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１. はじめに
　本稿では、新型コロナウイルスショックが
大卒者の就職活動、企業の採用活動に与え
た影響について、官庁、経済団体、就職情
報会社が発表した求人倍率、内定率などの
各種調査結果をもとに検証する。
　結論から言うならば、求人倍率、内定率
などの指標の低下、悪化は明確であり、そ
の影響を確認することができる。しかし、
1990年代前半から2000年代半ばにかけての

「就職氷河期」や、「リーマンショック」の影
響を受けた2010年代前半と比較すると、そ
の影響は限定的だ。
　一方で、就職活動・採用活動のプロセス、
手段に関する影響は顕著だった。我が国初
の緊急事態宣言が発令されたことにより、採
用活動の中断、停滞が見られた。採用活動
の手段においては、オンライン化が顕著とな
った。学生の心のケアも課題である。

2. 求人倍率、内定率からの検証
　新型コロナウイルスショックの大卒者の就
職活動への影響を、官庁、就職情報会社が
公表した求人倍率、内定率などのデータを
もとに確認する1。
　まずリクルートワークス研究所が2021年4
月27日に公表した「大卒求人倍率調査（2022
年卒）」をもとに、大卒求人倍率を確認する。
この調査は全国の民間企業の大学生・大学
院生に対する採用予定数の調査と、学生の
民間企業への就職意向の調査をもとに、大
卒者の求人倍率を算出し、新卒採用におけ
る求人動向の需給バランスをまとめたもので
ある。
　2015年卒から2020年卒にかけては、1.6倍
を超える売り手市場が続いており2、特に
2019年卒は1.88倍、2020年卒は1.83倍と1.8倍
を超える状態が続いた。新型コロナウイルス
ショックの影響を受けたと考えられる2021年
卒は1.53倍と前年より0.3ポイント悪化し、
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図 1　求人総数および民間企業就職希望者数・求人倍率の推移

出所：リクルートワークス研究所「第38回 ワークス大卒求人倍率調査（2022年卒）」
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2022年卒はさらに0.03ポイント減少の1.50倍
だった3。
　ただ、就職氷河期やリーマンショック後と
比較すると、この求人倍率は低いとは言えな
い。就職氷河期の期間である2000年代前半
には2000年卒で初めて0.99倍と1.00倍を切り、
その後も2001年卒が1.09倍となった他、2002
年卒から2005年卒にかけて1.3倍台で推移し
た。リーマンショック後においては、2011年
卒の1.28倍、2012年卒の1.23倍、2013年卒の
1.27倍、2014年卒の1.28倍と4年連続で1.2倍台
となった。若年層が減少する中、企業の採用
意欲の高さがうかがえる結果と言えよう。
　なお、2020年卒から2021年卒にかけての
下落については、新型コロナウイルスショッ
クの影響が大きいことは想像されるものの、
これだけの影響だと判断するのは危険であ
る。すでに、求人倍率の伸びが鈍化してい
たことを確認しておきたい。2019年卒の1.88
倍に対し、2020年卒では1.83倍と0.5ポイント
のダウンとなっていた。2021年卒は、新型コ
ロナウイルスショックを受けて、同調査は2
月に一度実施したあとに、6月に再調査して
いる。1.53倍という求人倍率は後者のもので
ある。2月時点での数字は1.71倍で、2020年
卒に対して0.12ポイントのダウンとなってい
た。つまり、新型コロナウイルスショックの
影響だけではなく、すでに求人はダウントレ
ンドとなっていたことがわかる。

　次に厚生労働省・文部科学省による就職
（内定）率を確認する。この2つの官庁が合
同で取りまとめた「令和３年３月大学等卒業
者の就職状況」によると、新型コロナウイル
スの影響を受けた2021年卒学生の就職（内
定）率は、卒業時の4月１日時点は96.0％で、
昨年度の98.0％よりも2.0ポイント低下した。
リーマンショック後に次ぐ下落幅であること
は確かである。ただ、2010年代前半の就職（内
定率）は90%台前半が続き、最も低かった平
成23年（2011年）3月卒で91.0%だった。
　最終的な結果だけでなく、秋以降の推移
をみてみると、新型コロナウイルスショック
の影響がより具体的に明らかになる。対前年
比の落ち込み幅は、秋の時点の方が大きい。
令和２年卒（2020年卒）と令和3年卒（2021
年卒）を比較すると、10月１日時点での就職

（内定）率は、令和２年卒（2020年卒）の
76.8％に対して、令和3年卒（2021年卒）は
69.8％と7.00ポイントの低下となった。同様
に12月1日時点では87.1％から82.2％、2月1日
時点では92.3％から89.5％と2.8ポイントのダ
ウンとなり、最終的には2.0ポイントのダウ
ンで着地している。
　このデータが示唆するものは、新型コロナ
ウイルスは学生の就職活動、企業の採用活
動のプロセスにも影響を与えたことである。
2020年3月13日に成立した新型コロナウイル
ス対策の特別措置法に基づく措置で、2020

出所：厚生労働省・文部科学省「令和３年３月大学等卒業者の就職状況（４月1日現在）」

図 2　就職（内定）率の推移（大学）
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年4月7日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、
兵庫、福岡の７都府県に緊急事態宣言が発
令された。この宣言は4月16日には対象が全
国に拡大された。就職活動・採用活動はこ
の影響を受け、中断・延期やオンライン化が
進んだ。
　株式会社リクルートの就職みらい研究所4

が2013年卒から毎年、発表している「就職
プロセス調査」をもとに、学生にいつ内定が
出たのかを確認する。この調査では、学生
モニターの結果をもとに、就職内定率をレポ
ートしている。厚生労働省・文部科学省の「大
学等卒業者の就職状況」は大学4年生の秋以
降の実績を捉えたものであるのに対し、こち
らの調査結果は、就職活動・採用活動が盛
んとなる大学3年生の2月から毎月、調査した
ものである。
　これはモニター調査であり、各大学が把
握している各時期の内定率よりも、数字が高
めに、早めに推移することが指摘されてい 
る5。モニター調査に参加する学生は、積極
的な層だと考えられることが、その要因とし
てあげられる。この調査は、内定率の正確
な実態というよりも、どの時期に学生が内定
を獲得したのか、対前年比で早いのか遅い
のかなどを確認するために活用する6。
　3月1日時点での就職内定率は2020年卒が

8.7％、2021年卒が15.8％、2022年卒が17.6％
だった。4月1日時点では2020年卒が21.5％、
2021年卒が31.3％、2022年卒が28.1％である。
注目すべきは、4月1日時点で比較すると、こ
の3年の中で2021年卒が最も高いことであ
る。この3年間では新型コロナウイルスショ
ックの影響がないはずの2020年卒が最も就
職内定率が低い。
　考えられるのは、就職スケジュールだ。
2021年卒から経団連が就職スケジュールに
ついての「指針」を決める立場を降り、政
府が引き継ぐこととなった。もともと法的拘
束力のない、経団連加盟企業の申し合わせ
ではあった。とはいえ、就職活動のスケジュ
ールに影響する。売り手市場も相まって、
2020年卒と2021年卒を比較すると、3月1日時
点で7.1ポイント、4月1日時点で9.8ポイント、
2021年卒が上回っている。特に、4月1日時点
の31.3％という数字は、同調査スタート以来、
最高の値となっている。
　一方、2021年卒の就職内定率はその後、
鈍化する。対前年比マイナスで推移し、よう
やく3月の卒業時点で0.7ポイント上回る。
2022年卒は、4月1日時点のデータが対前年
比3.2ポイントダウンの28.1%となっている他
は、対前年比で2021年卒を上回っている。

図 3　就職内定率

出所：就職みらい研究所（2021）「就職プロセス調査（2022年卒）」
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　新型コロナウイルスショックは、特に2021
年卒の就職活動・採用活動のプロセスに影
響を与えた。一方で、2022年卒は最初から
オンラインを活用し途中で鈍化することな
く、就職内定率が推移している。
　このように、新型コロナウイルスショック
は、求人数や求人倍率とプロセスに影響を
与えたと考えられる。さらに、求人数や求人
倍率への影響は、リーマンショック後ほどで
はなく限定的であり、むしろ、就職活動・採
用活動のプロセスに影響を与えたと考えら
れる。

3.  新型コロナウイルスショックによる就職
活動・採用活動の変化

　新型コロナウイルスショックは、学生の就
職活動、企業の採用活動、特にプロセスや手
段にどのような変化をもたらしたのか。経済
団体や就職情報会社の調査結果をもとに考え
てみよう。結論から言うと、会社説明会にお
いても、選考においても、オンライン化が進
んだ。
　例えば、リクルートキャリア（現リクルー
ト）の就職みらい研究所が発表した『就職白
書2021』においても、「採用活動の課題」と
して「採用活動プロセスのWeb化 （オンライ
ン）への対応」をあげる企業は39.7%に達す
ることが明らかとなった。一方で、Web化対
応の課題としてあげられたのは「ノウハウ」
が63.3%、「社内の環境・設備」が61.0%であ
った。また、 Web（オンライン）での選考に
おいて、対面選考と比較して伝えづらくなっ
た情報や、把握しづらくなった情報では、最
も当てはまるものとしてあげられたのは「職
場の雰囲気や組織風土」が33.9%と最も高く、
次いで「人柄や魅力」が33.8%であった。なお、
同調査では、Webを活用した企業の方が、充
足率は高いことなども明らかとなっている。
　経団連が2020年に発表した「新卒採用活動
に関するアンケート結果」では、Webによる
企業説明会を実施した企業は88.4％にのぼ
る。最終面接までWeb活用した企業は63.8％
だ。
　Webによる採用に関する問題、課題も指摘
されている。「学生の企業理解や動機形成に
Webは、評価できない」と答えた企業は
47.1％、「Web面接は対面面接より評価が難
しい」と答えた企業が62.7％、「Web面接は
通信環境が問題」と答えた企業は75.8％だっ
た。

　2022年卒採用においては、インターンシッ
プの時点からWebの活用が前提となった。そ
のため、滞りなく、採用活動が進んでいった。
　採用活動のWebシフトは急速に進んだ。た
だ、Web（オンライン）での選考では、学生
側が企業のオフィスの様子や社員の醸し出す
雰囲気などを確認し切れないこと、企業側も
学生の理解を深められないこと、通信環境の
影響もありリズムのよい会話が必ずしもでき
ないことなどから、ミスマッチにつながる可
能性が示唆されている7。
　もともと、オンライン採用は遠隔地の学生
の移動にかかる費用や時間の格差是正策とし
て期待されていた。さらに、若者の間でYou 
Tubeなどの動画サービス、各種ビデオチャ
ットツールが人気を呼んでおり、採用活動へ
の活用も模索されていた。
　新型コロナウイルスショックによる大きな
変化はオンライン化である。学生にとっては
移動時間、コストや、感染リスクを避けるこ
とができる。一方で、ミスマッチの解消が課
題である。

4.  ケーススタディ：大学の就職支援の現場か
ら　千葉商科大学国際教養学部のケース

　具体的なケースとして、私の勤務校である
千葉商科大学国際教養学部における進路指導
の現場での新型コロナウイルスショックの影
響を紹介する。私は勤務先で全学および学部
のキャリア委員を担当している。2020年春か
らは学部のキャリア委員長も担当している。
　2020年1月上旬の段階では、今年も売り手
市場が予想されること、経団連が就職活動の
事実上のルールである「指針」の設定を取り
やめたことなどから早期化が進むことを学生
には伝えていた。就職活動に対する新型コロ
ナウイルスの影響が顕在化したのは2月半ば
からである。この頃、学内で開催される企業
セミナーに対して参加辞退の連絡が入り始め
た。この時点では、採用活動の延期・中止で
はなく、学生や人事担当者の感染予防という
意味が主なもので、約200の参加社数のうち
数件だった。なお、2月下旬に約1週間にわた
り開催された学内企業説明会の最終日は、感
染予防対策のために中止となった。
　3月に入ってからは、感染予防対策のため
に、学生の大学への入構が原則不可となった。
感染拡大によりリクルートキャリア、マイナ
ビなど大手就職情報会社の合同企業説明会の
中止が相次いだ。一方で、昨年の夏や秋のイ

―  7  ―



DIO 2021, 7. 8

ンターンシップに参加していた学生の内定報
告があったのもこの頃だった。
　就職活動とその支援の流れが変わったのは
4月の緊急事態宣言からである。採用活動の
延期や中断が相次いだ。政府のガイドライン
通りに、春から就職活動を始めた層が影響を
受けた。感染症や経済的な不安を抱えつつ、
キャンパスにも足を運ぶことができず、不安
を抱えたまま、学生は就職活動を継続するこ
ととなった。企業説明会やオンライン選考な
どもこの頃、広がり始めた。
　新学期のスタートは5月下旬となった上、
完全にリモートで講義を行うことになった。
学部として、オンラインでの面談を4年生約
70名に対して実施し、フォローを行った。そ
の後も学生は、秋学期まで原則登校しなかっ
たので、大学としてはオンラインでフォロー
を行わざるを得なかった。
　とはいえ、夏休みの前の段階では約6割が
就職活動を終えていた。その後も学生のフォ
ローは続いた。最終的に、2021年卒の本学部
の就職内定率は95.6％だった。未内定者は3
名だったが、就職活動にまったく取り組まな
かった学生、就職以外の進路を希望していた
が卒業前に就職に進路変更した学生、実際に
は家業を継ぐことになった学生であり、実質
的には希望者のほぼ全員が内定に至った。
　航空、旅行代理店など広義の観光関連の業
界において求人が減少したり、採用活動の凍
結があり、進路変更で悩む学生が散見され 
た8。就職活動に限らず、新型コロナウイル
スショックによりメンタルのダメージが大き
く、大学を休みがちになる学生、連絡がとれ
なくなる学生も散見された。
　学生も企業も必ずしも以前のように自由に
活動することができない。それを懸念してか、
オワハラ（就活終わらせろハラスメント）の
相談がこれまでの年の3倍程度あった。内定
承諾書などを強要する動きが散見された。
　あくまで一例であるが、偏差値50前後の首
都圏の郊外にある私立大学における進路指導
の現場での出来事の記録である。求人数の減
少による影響よりも、緊急事態宣言の影響で
採用活動が中断・延期となったこと、オンラ
イン就職に移行した影響が大きかった。

5. まとめ
　我が国の新卒一括採用をめぐる動きの変化
に言及しつつ、 これまでの議論をまとめた
い。新型コロナウイルスショックに関係なく

起きていた変化についても触れることにす
る。
　求人倍率においても、採用スケジュールに
おいても、新型コロナウイルスの影響を受け
つつも、新卒一括採用は継続された。新卒一
括採用の特徴を「学校から職業への間断なき
移行」や「在学中に職務未経験者を選考する」
ことだとするならば、内定率および内定が出
た時期などから考えると、この慣行は維持さ
れたとみるべきだ。
　経団連では、2018年に中西宏明会長（当時）
が就任してから、新卒一括採用見直し論が提
案された。しかし、少なくとも新型コロナウ
イルスショックでこの動きが加速したとみる
ことはできないだろう。
　大卒者の採用関連では、職務など条件を限
定した「ジョブ型採用」や、年次に関係なく
能力や成果に応じて入社した年次に年収1000
万円など相対的に高額な報酬となる制度を導
入する企業などが散見された。
　最後に未来の労働者を守るという意味で警
鐘を鳴らす。新型コロナウイルスショックの
影響で気をつけるべき点は、若者が就職活動
中に傷つくことのないようにするにはどうす
ればいいかを考えることだ。求人はそれほど
悪化していないのだが、不安に思っている学
生に付け込んだ求人詐欺や、オワハラも含め
た、リモート面接やOB・OG訪問での就職ハ
ラスメントを許してはならない。
　また、学生の夢の喪失感についてもサポー
トするべきである。特にグローバル化、東京
五輪、インバウンド観光の盛り上がりなどか
ら観光関連の業界で働くことを夢見て入学し
てきた学生たちにとっては、進路の選択肢が
限られてしまい、将来について絶望する人も
いる。進路について寄り添って考えることが
必要だ。
　新型コロナウイルスショックによる変化は
主にプロセスの変化だ。オンライン化した時
代に、学生をどう支えるかを考えたい。

―  8  ―



DIO 2021, 7.  8

１  新規大卒者の就職実績を確認する上では文部科学省の
「学校基本調査」を確認するべきである。この調査は
全数調査である。「卒業後の状況調査」の「大学（学部）
卒業者」欄により、大卒就職の状況を確認することが
できる。もっとも、同調査は例年、調査開始が4月で
あり、速報値が9月に、確定値が12月に公表されるため、
本稿の執筆、発表には間に合わない。本来であれば、
この結果も踏まえて議論するべきテーマであることを
お含みおき頂きたい。

２  一般的に、企業の人事担当者、大学のキャリアセンタ
ー職員においては、大卒求人倍率は1.6倍を超えると
売り手市場だと認識されている。

３  もっとも、従業員規模により影響の差は異なる。従業
員規模別にみると、2022年卒は従業員1000人以上の企
業において求人総数が増加した。2022年卒の従業員 
1000 ～ 4999 人企業の求人総数は12.7 万人であり、従
業員 5000 人以上企業の求人総数は4.5 万人だった。
2021年卒と比較してそれぞれ0.1万人ずつ増加してい
る。一方で、民間企業就職希望者は従業員1000 ～
4999 人企業で4.3万人となり、前年より3.2万人増加し
た。従業員 5000 人以上企業では10.9万人となり、前
年より3.7万人の増加となった。求人倍率は従業員 
1000 ～ 4999人企業で前年より0.25 ポイント減少し、
0.89倍に、従業員5000人以上企業では前年より0.19ポ
イント減少し、0.41倍となった。つまり、求人数は微
増したものの、従業員規模1000人以上の企業を志望す
る民間企業就職希望者が増加したために、この規模に
おける求人倍率は悪化した。

４  2021年3月末までは株式会社リクルートキャリアの中
の部門だったが、グループ再編により2021年4月から
は株式会社リクルートの社内の部門となっている。

５  日経電子版「就活探偵団　「内定率」って誰のため？
　翻弄される学生たち」2017年9月21日付より。

６  内定が出る時期が早いか遅いかについては、就職活動
に関して政府や経済団体が提示したスケジュール、新
卒求人の状況、社会環境などが影響する。新型コロナ
ウイルスの影響だけを切り出して分析することは困難
であることを頭に入れておきたい。

７  ミスマッチ解消のための努力も垣間見られる。たとえ
ば、最終面接のみ対面とする動きなどだ。総合商社、
広告代理店などで用いられる手法である。その他、オ
ンラインでの面談やフィードバックの機会を設けるな
どミスマッチ解消の動きがみられた。

８  前出の就職みらい研究所の「就職プロセス調査」にお
いては、毎年、実施している求人倍率調査の他に、「新
型コロナウイルスの感染拡大が新卒採用に与えた影
響」に関する調査を行っている。「コロナの影響を受
け、採用数を減らしたり、採用自体を中止した」企
業において上位に入った業界は、飲食店・宿泊業

（59.2％）、運輸業（37.3％）などだった。
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