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羽田 啓一郎 

立命館大学卒業。元マイナビ社員。 
大手企業の法人営業を担当した後、学生向けキャリア支援事業を 
複数立ち上げ、2020年3月に独立。 

現在は早稲田大学、立命館大学、昭和女子大学、武蔵野大学などで 
キャリア・就活講座を担当しつつ、自らも200名規模の 
学生コミュニティを運営。日常的に大学生との接点が多い。 

学生視点を活かしながら企業のコンテンツや採用支援設計なども担当。 
学生と企業の歪な構造をなんとかしたいと日夜思案中。



前川寛洋 

関西大学中退後、大学生向けキャリア支援カフェ「知るカフェ」を運
営する株式会社エンリッションに入社。同社で事業推進、経営企画の
執行役員として、500名を越えるインターン学生組織の運営や、採用
ブランディングに関する事業企画、コンサルティングを担う。 

2020年7月に独立後、大手企業を中心とした採用ブランディングの立
ち上げや、人材企業での事業開発を推進。 

就活相談や学生向けイベントの登壇等によって日常的に学生と接点を
持つことに加え、採用ブランディング案件では最低でも2～3名程度の
現役大学生に参加してもらい、学生目線での採用ブランディング施策
立案、企画にこだわっている。



課題感

新卒採用マーケティングが難しくなっている



①学生の企業選びは就活解禁前にインターンシップで決まる 
②学生の行動・価値観がそもそも変わった

課題感の原因



①学生の企業選びは就活解禁前にインターンシップで決まる 
②学生の行動・価値観がそもそも変わった

課題感の原因



学生の企業選び時期は解禁前



プレ期間の中身も早期化



インターンの重要性は言わずもがな。
しかもインターンの初期段階（6月）が最も企業接触量が多い。

これまで

現在

就活
解禁

就活
解禁



では、どこで伝えればいいのか・・・？



①学生の企業選びは就活解禁前にインターンシップで決まる 
②学生の行動・価値観がそもそも変わった

課題感の原因



コロナ禍の中での学生の変化

オンラインによって就活がリアルに感じられない
友人との何気ない会話が存在せず、就活に関して自分の立ち位置が認識できない

大学の就活ガイダンス　 ほぼオンライン化

合同セミナー オンラインが主流



摩擦含めた人間経験が乏しい
自己肯定感、自己効力間の拠り所となる原体験がない

コロナ禍の中での学生の変化×
×

×
×



学生は、企業発信の就活情報は信じきれない

「都合のいいことしか言っていないのでは・・・？」
学生は疑心暗鬼になっており、裏の情報を欲しがる

・クローズの掲示板で情報を漁る

・口コミサイトを漁る

就活解禁の前に
選考が始まってる・・・

企業の言ってることって
本当・・？



では、何を伝えればいいのか・・・？



企業イメージはどこで作るか？

就活モード 日常の接点

就活モードに入ってしまうと情緒的な態度変容は起こしづらい
今こそ”ブランディング”の考え方が有効なのでは？

緊張/疑心暗鬼/企業を”探す” リラックス/企業を”感じる”



そもそも、ブランディングとは？



ブランディングとは？

マイナビを見ればどんな
企業でも探せるなぁ

マイナビを見ればどんな
企業でも探せると思って

欲しいなぁ

自分が思ってもらいたいイメージを、相手に思ってもらうための取り組み

利用学生 マイナビ



なぜ採用ブランディングが大事なのか

就活中 入社前 入社後 結果

この企業ってどんな企業
なんだろう… 分からないけ
ど、みんな良いというから

受けてみよう

人事は人が良いって言っ
てたけど、それって本当
なのかな…馴染めるか不

安。。

人が良いって言ってたのに、
上司がひどい対応ばかり… 
就活で言ってたこと嘘じゃ

ん。。

ネガティブな早期退職
や、精神問題による休職

に発展

この企業、色んなサイトに書
いていることと、知人から聞
く噂も一貫していて、
イメージが湧きやすい！

人が良いことを体験させ
てくれるイベントや、事
例も豊富で、入社前だけ
ど安心感がある！

入社前に聞いていたこと
と、全然違和感がなくて、
伸び伸び働ける！

意欲的に就業する社員が
増えて職場雰囲気がよく
なり、それが更に就活生
にブランディングされる

この差を生み出すことが、採用ブランディングを取り組む意義です



ブランディングでやること

会社の目指す方向を伝
え、社員に理解・共感・

実行してもらう

会社の強みや魅力を正し
く伝え、就活生に理解・
共感・入社してもらう

アウター
ブランディング

インナー
ブランディング

ブランディングは外だけでなく、内にも実践する必要がある



ブランディングの基本的なフレームワーク

知名集合
処理集合

想起集合
第一位選択

その他の想起集合
保留集合

拒否集合非処理集合
非知名集合

知名段階
（知っているか）

処理段階
（よく知ってるか）

思慮段階
（好んでいるか）

選考段階
（選択肢に入っているか）

入手可能集合

ブランディングには認知→理解→共感→選定というプロセスが存在する



知名集合
処理集合

想起集合
第一位選択

その他の想起集合
保留集合

拒否集合非処理集合
非知名集合

知名段階
（知っているか）

処理段階
（よく知ってるか）

思慮段階
（好んでいるか）

選考段階
（選択肢に入っているか）

入手可能集合

採用ブランディングの現状

母集団形成に難航している企業の多くは学生にとって「知らない」or
「聞いたことあるけど、よくわからない企業」という分類になっている



採用ブランディングの落とし穴

きっかけ
(知名段階)

初期接点前検討
(処理段階:ZMOT)

初期接点
(処理段階:FMOT)

再接点
(思慮段階:SMOT)

継続接点
(選考段階:TMOT)

学生

企業

知っている、
知りたいと思う

会う価値があるか
事前に調べる

事前に調べたことと
相違がないか確認する

理解、共感点を探し、
入社を検討する

共感する点があり、
入社したいと思う

とりあえず去年
と同じ情報掲載

初接点なのでネット
に乗ってることも含

めて話す

インターン等で
深い接点を提供

本選考、面談、
OBOG訪問等を提供

とりあえず去年
と同じ広告出稿

初期接点前で既に勝敗の8割がついていることに気づいていない



落とし穴にはまらないためには

Before After

コンテンツ内容 最低限の企業情報、ナビサイトの掲載情報
基本情報に加え、学生にとって興味のあるコンテンツを
掲載（e.g. 現場社員のインタビュー、新卒1年目の活躍

等）

コンテンツ発信主体 自社
自社に加え、学生にとって親和性のある

第三者によるコンテンツ発信
（e.g. インフルエンサー等）

コンテンツ形式 Webサイトのみ
Webサイトに加え、視覚的・直感的に

情報を伝える媒体を活用する
（e.g. 動画、SNSショートムービー等）

配信チャネル 自社HP、ナビサイト
自社HP、ナビサイト等の就活時の接点だけでなく、学

生が日常的に接するポイントに情報を掲載
（e.g. 主要SNS、学生ポータルサイト等）

学生インサイトを取り入れた情報を、学生に馴染みあるチャネルで発信



まとめ：採用ブランディングを取り入れるには

Step1

ターゲット学生の人材要件を定義し、インサイトを掴むStep2

“ターゲット学生にとっての”強みや魅力を言語化するStep3

ターゲット学生が出現するチャネルに意図的な情報を出すStep4

就活実態や学生全般の価値観等、基本的なトレンドを掴む



マイナビが運営する、学年不問型キャリア支援サイトです

ご案内：キャリアタンクについて



キャリアタンクの特徴

1 学生生活の中でメディアに触れる仕組み

2 キャリアに前向きな学生が好むコンテンツ

3 採用メディアではできないコンテンツ展開が可能



学生生活の中でメディアに触れる仕組み

キャリアタンクサイトPV
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全国の知るカフェ店舗や
知るカフェ会員、SNSでコンテンツ発信

「レポート　書き方」「奨学金」「バイト」
など、学生が能動的に検索する
キーワードで検索上位を獲得

学時日程に合わせたトレンドはあるものの、
よく閲覧されるサイトへ成長中

就活モードじゃない時に触れる“キャリア”メディア



キャリアに前向きな学生が好むコンテンツ

学生が関心を持つ
キーワードを
毎月短期集中連載

最新のビジネストレンドを
毎月とりあげ解説

学生が一番参考にする
学生同士の情報も掲載

珍しくなくなった学生起業
の実態もご紹介

民間企業だけでなく、
多彩なキャリアを紹介

記事の大半が編集記事。
求人サイトではなく、学生の主体的な
キャリア形成に役立つコンテンツで

学生からの信頼感を獲得問題解決に関する
ワークショップ

ビジネススキルを
高めるオンライン講座

■イベント

■記事

【国家公務員#1】
一般職と総合職の違いを解
説！



採用メディアではできないコンテンツ展開が可能

現役学生と若手社会人の座談会。
テーマは「働きやすさ」。

学生が興味を惹きそうな
トピックスのインタビュー記事

共通テーマに基づいた
複数企業のトークイベント

Googleとのコラボイベント。
社会活動、理念を知ってもらう

採用情報掲載ではなく、学生のキャリアに学びがあり、
学生が興味を惹きそうなコンテンツが結果的に貴社ブランディングに貢献します。

内容についてはぜひご提案させてくださいませ。


