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企業の採用意欲の高まりや国内の若年人口の減少など、
「就活」環境は変化の中にある。今後の就職活動はどう変わるのか、
大学はそれにどう対応すべきかを探る。
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エージェントを介し、
自社が求める人材像と、
マッチした学生を獲得する
採用手法。WEBや情報誌では伝わらない魅力を学生に直接伝えられる。
■大学4年生
（n=7,780） ■大学院2年生
（n=2,841）

【新卒紹介】
32.0%

社内外の信頼できる人脈を介した、紹介・推薦による採用手法。
自社の優秀な社員や内定を出した学生からの紹介などを用いる。
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【ダイレクト・リクルーティング】
44.9%
48.4%

実質的な選考活動を早期に開始
する企業があり混乱が生じた

【リファーラル・リクルーティング】
（％）
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企業研究や就職先の選択のため
の時間が確保できなかった

企業が新たに注目している採用手法
就職活動の期間が短くなり、混乱する学生も

人材紹介会社等のデータベースやSNSなどから
自社に合った人材を発掘し、直接連絡を取る採用手法。
33.4%

昨年の就職活動の情報をあまり
参考にすることができなかった
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性もあります。
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就職ナビサイトに
よる活動

さまざまな企 業を見たうえで
納得できるまで活動
人気企業
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大竹 航
みが 伝わりにくいケースが目立ちまし
た。アウトプットの機会を増やしてはいか
がでしょう」
といった提案が可能です。
大 学 関 係 者が 企 業の本 音を聞く機
会は少ないと思います。そのような生の
声を数多く集め、学部教育の改善のた
めにお伝えしたいと考えています。
̶̶大学が新卒紹介を活用するメリッ
トは？
我々は学 生の就 職 支 援だけでなく、
サービスを通じて大学の教育がより良く
なるための 情 報を提 供したいと考えて
います。例えば、
「 論 理 的に考えること
が 苦 手であるため、よい学びの 取り組
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特別
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ふじもとたかし●2004年（株）
ベネッセコーポレーション入社。
高校事業部で進研模試などの
採点組織マネジメントを担当。
2015年（株）
ベネッセi-キャリア
配属。全国の大学のキャリア教
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短期間で自分に合った
企業に出会える“2way就活”

撮影／柳田隆司
取材・文／本間学
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内定数

「就活」戦線
最前線
̶̶“ 2 w a y 就 活 ”とは 、どのようなも
のでしょう？
「自分でエントリーする就活 」
と
「エー
ジェントを通して行う就活 」
を、
２つ並行
して行う活 動 方 法です。
「 短 期 間で効
率よく活動できる」
「 多くの企業の実情
に精 通したエージェントから、学 生 一 人
では見つけられない優良企 業を紹 介し
てもらえる」
「 合 否 理由をフィードバック
してもらえるため、次に生かせる」
という
メリットがあります。
人気企業が採用を締め切る時期まで
にさまざまな企業を見ていれば、学生は、
自分が納 得するまで安 心して活 動を続
けられます。我々が提供する「DODA新
卒エージェント」では、企 業 検 索から応
募、合否の連絡まで全てをサポートして
います。従 来の活 動と、このサービスを
併用することにより、今まで以上に効率
的な活動を実現できるはずです。

まなぶとはたらくをつなぐ

（株）ベネッセi-キャリア
教育事業本部

