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心理学的視点で考える
学生の分類
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学生の志向性について
(BiZMiL Brand Surveyより)

8つの志向性で学生を分類し、「企業のどのような魅力に惹かれるか」、

「何を重要視して就活をするのか」を調査いたしました。
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社会貢献

社会や人のためになることに

喜びを感じる。

ワークライフ
バランス

仕事と家庭のバランスを両立した

い。

チャレジャー

高い山があれば上りたい。

独立

自分のペースで仕事を進めてい

きたい。

マネージャー

組織の中で責任ある役割を全う

したい。

アントレプレナー

新しいことを生み出すことに喜び

を感じる。

安定の実現

計画だてて物事を進めたい。

スペシャリスト

自身のスキル・技術を高めること

に喜びを感じる。

組織心理学者として世界的に高名なMITスローン経営大学院名誉教授エドガー H. シャイン博士の研究成果である
「キャリア･アンカー」を基に、右記８つのタイプに分類しています。
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学生の志向性について
(BiZMiL Brand Surveyより)

最も志向性として多いのは、ワークライフバランスタイプ。

つづいて社会貢献タイプの学生が多い傾向にあります。
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質問：以下の8つのタイプのうち、自身に当てはまるものを3つ選択してください。選択した3つのタイプの順番を
教えてください。（※一番の回答のみを有効回答として集計）
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対象:全学生

2019年7月23日～8月18日実施 BiZMiL Brand Surveyより
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社会貢献タイプ

自身の仕事が、社会や人のためになることに

喜びを感じる社会貢献タイプ
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【就職活動で重視する点】

・ダイナミックな活躍ができる ・革新的な商品・サービスを生み出し続けている ・共感できる理念や目標がある

・前例のないことに取り組む仕事が得られる ・仕事と生活のバランスが優れている

・快適な職場環境が得られる ・優秀な同期社員が期待できる

※ BiZMiL Brand Surveyより

「人の役に立ちたい」

「社会をもっと良くすることに関わりたい」

「社会に貢献したい」

■学生の特徴

理想が高く、自分の意見より周囲の意見を重要視します。

自ら決断をしたり、やりたいことを明確化する機会が

就職活動以前にあまりなかった学生に多く見られます。

（小学校から大学まで同じ部活をしていた体育会系の学生など）

CREATIVE POINT

ご参考事例:東急不動産様

「自分らしさ」とはなにか？「自分の生き方」とはなにか？に悩む就活生に対して、
新入社員の成長ドラマを通じ東急不動産らしいやりがいを伝えると同時に、
学生がその姿に共感できる映像にしました。
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ワークライフバランス
タイプ

仕事もバリバリこなしながらも、プライベートなことや

家庭も大切にしたいワークライフバランスタイプ
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【就職活動で重視する点】

・健全な財務基盤を持つ企業である ・共感できる理念や目標がある ・前例のないことに取り組む仕事が得られる

・快適な職場環境が得られる ・優秀な同期社員が期待できる

※ BiZMiL Brand Surveyより

「仕事だけじゃなく生活全体のバランスが大切」

「組織は大切だけど、個人的な事や家族の事は尊重してほしい」

■学生の特徴

自分のペースを受容する文化・制度のある組織かどうかを重要視します。

視野が限定的であったり偏っている学生に多く見られます。

（地方出身で身の周りにいる大人の働き方が偏っている環境で

過ごしてきている学生など）

CREATIVE POINT

ご参考事例:楽天様

楽天が創業当時から大切にしてきた働く環境へのこだわりが詰まった「楽天クリムゾンハウス
での、社員の働く姿を追いかけた映像です。ウェアラブルカメラ（目線カメラ）を3名の社員の方
につけて1日過ごしてもらい、仕事を体感できるようにしました。
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チャレンジャータイプ

高い山があれば上りたい、常にチャレンジしていたい、

チャレンジャータイプ
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【就職活動で重視する点】

・社会的なインパクトが大きい ・ダイナミックな活躍ができる ・共感できる理念や目標がある

・前例のないことに取り組む仕事が得られる ・快適な職場環境が得られる

・会社の雰囲気が自身の性格と合っている ・優秀な同期社員が期待できる

※ BiZMiL Brand Surveyより

「常にチャレンジしたい」

「高い山があれば上りたい」

「不可能を可能にしたい」

「退屈な生活や嫌だ」

■学生の特徴

目標達成意識が高く、頑張った分だけ報酬/キャリアが開けることを

重要視します。行動力・努力量によって目標達成をした経験がある学生に
多く見られます。

（個人種目の体育会系学生など）

CREATIVE POINT

ご参考事例:オープンハウス様

「勝ち続ける」、「夢を叶えるために成果を出す」、過去から現在までの社員の方の声と、
映像素材を合わせ、創業から東証一部に上場するまでのオープンハウスの挑戦の歴史と
社員の方のマインドが伝わる映像です。
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独立タイプ

自分のやり方やペースで進めていく方が力を発揮できる、

自身の力を試したい独立タイプ

7

【就職活動で重視する点】

・ダイナミックな活躍ができる ・共感できる理念や目標がある ・快適な職場環境が得られる

・優秀な同期社員が期待できる

※ BiZMiL Brand Surveyより

「自分のペースで仕事をしたい」

「納得できるやり方で進めたい」

「自律的に働けると真価を発揮できる」

■学生の特徴

他者からの過度な干渉を嫌い、自分で考えて行動することを好みます。

集団行動が苦手だったり、個人行動の方が結果を出しやすいと考えた

原体験がある学生が多く見られます。

（独学で大学受験を成功させた学生など）

CREATIVE POINT

ご参考事例:伊藤忠商事様

伊藤忠商事の若手社員に密着した。若手社員の人の意見が通りその場で案件が動くシーン等、
総合商社の中でも、少数精鋭・伊藤忠商事ならではの若手の裁量権やスピード感を感じられる
映像です。
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マネージャータイプ

所属する組織やチームの中で責任のある役割を全うしたい、

人をリードする立場になりたいマネージャータイプ
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【就職活動で重視する点】

・ダイナミックな活躍ができる ・前例のないことに取り組む仕事が得られる

・会社の雰囲気が自身の性格と合っている ・優秀な同期社員が期待できる

※ BiZMiL Brand Surveyより

「スケールの大きな仕事をしたい」

「責任を引き受けて成長したい」

「組織を動かし、人をリードしたい」

■学生の特徴

自分が裁量を持って組織を動かし、チームで何かを成し遂げることを

重要視します。

組織課題に向き合って苦戦した経験のある学生が多いです。

（モチベーションの差がある組織のリーダー経験がある学生など）

CREATIVE POINT

ご参考事例:三菱地所レジデンス様

「一生ものに、懸ける」をテーマに、三菱地所レジデンスがかかわる街づくりのプロジェクトを
プロジェクトストーリーで紹介したり、社員1人１人がその中でどのような想いで携わっているの
かまで伝えるように作成した採用サイトです。
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アントレプレナータイプ

新しいことを生み出すことにワクワクする、

クリエイティブな仕事に前向きに取り組むアントレプレナータイプ
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【就職活動で重視する点】

・ダイナミックな活躍ができる ・共感できる理念や目標がある ・前例のないことに取り組む仕事が得られる

・会社の雰囲気が自身の性格と合っている

※ BiZMiL Brand Surveyより

「『新しい』や『創る』といった言葉に反応してしまう」

「創造性を大切にしている。事業を起こしてみたい」

■学生の特徴

知的好奇心に富み、自身が思考できる仕事であることを重要視しています。

思考力・アイデアによって目標達成をした経験がある学生に多く見られま
す。

（広告研究会やビジネスコンペティションに参加する、アルバイト先の課題
を

アイデアによって改善した経験があるなど）

CREATIVE POINT

ご参考事例:日清食品ホールディングス様

日清食品の内定者がコンテンツ内容からデザインまで考えた採用サイト。
日清が持つ、ユニークさ、理念を学生視点で考え、次年度の採用に向けて学生のアイディアを
集結させて作成しました。
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安定の実現タイプ

物事や、将来に対して見通しを持ったうえで、

行動する安定の実現タイプ
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【就職活動で重視する点】

・共感できる理念や目標がある ・会社の雰囲気が自身の性格と合っている ・優秀な同期社員が期待できる

※ BiZMiL Brand Surveyより

「将来が見通せる安心がほしい」

「予測できないことが起きるのは嫌い、保障がほしい」

■学生の特徴

正解のない業務やキャリアを嫌い、明確なマニュアルやルールを好みます。

論理的に詰められたり、曖昧耐性の低い大人に囲まれて過ごす原体験が

ある学生に多く見られます。

（マニュアル化された業務の多いアルバイト先で働いている学生など）

CREATIVE POINT

ご参考事例:アルページュ様

アパレル業界全体の課題感として、入社後のキャリアが描きづらいということがあり、
内定者に対してアルページュより招待状としてパンフレットをお送りした。
内容は年次の近い社員・店長・ワーキングマザーの3名の社員の方のメッセージを載せ、
学生の不安払拭につなげた。
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スペシャリストタイプ

自身をスキルや技術を伸ばして、

その道のプロフェッショナルになりたいスペシャリストタイプ
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【就職活動で重視する点】

・ダイナミックな活躍ができる ・革新的な商品・サービスを生み出し続けている ・共感できる理念や目標がある

・前例のないことに取り組む仕事が得られる ・仕事と生活のバランスが優れている

・快適な職場環境が得られる ・優秀な同期社員が期待できる

※ BiZMiL Brand Surveyより

「専門分野のエキスパートとして活躍したい」

できれば「その道の大家」になりたい。

■学生の特徴

知識やスキルを身に着け、市場価値を高めることを重要視します。

特定の武器を持つことで周囲から承認を得てきた学生に多く見られます。

（周りより勉強ができる、クラスメイトよりPC操作に詳しいなど）

近年では、景気悪化など日本社会に対する漠然とした不安からスペシャリ
ストを志す学生も多いです。

CREATIVE POINT

ご参考事例:野村アセットマネジメント様

投資商品という目に見えないサービスを扱う難易度の高い仕事を、役員への密着映像という、
一段上の視点から描き、そこで働く人や、その哲学、価値観を追求した映像。
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お問合せ
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インタビュー調査やサーベイを活用しながら、

採用競合との差別化ポイントを明確化。

求めるターゲットのインサイトに耳を傾けながら、

採用コンセプトを設定しクリエイティブツールの制作を行っていきます。

単なるツール作りではなく、一貫したコンセプトの元、

採用活動全体のブランド構築を進め、クライアント企業様の採用成功に寄与します。

お悩み等ございましたら、下記よりご気軽にご相談ください。

ご相談窓口はこちら

https://go.ageha.tv/l/843513/2020-06-02/mg8z9k
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会社名

設 立

所在地

株式会社 揚羽

2001 年 8 月 7 日

東京本社

〒104-0032

東京都中央区八丁堀 2-12-7 3F

TEL : 03-6280-3336 FAX : 03-6280-3337

関西支社

〒541-0056

代表者

大阪府大阪市中央区久太郎町 1-9-17 9F

TEL : 06-6125-5274 FAX : 06-6125-5275

代表取締役社長 湊剛宏

事業内容

ブランディング & エグゼキューション

リクルーティング、コーポレートコミュニケーション、

マーケティング領域におけるブランディングから

クリエイティブ等を使用した課題解決の実行。

CI / VI の設計、構築、IR、CSR  

プロモーション映像、動画広告

TVCM

サイト構築・運用、マーケティング、

SNS、EC

会社案内、販促ツール、ポスター

◇ ブランディング

◇ 映 像

◇ Web

◇ グラフィック

◇ メディア

マス広告、交通広告、屋外広告、

オウンドメディアの設計、

自社メディア（BiZMiL）の開発 / 運営
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会社概要

13


