだったため

				ヤマザキグループ		1:製造		各グループ会社の説明		グループ会社の説明をコスパよく聞けた。また、お土産もたくさん貰えたから。

		1:直接接触にて参加		千葉スバル		5:商社		説明とショールーム見学		ショールームを見れたから

		1:直接接触にて参加		三井住友海上火災保険株式会社		4:金融		時間はそれほど長くないが、1日に何コマかあるものを数日間にわたって開催してくださった。1コマずつお話ししてくださる社員の方の職種が異なっていて学生が事前に提出した質問に沿ったトークセッションをしてくださった。		就活生のニーズに向き合い、セミナー外でも親身になって最大限のサポートをしてくださったと感じたため。

		2:Web上にて参加		中外製薬		1:製造		職種ごとの詳細な説明		開催回数が多く、様々な職種について理解を深められたと感じたから。

		2:Web上にて参加		学研ココファン		10:その他		事業内容・オンライン事業所見学		どういう事業所かを実際に対面で行わなくても細部まで説明していただけたから

		2:Web上にて参加		ヒラタ		5:商社		会社説明、質疑応答等		人事の方だけでなく、若手社員の方も交えて質問に答えてくれたため

		1:直接接触にて参加		エームサービス株式会社		10:その他		説明会の後日に行われた座談会		現在働いている社員の人との座談会だけで時間を取っていただいたので気になっていた内容を事細かく聞くことができました。

		2:Web上にて参加		丸和運輸機関株式会社		4:金融		３ＰＬを駆使し、小売業に対する物流の問題を解決していく企業。		人財と考え社員一人一人を大切にしているのがとても印象的でした。

				中部薬品		10:その他

		1:直接接触にて参加		株式会社ミスターサービス		2:運輸		会社見学会		雰囲気が良く、社長が自ら学生と会って話をしてくださったから。

		1:直接接触にて参加		JRA		10:その他		説明会。		競馬という独立性が高くよく知らない人も多いと思うが、そういう人に対してもわかるように説明してくれたから。

		2:Web上にて参加		ポニーキャニオン		8:マスコミ		会社説明会		コロナ拡大により、予定していた本社での会社説明会が中止になってしまった分、WEBでの説明会・質問会を数回に渡り開催してくださり、温かみを感じたからです。

		1:直接接触にて参加		株式会社ミリアルリゾートホテルズ		9:サービス		会社説明と先輩社員からのキャリアパス紹介		会社説明会ではあるが、この会社で働くことに対してわくわく感が持てるような話し方や演出があった。

				砂子組		3:建設・不動産		なし

		2:Web上にて参加		サントリーホールディングス		1:製造		会社紹介、職種フィールド紹介、Q&A		食品の工学系の働き方のフィールドの多様性。企業理念である、やってみなはれの精神について。

				株式会社カウテレビジョン 		8:マスコミ		採用面接練習で自己PRを磨く		少人数制で自己PRを磨かせてくれたからです。

		2:Web上にて参加		マイナビ		10:その他

				大塚商会		2:運輸		今後の課題		社員さん

				ANNA		2:運輸		どんな事業を行っているか、どのくらいの利益を生み出しているか、採用情報		航空業界に興味があり、またANNAさんはさまざまな挑戦をしていると感じたから。

		1:直接接触にて参加		サントリーロジスティクス		2:運輸		社員の方と昼食		社員の方が仕事のことからプライベートまで話して下さり、会社への志望度が上がったから。

		1:直接接触にて参加		札幌トヨペット株式会社		10:その他		自己分析就活のこと		自己分析のことを教えていただきた。

		1:直接接触にて参加		住友商事株式会社		5:商社		自社の経営理念や取り組みやについて		自社と他の商社との違いを明確に説明し、且つ会社説明会にも関わらず学生の為になる内容の話もして頂けたから。

		2:Web上にて参加		コスモス薬品		9:サービス		販売管理比率が低く、無駄がない経営をしていることがわかった。良さがわかった。自信があるからこそ、インタビューをさせてくれることがわかりよかった。

		2:Web上にて参加		サイゼリヤ		7:流通		会社紹介、GD、GW、質問タイム		質問タイムでかなり突っ込んだ話をしてくれた

		2:Web上にて参加		岐阜新聞社		8:マスコミ		WEB会社説明会		YouTubeでの開催だったため、リアルタイムで質問ができるところが良かった。また、人事の方だけでなく営業の方のお話も伺うことができ、WEB上でも雰囲気がよく伝わった。

		2:Web上にて参加		日本航空		2:運輸

		2:Web上にて参加		株式会社デサント		1:製造		様々な部署の方々による対談（仕事内容、やりがいなど）		自分が働いている姿が想像しやすくなったから。

				JR東海		2:運輸				フィードバックをもらえた

				大日本印刷		10:その他		営業体験をさせて頂いた。		お客様の当たり前を作ることの難しさを知ることが出来たから。

		1:直接接触にて参加		トヨタファイナンス		4:金融		会社説明会		社員との座談会で志望動機が高まったから。

		1:直接接触にて参加		オーギヤグループ		9:サービス				自己分析にとても役に立つ内容だったから

		1:直接接触にて参加		ベネッセスタイルケア		9:サービス		会社説明会		新入社員のストーリー仕立てで説明してくださり、働くというイメージが湧きやすかったから。

		1:直接接触にて参加		両備グループ		9:サービス		グループワークで、両備グループの事業を組み合わせた企画を考えるインターンシップ		実際に自分たちで企画を考えることを通して、どのような事業があるのか理解が深まった

		2:Web上にて参加		損保ジャパン		4:金融		損保ジャパンの仕事内容や社風など　オンライン面接における極意		人事の方がとても魅力的だった

		1:直接接触にて参加		大見工業		1:製造		会社説明　職種説明		グループワークで業務についてわかりやすく説明してもらえた。コロナウイルス下でも座談会で直截社員と話す機会を設けてくれた。

		1:直接接触にて参加		日本ハム株式会社		1:製造		試食会を兼ねたオープンセミナー		実際にニッポンハムグループの商品を試食することができ、企業研究がその場でできたこと。

		2:Web上にて参加		イオンフィナンシャルサービス		4:金融		クイズ形式のテストがでた。		ネット環境がうまくいかなかったから。

		1:直接接触にて参加		北海道警察行政		10:その他		説明会マナー講習仕事体験		職員の方々がフレンドリーだったから

		1:直接接触にて参加		株式会社NTTデータフォース		6:情報・通信		会社説明		とにかく学生一人ひとりに対して丁寧

		2:Web上にて参加		ロピア		1:製造		製造職　採用説明会		社長が事業内容紹介、また、質疑応答まで参加していたこと。経営状況なども聞けたこと

				伊藤忠株式会社		5:商社		仕事内容、応募要項、商社についての話		パソコントラブルで、パソコンなしで口頭での説明会をしていた点。

				OURAグループ		10:その他		サービス業		多角的で様々な事業を行っている所

				JA岐阜		9:サービス		野菜や作物の販売、金融機関、		自身が農業経験あり興味を持った

				株式会社桑和		1:製造		会社の説明、工場見学、質問開始		社員の方々がとても明るく接して下さったから。

		2:Web上にて参加		KMバイオロジクス株式会社		1:製造		座談会		実際に働いている方の話をたくさん聞くことができた。

		2:Web上にて参加		旭化成アミダス		6:情報・通信		会社説明会		効率よく会社について知ることができた

		2:Web上にて参加		株式会社陽進堂		1:製造		会社の事業内容、経営理念、職種ごとの仕事内容、応募要項など		会社のロゴや企業理念などについてクイズ形式で紹介だったため自分でもあれこれ考えることができ、印象に残った

		2:Web上にて参加		個人開催(主催の希望により匿名)		10:その他		内定を獲得した先輩からのアドバイス		就活生としての目線と採用側としての目線の違いを交えて説明していたため。

		2:Web上にて参加		第一稀元素化学工業		1:製造		技術系社員による座談会		スカイプを使用して、和やかな雰囲気で質疑応答が行われた

		2:Web上にて参加		エン・ジャパン		10:その他		Webでの会社説明会		会社説明会で実際に行われるワークをwebでも行えたから。

		2:Web上にて参加		キャリタス就活		9:サービス		twitter上でのオンライン就活ガイダンス		通信障害が多かったから。

		1:直接接触にて参加		オプテージ		6:情報・通信		部長対談		企業組織の中で重要なポストにいる人物から、「どのような意気込みで仕事に取り組んでいるか」等を聞くことができたため。

		2:Web上にて参加		ワンキャリ		10:その他

		1:直接接触にて参加		株式会社中国銀行		4:金融		会社説明・先輩行員との座談会		少人数グループで複数の先輩行員の話が聞けたため、生の声を多くかつ気軽に聞けたため。

		1:直接接触にて参加		三菱自動車工業		1:製造		重役講演会		部長級の方の、三菱自動車の看板製品の開発秘話をもとに、仕事に懸ける熱い想いを伺うことができたため。



























































































































































































































































































































































Q17

		Q17 印象に残ったエントリーシート（ES）の設問項目を教えてください。



		社名		業種		内容

		倉敷化工		1:製造		最近震えたこと

		大昭和紙工産業		10:その他		今後の社会に必要とされる紙加工製品はどんなものだと思うか、その理由

		シナジーマーケティング		9:サービス		あなたの価値観を教えてください

		マルハニチロ		1:製造		マルハニチロは、「世界においしいしあわせを」をコーポレートスローガンに掲げています。あなたのこれまでの人生で最も美味しかったと思う食べ物を教えてください。

		クレスコ		6:情報・通信		あなたが感じる「IT業界のおもしろさ」を記載してください。

		ポケモン		10:その他		最近おもしろいと思った商品・プロモーション・サービスは何か。

		船井総研		10:その他		やっていて飽きないこと

		京王電鉄株式会社		2:運輸		あなたが最近気になっているコトまたはモノについて、その理由を含めて教えてください。

		尾家産業		5:商社		しんどい仕事と楽な仕事どっちをとりますか。理由も併せて教えて下さい。

		東ハト		1:製造		最近面白かったことを答えてください

		ホリプロ		8:マスコミ		あなたを五七五で表してください

		大日本住友製薬		1:製造		選択肢の中から、自分の特色カラーを選ぶ。（赤：リーダー型、黄色：調和型、など）その特性を示すようなエピソード

		ドコモCS関西		6:情報・通信		叶えたい夢を800字以内で

		大学		10:その他		マイブームを教えてください

		株式会社有鄰		10:その他		5名の人から推薦文をもらう

		エームサービス株式会社		10:その他		これまでに所属した集団（部活動・バイト・ゼミ・サークル等）での役割とご自身がとってきた行動について教えて下さい。

		株式会社丸水長野県水		5:商社		あなたを食品に例えるとなんですか？その理由も教えてください。という内容でした。

		四国旅客鉄道株式会社		2:運輸		会社選びで重要視していることは何か。

		UR		3:建設・不動産		URが手掛けた団地や都市開発に対するイメージ

		株式会社オリエンタルランド		9:サービス		あなたが最も笑顔になれることを教えてください

		サントリーホールディングス		1:製造		A4一枚を使って自由に自分を表現してください。

		吉本興業		10:その他		SDGsの関心のある項目名とその理由を教えてください。

		丸紅		1:製造		学生時代に頑張ったこと

		ANAセールズ		9:サービス		10年後の自分へ手紙を書いて下さい。

		ホーマック株式会社		9:サービス		自分の強みを教えてください。

		阪急阪神ホテルズ		7:流通		自分のこれまでのなかで困難を乗り越えた経験を具体的に教えてください。

		スターフライヤー		2:運輸		スターフライヤーらしさで新しいサービスを提案してください

		株式会社ワコール		1:製造		あなたのキャッチコピーを教えてください。

		阪急		2:運輸		会社の将来のビジョン

		三井倉庫ホールディングス		2:運輸		人生で最も努力したことは何ですか。

		ヤマカ木材		3:建設・不動産		中学生の時の”一番力を入れたこと”を聞かれたから

		りそなカード		4:金融		あなたらしさは何か。

		マイナビ		10:その他		自分のヒストリーを書いてください。

		株式会社イタミアート		1:製造		今までで1番苦労したことはなんですか

		アンデン		1:製造		就職において重視している点

		日東工業株式会社		1:製造		あなたの短所について教えてください。

		北海道警察行政		10:その他		志望理由

		カネコ種苗		1:製造		あなたを物に例えると何になりますか

		日本政策金融金庫		4:金融		あなたと中小企業との関連について事例を交えて述べてください

		講談社		8:マスコミ		一枚写真を使って、その面白さを伝えてください。

		カイタックホールディングス		10:その他

		DSP五協フード＆ケミカル株式会社		1:製造		あなたが一番好きなモノ、ヒトまたはコトの魅力を弊社の社長に伝えてください。

		ホリプロ		10:その他		この時期だからこそお勧めするエンターテイメント

		株式会社いのうえ		9:サービス		ページの半分が自由記述

		電通		8:マスコミ		世の中に感じる違和感400字

		株式会社合同酒精		1:製造		あなたにとって「働く」とはどういうことですか

		株式会社バンダイ		1:製造		あなたらしさが現れている写真とその理由

		ユナイテッドアローズ株式会社		10:その他		コーディネートの写真と、コーディネートの理由

		北海道銀行		4:金融		これまでに最も感動あるいは感謝したエピソードを教えてください。

		プラップジャパン		8:マスコミ		あなたが成し遂げたかった夢はなんですか？なぜその夢を諦めたのですか？

		ソフトバンク		6:情報・通信		ソフトバンクバリューの 5 つの項目の中で、 あなたの強みと合致する項目を教えてください(複数選択可)。また、その強みを発揮して成し遂げたエピソードを教えてください。　※ソフトバンクバリュー：No.1、挑戦、逆算、スピード、執念*

		三菱倉庫		2:運輸		クラブやサークル等の人の集団に入った場合、どのように行動するタイプか。

		三菱自動車工業		1:製造		あなたらしさが分かる写真を１枚アップロードして下さい。

		郵船コーディアルサービス		2:運輸		あなたの人間力は何か。





Q18

		Q18 印象に残ったグループワークの社名と内容を教えてください。



				社名		業種		内容

		1:直接接触にて参加		コムチュア		6:情報・通信		グループで協力し、ブロックで作られた形を再現するというもの。

		2:Web上にて参加		JAL		9:サービス		それぞれのグループの説明

				オープンハウス		3:建設・不動産		座談会と称し、働き方や将来のビジョンを考えさせるワークショップのようなもので、他の就活生の将来像と比べながら自分のものを再確認できたから。

				IBM		6:情報・通信		とある大学のコンサルティングをする

		2:Web上にて参加		ノバルティスファーマ		1:製造		テーマはなし。自由な内容について発表する。（例：おうち時間を楽しむ方法など）

		1:直接接触にて参加		個別指導キャンパス		9:サービス		あなたにとって大切なものに優先順位をつけて下さい。

		1:直接接触にて参加		株式会社ニトリ		9:サービス		すごろく形式でニトリがどのように成長してきたかを体感するワークでした。

				SONY		1:製造		楽しかった。

		1:直接接触にて参加		シモハナ物流		2:運輸		店の売り上げを上げる方法をグループで考える。

		2:Web上にて参加		サイゼリヤ		7:流通		具体的にサイゼリヤだけではなくて、同業他社(すかいらーくと思われる)のRPもしたから。

				なし

		1:直接接触にて参加		オーギヤグループ		9:サービス		二次選考の内容がドミノだったから

		1:直接接触にて参加		グンゼ株式会社		1:製造		グループワークで経費や、時間を考慮に入れて三角錐を作成した。

		2:Web上にて参加		未参加





Q19

		Q19 印象に残ったグループディスカッションの社名とテーマを教えてください。



				社名		業種		内容

		1:直接接触にて参加		レントラックス		8:マスコミ		大学生にお茶の葉を売るには

				PCIソリューションズ		6:情報・通信		公平な社員評価のためにシステムを使って出来ること

		1:直接接触にて参加		ＯＢＣ		6:情報・通信		それぞれに違う情報カードを渡された

		2:Web上にて参加		ノバルティスファーマ		1:製造		新型コロナウイルスの流行下で、政府も様々な政策を打ち出しているが、それを踏まえた上で今後どのような新しい取りくみができるか

		1:直接接触にて参加		おかやまコープ		9:サービス		山で遭難した時に取る行動について

				アサヒ飲料株式会社		1:製造		商業施設の新規利用方法の検討

				AGC		1:製造		今後の課題

		1:直接接触にて参加		エイチ・アイ・エス		9:サービス		お客様からの要望を基にアメリカツアーを考える。

		1:直接接触にて参加		共立メンテナンス		7:流通		今後のホテル業のあり方について

		2:Web上にて参加		waqoo		6:情報・通信		医療×VRでワクワクすることを提案する

		1:直接接触にて参加		株式会社イタミアート		1:製造		商品の売上アップを狙った企画を考えるもの

		1:直接接触にて参加		YKKAP株式会社		1:製造		ある街での快適な住宅の提案

		2:Web上にて参加		ビジネスコンサルタント		9:サービス		今後の100年どう変わって行きますか？そのために何が必要ですか？





Q20

		Q20 印象に残った面接の質問と、その感想について、ご回答ください。



				社名		業種		内容

				綜合警備保障		9:サービス		奨学金は借りてますか？借りていません

		2:Web上にて参加		NTTドコモ		6:情報・通信		・「欲しいものありますか？」・「初任給で何を買いたいですか？」・「一緒にいて楽しい人ってどんな人ですか？」・「どんな社会になったら良いと思いますか？そのためにドコモはどうすべきですか？」

		1:直接接触にて参加		アンダーツリー		7:流通		最終面接時に「あなたは恵まれていますか？」と質問されたから。松下幸之助の言葉が50年たっても衰えない点、どの業種の人にも尊敬されている点に驚きを隠せなかったからです。

		2:Web上にて参加		日本総合研究所		10:その他		苦手な人ｈどのようなタイプか

		1:直接接触にて参加		東海旅客鉄道株式会社		2:運輸		わが社に入りたいという気持ちを1分で表してください。

		2:Web上にて参加		大垣共立銀行		4:金融		自己pr 志望動機　ガクチカ

		1:直接接触にて参加		イー・スピリット		8:マスコミ		あなたの飲み会での立ち位置を教えてください

		2:Web上にて参加		大鵬薬品		1:製造		アドバイスされたことを受け入れがたいと思ったときはどうするか

		1:直接接触にて参加		エブリ		6:情報・通信		大学で学んだ講義の中で最も有意義だったものは何か

		2:Web上にて参加		株式会社バイク王＆カンパニー		9:サービス		面接という形より面談の形に近く、とても話しやすかったです。

		2:Web上にて参加		小柳商事株式会社		5:商社		高校を決めたキッカケは何でしたか？という質問を聞かれました。高校の時の決めた基準や価値観も選考の対象になるのだと気づかされました。

				マルエイ		5:商社		LPガスの強みはなに？びっくり

		1:直接接触にて参加		株式会社ハローズ		9:サービス		悪い意味で印象に残った。役員面接では、面接に来た学生をバカにしてきた。「兄弟はいるか」を質問され、「何なんだ。この企業は」と感じた。また、起立した時、上から下までジロジロと体をあからさまに見てきて大変不愉快だった。

		2:Web上にて参加		三島信用金庫		4:金融		今通っている大学を選んだ理由。

		2:Web上にて参加		全日本空輸株式会社		2:運輸		あなたを一字で表すと

				豊田通商				温和な会話であった。

		1:直接接触にて参加		ホーマック株式会社		9:サービス		アルバイトで大変だったことは何ですか？私なりに経験したことを話せたことが良かった。

		2:Web上にて参加		藤田観光		7:流通		Q.志望動機についてA.具体的な話にさらに、突っ込んだ話をしてた。

		2:Web上にて参加		JR東日本情報システム		6:情報・通信		研究室に関する質問先輩の研究などまで聞かれたのでざっくり覚えておいて良かったと思った

		2:Web上にて参加		株式会社デサント		1:製造		最近の挫折の経験について

		2:Web上にて参加		渡辺パイプ		1:製造		初めてのweb面接でとても緊張したから。その結果落ちたから。

		2:Web上にて参加		中央労働金庫		4:金融		あなたの人間力は何か。コロナ関連のニュースで気になっていることは何か。金融業界の課題は何だと思うか。

		2:Web上にて参加		SRL		10:その他		自分が思うリーダー像とは

		1:直接接触にて参加		岡山交通株式会社		9:サービス		今までで1番苦労したことは何か

		1:直接接触にて参加		カリツー		2:運輸		ストレスを感じるか、ストレス解消法

		2:Web上にて参加		株式会社プリントパック		1:製造		あなたにとって働くこととは

		1:直接接触にて参加		株式会社NTTデータビジネスブレインズ		6:情報・通信		４人の面接官のうち一人に大学の所在地を聞かれ、どのように通っているかを聞かれた。その人はその質問だけだった

		2:Web上にて参加		アグロカネショウ		1:製造		あなたがよく読む論文（ジャーナル）は何ですか。が印象的に残りました。研究を深堀りされるとは思っていましたが、そこまで聞かれるとは思っていませんでした。

				カイタックホールディングス		10:その他		Web面接でしたが、Webの画面が映らず、電話で面接したから。

				大和製罐		1:製造		東洋製罐とうちなら、東洋製罐に行くでしょ？

				ホリプロ		10:その他		最近買ったものでお勧めしたいもの

		2:Web上にて参加		東洋合成工業		1:製造		人事、技術系社員の4人も相手がいた

		1:直接接触にて参加		東海旅客鉄道		7:流通		貴方が常にサポート役をしていると思う理由

				横河ソリューションサービス		5:商社		嫌いな人はどういう人ですか？

		2:Web上にて参加		本田技研工業		1:製造		・「趣味を仕事にしようとは思わなかったんですか？」

		2:Web上にて参加		りそなグループ		4:金融		法人営業以外にやりたい業務は何か。

		1:直接接触にて参加		CSE		6:情報・通信		DXについて知っているか。また、その説明。





Q21

		Q21 面接で工夫した点を教えてください。



		笑顔

		履歴書に書ききれなかったことを口頭で話した

		一回一回の面接が終わったら必ず自分なりに反省点とよくできたと感じた点、その理由を書き出し、次の面接ではそれを踏まえるようにした。

		どんな質問が来るのか想定して回答作りをした

		web面接では背景や雑音などに気をつけ、余計な情報が入らないようにした。

		熱く、論理的に、わかりやすく、感情を込めて話すこと。

		簡潔に、かつ理論的に話すことを心がけた点。また、相手は自分のことを何も知らないということを意識し、自身やエピソードについて語る際に使う言葉をある程度考えるようにした点。

		結論から話すことです。

		web上では大きくはきはきと話すことを心掛けた

		目線の高さ

		結論ファーストで話す。他人と差別化を図れる部分は詳しく話す。

		常に笑顔

		にこやかにゆっくり話す

		身だしなみと話す速さ

		笑顔

		話す速度や、出来る限りカメラを見て人事の方と目線が合うようにしました。また、画面上でも身振り手振り話す様子がしっかり分かるようにしました。人事の方もコロナで大変な状況の中の面接であるということをいつも念頭において面接の最後に感謝の気持ちと「〇〇様もご自愛ください」の一言を加えるようにしています。

		常に笑顔を心掛ける。具体例を話す。

		できるだけ笑顔で、会話すること

		表情や姿勢、どのような質問がくるかを考えた

		webでの面接だったので笑顔と声量を心がけた

		声のトーン

		表情豊かにし、笑顔で話すように工夫しました。

		ＷＥＢでの一次面接では、通常の２倍のテンションで受け答えをする工夫をしました。

		目を見て、笑顔で、ハキハキと。

		途中で帰りたくなるほど不快な質問にも、怒らず対応した。

		結論を先に話すように意識した。

		声の大きさ、wifi環境

		思ったことを正直に発言してありのままを評価してもらうようにした。その場を楽しむことを意識した。

		結論ファースト。対話を意識するようにし、長くても応答は1分以内を心がけた。

		特になし。

		声の大きさをいつもより大きくし、表情も明るく意識した。

		身嗜みや言葉遣いを心掛けた。

		笑顔

		大きな声で話す

		できるだけ明るく、笑顔を心がけた。

		目線

		素直にありのままの自分を伝えること。

		web面接だったのでパソコンのモニターに面接用のメモを立てかけておいた

		はきはきと元気よく話すようにした。なるべく話が長くならないように気を付けた。

		なるべく笑顔でいたこと。

		顔が明るく写るように証明の位置を調整した

		明るく笑顔で話すこと、話に一貫性を持たせること、WEBであればカメラを見て話すこと

		WEB面接で、表情がより伝わるようになるべく頬を上げるように意識した。

		自分ならではのエピソードを盛り込もうとした

		話を短くまとめることにした

		前日に納得がいくまで対策をした。

		メモを取れるときはしっかり取るようにした。

		内容は箇条書き程度にメモして覚えること。文章をそのまま覚えるのは忘れた時にあたふたして何も言えなくなる。逆質問はなんでもいいから考えていく

		面接のマナー

		明るくハキハキ話した

		自分がどのような人間かを知って貰えるような回答を心がけた。

		笑顔でいること

		とにかく表情で伝わるように意識する

		ハキハキと喋ること

		結論から話す

		論理的な構成

		できるだけ笑顔になれるようにした。

		常に自分らしく、人と話しているという大前提を忘れない

		見た目、相手の目（WEBだとカメラ）を見ること





Q22

		Q22 面接で失敗した点を教えてください。



		先に座ってくださいって言われたため、座るタイミングがわからなかった。

		序盤は「質問に対してまず的確に答える」ということを意識できているが、時間が経ってくると忘れてしまう。

		考えるときに目線がずれること、未来の質問に対してうまく答えられない

		質問を想定し切れておらず、曖昧な返答になってしまった。

		・エントリー数を増やしすぎて、企業研究のツメが甘くなった部分があった・本選考初期では、面接慣れしていないことが裏目に出る機会があった。模擬面接等はするべき。

		答えに詰まってしまった時に、無理に答えようとしてしまい、余計苦しくなってしまった点。

		会社研究が出来ていなかったこと、緊張のあまり質問を忘れてしまったこと。

		ノートを見すぎた

		特になし

		通信状況が悪く、結局webでではなく、電話での面接となってしまった点

		集団面接で、他人の回答に左右されて自分の回答を変えてしまったこと。

		言葉に詰まってしまう

		WEB面接の時、カンペを見てしまったこととカメラの位置が悪く上から目線になってしまった

		目線をしたからにしてしまった時

		入室してから座るまでの流れ

		ヒーターの音が自分の声を聞こえにくくしていると知らずにつけていたことがあります。

		最後に面接官へ質問する時、事業内容について詳細を聞こうとしたところ、緊張して基本的な事業内容の質問になってしまい、事業内容の理解がないとみられて落とされました。

		端的に話すこと、論理的な根拠を示すこと

		一つの質問に対して言うことが長くなってしまう、言いたいことが伝わらないかと感じてしまうこと

		思っていた質問と違うものが来たので詰まって話せなくなった

		言いたいことを言えなかった。志望動機が弱かった。

		webの接続等慣れていない部分があり焦ってしまうことがあった

		逆質問をし忘れた。第一志望と伝えなかった。

		頭が真っ白になって言いたいことが言えなくなることがありました。

		緊張しすぎてしまい、顔の表情が死んだまま細々と受け答えをしてしまいました。真面目や誠実な印象を与えるだけになってしまい、明るさが伝わりませんでした。

		暗記しすぎて、頭真っ白

		圧迫面接でうまく言い返せなかったこと。

		うまく答えられないと感じてしまってから修正出来ず終始自分にとって納得のいかない面接になってしまった。

		目線

		緊張しすぎて声が小さくなり、自信がないように見えてしまった。

		イエス、ノーの場面で、言葉を濁して曖昧にした結果、訂正できず深堀されてしまい自分を苦しめてしまった。

		特になし。

		自分の思ってることを言いそびれたこと。

		準備を怠ってしまったこと。

		逆質問の準備不足

		個別面接→志望どうき出てこない集団WEB面接でお試しで受けているのがでてくる→話すの上手い人が出てきたときに非常に恥ずかしくなった！！

		答えに詰まったりすることが多い。

		早口で話してしまった

		最後に何か言いたいことはありますか？と言われ、何も言えなかったこと。

		滑舌が悪すぎて、相手が分からなかった。必要以上に緊張しすぎた。

		志望動機をきちんと言えなかったこと。

		電波環境が悪い時があった。

		逆質問を用意していたのに本番に飛んでしまった。

		WEBだと面接官の反応が非常に分かりづらく、途中で心配になり、ますます緊張してしまった。

		自己分析がしっかりできておらず、掘り下げられた質問に対して的確に答えることができなかった。

		準備不足で、企業が募集している仕事内容とは違った趣旨の回答をしてしまった事がある

		人と話す機会が減り、いざ面接となると上手く話せなかったこと。

		圧迫面接を初めて受けた時にうまく立て直せなかった。

		一度質問を聞き流したこと。

		面接マナーについてはあまり勉強できなかったこと

		WEB面接であるにも関わらず、ネット環境が悪く、第一志望の会社で20分押しの面接になったこと

		長所と短所について、具体的なエピソードが伝えられなかったところです。

		しどろもどろに話した自分本位の話し方だった

		質問されたときに時間をあけて答えてしまったこと。

		正直に答えすぎた

		伝えていることが抽象的だったこと

		企業研究が足りなかったweb面接の経験が少なく戸惑う事が多かった

		話にまとまりがない

		練習していたことを出せなかった。

		表情や声のトーンに気を付けているつもりだったが、予想外の質問をされた後表情、声のトーンともに暗くなってしまい、人事の方に「まあそんな心配しなくても大丈夫だから」と逆に心配されてしまったこと

		予期しない質問をされた時に考え込んでしまった。

		想定外の質問が来た時、考えながら喋るため、脈絡がなくなってしまうため、相手に伝わりにくいと思われる

		緊張して内容が飛んでしまった、志望度を聞かれたとき、第一志望に対して緊張のあまり曖昧な答え方をしてしまった

		面談と言われていたが面接であり、油断してしまったこと。





Q23

		Q23 内定の決め手になった出来事や選択の基準があればお答えください。



		・何事に対しても自分の考えをはっきり持ち、「なんとなく」ではなく意志を持って行動していた点が、質問への返答を通じて面接官に伝わったこと。

		自らの経験と、志望業界や希望するキャリアを結びつけて話したことだと感じる。

		私にも分かりません。

		給料が父親と同等以上かどうかで決める。

		人事の方の雰囲気

		勤務地、職場環境、先輩社員と相性が合いそうか、就職活動に理解があるか、を主にみて決めました。また、今回は新型コロナウイルス対策に徹底できているかも基準の一つにしました。

		はきはきした雰囲気が良いと言ってもらった。

		同業他社と比べて、社宅制度の充実をわかった時

		具体的な自分の経験に裏付けた。

		本来の自分の姿で話すことができること。

		大学の学内企業セミナーで人事の方に顔を覚えてもらうこと。そこでたくさん質問をした結果、本来は学生の名前を聞くことは禁止しているようだが、私の名前をメモしてくれた。
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就職活動の進行状況
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プレエントリー数の平均社数は20卒：32.9社→21卒：37.2社と、昨対比＋4.3社
エントリーシート提出、筆記・適性テスト受験社数も増加傾向

21卒のプレエントリー平均社数は37.2社となり、20卒の32.9社より4.3社増加した。エントリーシート提出平均社数も
20卒：12.2社→21卒：14.4社で昨対比＋2.2社、筆記・適性テスト受験平均社数も20卒8.8社→21卒10.4社で昨対比＋
1.6社となっている。一方でセミナー・説明会参加、面接は横ばいとなった。

◆筆記・適性テスト

30.0%

26.7%

27.8%

7.8%

6.7%

1.1%

27.0%

36.0%

28.1%
4.5%

4.5%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

0～19社

20～39社

40～69社

70～99社

100～149社

150社以上

21卒5月調査

（平均：37.2社）
20卒5月調査

（平均：32.9社）

◆個別企業のセミナー・説明会参加

54.9%

23.1%

12.1%

6.6%

3.3%

0.0%

43.9%

38.8%

11.2%

6.1%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

0～10社

11～20社

21～30社

31～40社

41～50社

51社以上

21卒5月調査

(平均：14.1社）

20卒5月調査

(平均：14.1社）

◆エントリーシート提出

◆就職情報サイト等でのプレエントリー

50.9%

24.1%

15.7%

4.6%

2.8%

1.9%

58.2%

28.2%

10.0%

2.7%

0.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

0～10社

11～20社

21～30社

31～40社

41～50社

51社以上

21卒5月調査

(平均：14.4社）

20卒5月調査

(平均：12.2社）

64.9%

22.3%

10.6%

1.1%

1.1%

0.0%

69.9%

24.3%

3.9%

1.9%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

0～10社

11～20社

21～30社

31～40社

41～50社

51社以上

21卒5月調査

(平均：10.4社）

20卒5月調査

(平均：8.8社)

65.6%

20.4%

6.5%

4.3%

3.2%

0.0%

61.5%

28.4%

2.8%

5.5%

1.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

0～5社

6～10社

11～15
社

16～20
社

21～30
社

31社以

上

21卒5月調査

（平均：6.1社）

20卒5月調査

(平均：6.0社)

◆一次面接 ◆役員面接・最終面接

55.2%

13.8%

27.6%

3.4%

0.0%

0.0%

53.1%
23.4%

9.4%

6.3%

6.3%

1.6%

0% 20% 40% 60%

1社

2社

3社

4社

5社

6社以上

21卒5月調査

（平均：1.8社）

20卒5月調査

（平均：1.9社）
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説明会
◆【会社説明会に参加している方にお聞きします】説明会はどのような形態ですか

87.9%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

WEBでの説明会

リアル（対面）での説明会
21卒5月調査

◆WEBセミナーの適切な所要時間はどのくらいですか？●ライブ配信

10.8%
48.9%

33.8%
5.0%

1.4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

30分未満
30分～1時間未満

1時間～1時間30分未満

1時間30分～2時間未満

2時間以上
21卒5月調査

26.6%

51.6%

21.1%

0.8%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

30分未満

30分～1時間未満

1時間～1時間30分未満

1時間30分～2時間未満

2時間以上 21卒5月調査

◆WEBセミナーの適切な所要時間はどのくらいですか？●録画配信

説明会・セミナーの種類問わず、WEB形式セミナー・オンデマンド(録画）の参加・視聴経験が半数以上、
WEB形式会社説明会は87.9％
WEBセミナーの適切な所要時間は30分～1時間未満

学生が参加した説明会の形態は87.9％ がWEB形式、リアル(対面)式説明会が12.1％となった。ライブ配信WEBセミナー
に参加経験のある学生は合同企業説明会で54.3％と過半数を超え、個別企業の企業研究セミナー・会社説明会はライブ配
信は68.9％。オンデマンド(録画)は71.9％とおよそ7割の学生が参加・視聴している。
学生目線でのWEBセミナーの適切な所要時間はライブ配信の場合「30分～1時間未満」(48.9％)、録画配信の場合「30

分～1時間未満」(51.6％)となった。次に続くのはライブ配信の場合、「1時間～1時間30分」(33.8％)、録画配信の場合
「30分未満」(26.6％)と、ライブ配信の場合ではより長い時間を、逆に録画配信の場合はより短い時間を希望している傾
向が見られる。

◆ライブ配信のWEBセミナー
(合同企業説明会)に参加した

あり, 
54.3%

なし, 45.7%

あり, 
68.9%

なし, 
31.1%

◆ライブ配信のWEBセミナー
(個別企業の企業研究セミナー・
会社説明会)に参加した

◆オンデマンド（録画）の企業研究
セミナー・会社説明会をWEB上で視
聴した

あり, 
71.9%

なし, 
28.1%



面接
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◆【採用面接を受けている方にお聞きします】面接はどのような形態ですか

72.0%
25.6%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

WEBでの面接

WEBと対面の面接の併用

対面での面接 21卒5月調査

◆WEB面接の際に自分で気をつけていることは何ですか

88.3%
88.3%

73.3%
65.0%

60.0%
53.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身だしなみ（髪型や服装など）

背景に映る部屋の様子

表情

インターネット環境（画質や音声が明瞭かどうか）

話の中身

話し方

21卒5月調査

◆WEB面接の際に採用担当者のどんな所をチェックしていますか
73.3%

65.0%

55.0%

28.3%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

表情

話の中身

話し方

背景に映る社内の様子

身だしなみ（髪型や服装など）
21卒5月調査

◆ WEB面接(録画形式)

◆ WEB面接(ライブ形式)

あり, 
68.5%

なし, 
31.5%

あり, 
27.0%

なし, 
73.0%

◆【採用面接を対面で受けている方】
対面での面接を行う企業についてどう思いますか

43.3%

30.0%

26.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

新型コロナウイルスが流行

する中、対面での面接を要

求する企業は「ブラック」だと

思う

新型コロナウイルスが流行

しても、対面での面接を設

定してくれる企業は「誠意が

ある」と思う

特に何とも思わない

21卒5月調査

WEB面接の際に自分で気をつけていることでは「身だしなみ（髪型や服装など）」、「背景に映る部
屋の様子」が共に88.3％でトップ、約9割近くの学生が意識
WEB面接の際に採用担当者のどんな所をチェックしているかでは「表情」が73.3％でトップ

「WEBでの面接」が72.0％、「WEB
と対面の面接の併用」が25.6％とコロ
ナウイルスの影響でWebで面接を行う
ことがもはや当たり前となっている。
WEB面接はライブ形式で68.5％、録
画形式で27.0％の学生が経験している。
「対面での面接」はわずか2.4％に

とどまっており、「新型コロナウイル
スが流行する中対面での面接を要求す
る企業は「ブラック」だと思う」と感
じる学生は43.3％、反対に「誠意があ
る」と感じる学生は30.0％と意見がわ
かれた。

面接はWEB形式が72.0％、
経験者も68.5％と約7割

学生がWEB面接の際に気をつけていることは「身だしなみ(髪型や服装など）」「背景に映る部屋の様子」が共に88.3％
と、約9割近くとなった。

WEB面接の際に採用担当者のどんな所をチェックしているかでは「表情」が73.3％がトップで、こちらも7割以上と、非
常に多くの学生が意識している。自身が気をつけていることとは反対に、相手の「身だしなみ(髪型や服装など）」を
チェックするのは20.0％でこちらは最下位となっている。
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内定
◆内定獲得社数

内々定をもらったのは「2020年4月」(54.2％）、社数は「1社」(55.2％）が最多
内定した企業の業界は「サービス業界（教育・コンサルティング・人材など）」(29.6％）がトップ

◆内内定をもらったのはいつ頃ですか

8.3%

12.5%

25.0%

54.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2019年12月以前

2020年1〜2月

3月

4月

21卒5月調査

55.2%

13.8%

27.6%

3.4%

0.0%

0.0%

53.1%23.4%

9.4%

6.3%
6.3%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1社

2社

3社

4社

5社

6社以上

21卒5月調査

(平均：1.8社）

20卒5月調査

(平均：1.9社）

◆内定した企業の業界

14.8%
11.1%

3.7%
14.8%

3.7% 18.5%
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3.7%

29.6%
11.1%
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15.3%
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23.7%3.4%
22.0%

13.6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

製造業（食品・電機・自動車など）

運輸業界（鉄道・陸運・海運など）

建設・不動産業界（建設・不動産・住宅・インテリアなど）

金融業界（銀行・保険・証券など）

商社業界（総合商社・専門商社・卸売など）

情報・通信業界（通信・IT・SI・情報処理など）

流通業（外食・小売・ホテル・旅行・レジャー）

マスコミ業界（新聞・テレビ・広告など）

サービス業界（教育・コンサルティング・人材など）

その他

21卒5月調査

20卒5月調査

◆内定をもらった企業のうち、入社を決めた（内定を承諾した）企業はありますか？

ある, 36.0%

ある, 35.6%

ない, 64.0%

ない, 64.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21卒5月調査

20卒5月調査

◆就職先について、お聞かせください。

第一志望の企業に決まった, 50.0%

第一志望の企業に決まった, 37.7%

第一志望ではないが、

就職を決めた, 50.0%
第一志望ではないが、

就職を決めた, 62.3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21卒5月調査

20卒5月調査

内々定をもらった時期は「2020年4月」が54.2％と、「3月」の25.0％から倍増した。内定獲得社数は「1社」(55.2％)が
最も多く平均社数は1.8社と、昨年同様で推移している。
内定した企業の業界は「サービス業界（教育・コンサルティング・人材など）」（29.6％）がトップとなった。昨年最も多

かった「製造業(食品・電気・自動車など）」（27.1％）は今年14.8％と、12.3ポイントも減少している。

内定企業で入社を決めた（内定を承諾した企業）は「ない」(64.0％)が約6割以上、就職先が「第一志望
の企業に決まった」「第一志望でないが就職を決めた」は半々の結果に

内定をもらった企業のうち、入社を決めた(内定を承諾した)企業は「ない」が64.0％と昨年の64.4％とほぼ同じであった。
就職先は「第一志望に決まった」と「第一志望ではないが、就職を決めた」どちらも半数で分かれた。
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WEB就活について

◆自宅通信環境について

自宅通信環境「Wifi」（93.5％）、「カメラ付きのパソコン/タブレットがある」(89.6％）が共に9割以上
WEBセミナーにおいて解決してほしい課題点や問題点も複数あり

◆自宅に、「使用できる」インターネット接続可能な端末がありますか？

93.5%

5.2%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

wifi

有線

なし 21卒5月調査

89.6%

5.8%

4.5%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

カメラ付きのパソコン/タブレットがある

パソコン/タブレットがある（カメラ無し）

スマートフォンがある（パソコン/タブレットは無い）

携帯電話がある（パソコン/タブレット/スマートフォンは無い）

自分が使用可能なインターネット接続端末を持っていない

21卒5月調査

スクリーンショットや画面録画、画面の撮影をしてもいいのかダメなのか、
明確に指示をくださるとありがたいです！
企業側の一部の方の通信環境が悪い場合があり、聞き取りづらいことがある点。
話す人により声の大きさにばらつきがあるため、その点が改善されると嬉しい。
見る速度を変えられる機能をつけて欲しい。
質疑応答時間が短く、ありきたりな質問ばかりになってしまうので、
長めに質疑応答の時間を設けてほしいと思います。
たまに録画されないセミナーなどがあるので、
できれば全て録画して後からでも見れるように設定していただきたいです。
エラーが起きて、通信できない原因もわからない
WEB説明会があることはわかるのだが、アクセスの仕方がわからず苦労した。
企業パンフレット等の資料や使用されたスライドを、
webセミナーで紹介するのみでなくダウンロードできるようにしてほしい
通信回線に問題が生じ、
発言がよく聞き取れなかった場合にチャット等でのフォローが欲しい。

◆WEBセミナーにおいて解決してほしい課題点や問題点があればご記入ください

学生の自宅通信環境は「Wifi」(93.5％）、「有線」(5.2％)と、両方を合計すると自宅通信環境が整備されている学生は
98・7％となり、ほぼ100％に近い数字となった。自宅にある「使用できる」インターネット接続可能な端末は「カメラ付き
のパソコン/タブレットがある」(89.6％）でトップ、他には「パソコン/タブレットがある(カメラ無し)」(5.8％)、「スマー
トフォンがある(パソコン/タブレットは無い)」(4.5％)と9割以上の学生がWeb面接に対応できる環境にあるといえる。

WEBセミナーにおいて解決してほしい課題点や問題点は「通信環境の改善」「声の大きさ」「速度変更」といった視聴の基
本の他、「画面の撮影・録画」や「企業パンフレット等の資料やスライドのダウンロード」等、リアルな対面でなく、WEBセ
ミナーだからこそ可能な機器を使用しての録画やダウンロード機能を活用して今後の就職活動に活かしたい、という要望も見
受けられた。
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◆新型コロナウイルスの流行で就活にどんな影響が出ていますか ◆新型コロナウイルス流行の影響で
志望業界に変化はありましたか？

新型コロナウイルスの流行で就活に出た影響は「リアルの会社説明会が中止になったため、説明会に参加する機会が減っ
た」(67.1％)、「WEB面接では相手(企業)の雰囲気がよくつかめない」(52.4％)が過半数となった。志望業界に変化のあった
学生14.6％にとどまった。新型コロナウイルス流行の影響で「エントリー社数を増やした」学生は46.7％、次いで「志望業界
を広げた」が34.7％と続いた。
「WEBでの会社説明会や面接なので、交通費がかからなくなった」(86.6％)、

「移動時間がなくなり、より多くの企業を受けられるようになった」(50.7％)と、WEB説明会・面接をプラスに捉える学生も
多い。

新型コロナウイルス感染症拡大による就職活動観

◆新型コロナウイルスの流行で新たに行ったことはありますか

◆新型コロナウイルスの流行で
就活にプラスに働いていることはありますか

86.6%

50.7%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

WEBでの会社説明会や

面接なので、交通費がか

からなくなった

WEBでの会社説明会や

面接なので移動時間が

なくなり、より多くの企業

を受けられるようになった

その他

21卒5月調査
46.7%

34.7%

32.7%

21.3%

21.3%

1.3%

1.3%

1.3%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

エントリー社数を増やした

志望業界を広げた

特に変わらない

新たに就職サイトを登録した

新卒紹介サービスやスカウト

サービスに登録した

インターンシップに参加した

知り合いに企業を紹介しても

らった

その他

学校や研究室経由で企業を

紹介してもらった

21卒5月調査

67.1%

52.4%

37.1%

28.7%

24.5%

9.1%

6.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

リアルの会社説明会が中止になったた

め、説明会に参加する機会が減った

WEB面接では相手（企業）の雰囲気が

よくつかめない

WEB面接では伝えたいことをうまく伝え

られていない気がする

採用面接を受ける企業の数が減った

OB・OG訪問ができなくなった

WEB面接に対応するためパソコンなど

の機材をそろえるのに費用がかかる

その他

内内定が取り消しになった

21卒5月調査

あり, 
14.6%

なし, 
85.4%

新型コロナウイルス流行の影響で「エントリー社数を増やした」(46.7％)、「志望業界を広げた」(34.7％)
WEB説明会・面接をメリットに捉える学生も大多数

●「その他」

WEB面接・ICT技術慣れしていない就活生と
（皮肉にも）差をつけることができた。
移動しなくて良いので研究に時間を充てられ
る。

インターンに参加した企業から「緊急事態宣
言が出る前に会いたい」と言われ早期に面接、
数日後に内々定をもらった。

面接の直前まで内容を確認することができる。

web面接は対面ではないため、入退室の手間
が省けた。

企業研究をする時間が大いに増えた。

非常事態での会社の動向をみることができた。

集団面接やグループディスカッションが少な
くなった。

企業選択にコロナウィルスへの対応を考える
ようになった。
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