
□実施期間 2019年8月26日～2019年8月31日まで

□調査対象 2020年卒業予定の全国大学4年生及び院2年生

□調査方法 Web上のアンケートフォームより入力

□モニター属性データ

カテゴリー
モニター
登録数

有効
回答数

有効
回答率 カテゴリー

モニター
登録数

有効
回答数

有効
回答率

文系男子 1,102 277 25.1% 学部 理系：機電系 233 68 29.2%

理系男子 1,210 483 39.9% 理系：情報系 224 61 27.2%

文系女子 1,112 378 34.0% 理系：土木・建築系 161 34 21.1%
理系女子 1,188 453 38.1% 理系：化学系 163 49 30.1%

総計 4,612 1,591 34.5% 理系：薬学系 190 85 44.7%

理系：その他理系 500 154 30.8%

197 99 50.3%
カテゴリー 73 47 64.4%

関東地区 1,786 607 34.0% 52 24 46.2%

東海地区 433 153 35.3% 242 137 56.6%

関西地区 979 338 34.5% 理系：薬学系 52 27 51.9%

上記以外のエリア 1,414 493 34.9% 311 151 48.6%

【今回のTOPICS】

　 

:

2019年10月

:

:

モニター
登録数

有効
回答数

有効
回答率

院

理系：機電系

理系：情報系

理系：土木・建築系

理系：化学系

理系：その他理系

■1：あなたの就職活動のテーマ曲は？

～「栄光の架橋」（ゆず）が2年連続1位。“ヒゲダン”もランクイン！～

2位 できっこないを やらなくちゃ（サンボマスター） 3位 サクラ咲け（嵐）

4位 何度でも（DREAMS COME TRUE） 5位 やってみよう（WANIMA）

■2：この人が人事担当だったら、その会社に入社したいランキング

～男性1位は櫻井 翔さん（嵐）、女性1位は水卜アナ（日本テレビ）～

男性部門 2位 松岡 修造さん 3位 内村 光良さん 4位 田中 圭さん 5位 明石家 さんまさん

女性部門 2位 天海 祐希さん 3位 石原さとみさん 4位 新垣 結衣さん 5位 有村 架純さん

キャラクター部門 1位 ドラえもん 2位 モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE） 3位 ミッキーマウス

■3：あなたの就職活動を色に例えると

～1位は冷静の「青」、2位は情熱の「赤」、3位はまっさらの「白」～

■□各種調査はWEB上でも順次公開中！□■

人事担当者のための新卒採用支援情報サイト 新卒採用サポネット https://saponet.mynavi.jp/

就職指導ご担当者のための総合情報サイト マイナビキャリアサポート http://mcs.mynavi.jp/

■□本資料について□■

本資料に掲載のデータ、図版等の無断転載を禁じます。資料のご利用やご質問等に関しては下記までご連絡ください。

株式会社 マイナビ 社長室 リサーチ&マーケティング部 TEL：03(6267)4571／E-mail：myrm@mynavi.jp

2020年卒 マイナビ学生就職モニター特別調査

就活テーマソング＆
人事担当だったら入社したいと思う有名人ランキング
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20年卒就職モニター特別調査

＜あなたの就職活動のテーマ曲は？＞ ≪就職活動のテーマ曲≫

■1：あなたの就職活動のテーマ曲は？ ※17年卒は実施せず。14年卒、15年卒、16年卒、18年卒、19年卒と実施し、今回は6回目。

ランク 19年卒 18年卒 得票率

1 1 4 2.10%

2 5 17 2.03%

3 9 5 1.54%

4 12 23 1.26%

5 4 6 1.19%

6 5 3 1.12%

7 32 - 1.05%

8 2 13 0.91%

9 40 23 0.77%

10 23 29 0.70%

10 - - 0.70%

1位 「栄光の架橋」 得票率： 2.10%

2位 得票率： 2.03%

3位 「サクラ咲ケ」 得票率： 1.54%

4位 「何度でも」 得票率： 1.26%

5位 「やってみよう」 得票率： 1.19%

6位 「終わりなき旅」 得票率： 1.12%

7位 「Lemon」 得票率： 1.05%

8位 「明日も」 得票率： 0.91%

9位 「Happiness」 得票率： 0.77%

10位 「世界に一つだけの花」 得票率： 0.70%

10位 「宿命」 得票率： 0.70%

20年卒（2019年）　就活のテーマ曲　トップ10

同志社女子大学 理系女子

面接前や不安になった時に自分を奮え立たせるために聞いていた。 自然と開き直ってポジティブになれたため。

曲の歌詞を聞いてたら涙がでた。

嵐
大阪大谷大学 理系女子

就活もだし、それ以外でも、不安やもやもやがあっても頑張ろうって気持ちになった。

元気が出るし、頑張れと後ろから押してくれてる感じがするから。

理不尽なことや自分の力不足なところに落ち込んだ時もあったけど、この曲を聴くとまた頑張ろうと思えた。

名古屋大学 理系女子

Mr.Children
静岡大学 理系男子

あきらめずに前に突き進む気持ちにさせてくれる曲だから。

就活以外も含めた人生の真理を謳っていると思う。つらいときも楽しいときもこの歌に励まされ、また次の自分を目指して頑張ろうと思える。

東京外国語大学 文系女子

常磐大学 文系男子

文系男子

Official髭男dism
京都府立大学 文系女子 8月以降もまだまだ気が抜けない状況の中、この曲とともに甲子園で全てを懸けて頑張る球児たちを思い浮かべ自分を鼓舞していた。

米津玄師
近畿大学 理系男子 この歌詞のような悲しい経験を積まないように頑張ってきたため。

龍谷大学 理系女子

SHISHAMO
東北大学 理系男子

面接場所に向かう道中はいつも流れていた。

どんなことがあってもあしたも頑張れるように気がしたから。

SMAP
富山大学 理系男子 自然と頭に浮かんだ。 それが、自分を前進させた。

何回も落ち込んで辛い時があったが、そのたびに家族のことを思い出して、モチベーションをあげていたので。

色々辛い事や、緊張することもあり、やめたいと思うこともあったが、この曲を聞いて一歩踏み出そうと心掛けることができた。

山梨大学 理系女子

法政大学 理系女子

受験の時も聞いていたが、元気をもらえるから。

明るくて元気になれるし、後押ししてくれる。

DREAMS COME TRUE
会社に落ちた時に自分を励ますためにこの曲を聞いた。

北海道大学 理系女子

WANIMA
法政大学

サンボマスター

奈良県立大学 文系女子

盛岡大学 文系女子

「できっこないを やらなくちゃ」

就活でなにからいいか思い悩んでたとき、ラジオから偶然流れてきて元気づけられた。 そこから、ずっと面接前とかに聞くようになった。

東京に行く夜行バスの中で毎回聴いていました。

嵐

昭和大学 理系女子

東北学院大学 文系男子

早稲田大学 文系男子

新潟薬科大学 理系女子

大　学 文理男女

ゆず
大阪経済大学 文系男子

選曲理由

辛い時も、いろいろと周りに支えてもらいながら前に進んできたと思うから。

オリンピックが近かったこととアテネオリンピックの世代だから。

就活中つらいときはいつもこれを聞いて、勇気をもらっていたから。

「Happiness」

「世界に一つだけの花」

「宿命」

「終わりなき旅」

「Lemon」

「明日も」

Mr.Children

米津玄師

SHISHAMO

嵐

SMAP

Official髭男dism

「サクラ咲ケ」

「何度でも」

「やってみよう」

曲名

「栄光の架橋」

「できっこないを やらなくちゃ」

アーティスト名

ゆず

サンボマスター

嵐

DREAMS COME TRUE

WANIMA

20年卒就活生の就活ソング・ナンバーワンには、2年連続でゆずの「栄光の架橋」が輝いた。2位には、前年5位から3ランクアップでサンボマスターの

「できっこないを やらなくちゃ」。3位は嵐の「サクラ咲ケ」で、嵐は9位にも「Happiness」がランクイン（初）。4位の「何度でも」（DREAMS COME 

TRUE）は16年卒の4位以来の返り咲き、7位の「Lemon」（米津玄師）、10位の「世界に一つだけの花」（SMAP）「宿命」（Official髭男dism）は初の

トップ10入りとなった。※調査開始以来4回連続1位だった「負けないで」(ZARD)を「就活ソングの殿堂入り」に認定し、それ以外の曲への投票とした。
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20年卒就職モニター特別調査

＜人事担当だったら入社したいと思う有名人は？＞ ≪入社したいと思う人事担当≫

■2：この人が人事担当だったら、その会社に入社したいランキング

ランク 得票率 ランク 得票率 ランク 得票率

1 8.05% 1 12.06% 1 14.12%

2 5.44% 2 10.66% 2 2.76%

3 3.03% 3 5.12% 3 2.67%

4 2.96% 4 4.98% 4 2.42%

5 2.48% 5 3.37% 4 2.42%

6 2.41% 6 2.45% 6 1.84%

7 1.93% 7 1.96% 7 1.59%

8 1.72% 7 1.96% 8 1.17%

9 1.65% 9 1.54% 9 1.00%

9 1.65% 9 1.54% 9 1.00%

9 1.65%

文理男女

1位 櫻井翔（嵐） 得票率： 8.05%

文系女子

理系男子

文系女子

理系女子

2位 得票率： 5.44%

文系男子

理系男子

文系女子

理系女子

3位 内村光良 得票率： 3.03%

理系男子

文系女子

4位 田中圭 得票率： 2.96%

理系男子

文系女子

5位 明石家さんま 得票率： 2.48%

理系男子

理系女子

6位 大泉洋 得票率： 2.41%

文系女子

文系男子

7位 イチロー 得票率： 1.93%

理系男子

理系女子

8位 得票率： 1.72%

理系男子

9位 阿部寛 得票率： 1.65%

文系女子

9位 高橋一生 得票率： 1.65%

理系女子

9位 福山雅治 得票率： 1.65%

文系女子

桝太一（日本テレビ）

20年卒（2019年）　この人が人事担当だったら、その会社に入社したいBEST１０

大　学 理想の人事担当・男性　／　選んだ理由

福山雅治

孫悟空（ドラゴンボール）

野原ひろし（クレヨンしんちゃん）

フグ田マスオ（サザエさん）

男性

櫻井翔（嵐）

松岡修造

内村光良

田中圭

ふなっしー

坂田銀時（銀魂）

キャラクター

ドラえもん

モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）

ミッキーマウス

アンパンマン

江戸川コナン ／ 工藤新一（名探偵コナン）

女性

水卜麻美(日本テレビ)

天海祐希

石原さとみ

新垣結衣

桝太一（日本テレビ） 北川景子

阿部寛 吉田羊

高橋一生 仲間由紀恵

明石家さんま 有村架純

大泉洋 綾瀬はるか

イチロー 真矢みき

名古屋大学 爽やかで印象が良く優しそうであるため。さらに、知的な雰囲気も感じる。

桜美林大学 声がはっきり通り、笑顔が素敵だから緊張をほぐしてくれそうだから。

愛媛大学 時折コミカルにけれど真面目に相談に乗ってくれそうだから。

北九州市立大学 成果をきちんと評価してくれそう。

愛知県立大学 説明が分かりやすく、悩みの相談にも乗ってくれそうだから。

東京海洋大学 仕事ができそうでその人の下で働いてみたい。

慶應義塾大学 熱意あるアドバイスをしてくれそうなため。

北海道大学 熱心に指導してくれ、より成長できそう。

松岡修造
東京外国語大学 どんな事に対してもポジティブに答えてくれそう。また、都合の悪いことなども含めて全て素直に話してくれそう。

東北大学 会社の魅力を熱く語ってくれつつも、話をしっかり聞いてくれそう。

兵庫教育大学 賢く、質問が上手そうで、相手を貶さない言葉を選んでくれそうだから。

名古屋大学 しっかり相互理解に努めてくれそうだから。

気さくで自虐がありつつも、場を和ませて的を射た話をしてくれそうだから。

岡山大学 面接が楽しそうだから。

水産大学校 就活でつらくても、笑いで励ましてくれそう。

筑波大学 真面目で仕事熱心な所に惹かれるから。

岐阜大学 優しくて裏表がなさそう。

北九州市立大学

兵庫県立大学 安心感があり、目を見て真面目に話を聞いてくれそう。

大阪大学 しっかりとした自分の軸を持っている。

立正大学 自分にとって厳しい人だから、為になるアドバイスをくれそう。

北海道科学大学 笑顔が良いので、こちらも緊張せずに様々なことを聞けそうだと思ったので。

北星学園大学 頑張れ、と背中を押してくれるから。

この人が人事担当だったら、その会社に入社したいと思う有名人やキャラクターを回答してもらった。男性有名人は嵐の「櫻井翔」さん、女性有名人は日本テレビ

の「水卜麻美」アナウンサー、キャラクターでは「ドラえもん」が1位だった。選んだ理由では、「かわいい」「かっこいい」「笑顔が素敵」など、選考に行くモチベーショ

ンを上げてくれるような印象のほか、「話を聞いてくれそう」「的確なアドバイスをくれそう」「肯定してくれそう」など、相談に乗ってもらえそうというイメージもポイント

となったようだ。「困ったら絶対に助けてくれる」ドラえもんは2位以降に圧倒的な差をつけたが、「ひみつ道具を使って何とかしよう」と考える学生もいた。
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文理男女

1位 得票率： 12.06%

文系男子

文系女子

理系男子

理系女子

2位 得票率： 10.66%

文系男子

文系女子

理系男子

3位 石原さとみ 得票率： 5.12%

文系女子

文系男子

4位 新垣結衣 得票率： 4.98%

理系女子

文系男子

5位 有村架純 得票率： 3.37%

文系男子

理系女子

6位 綾瀬はるか 得票率： 2.45%

理系女子

理系男子

7位 真矢みき 得票率： 1.96%

理系女子

理系女子

7位 北川景子 得票率： 1.96%

文系男子

9位 吉田羊 得票率： 1.54%

文系女子

9位 仲間由紀恵 得票率： 1.54%

理系女子

文理男女

1位 ドラえもん 得票率： 14.12%

理系男子

文系女子

理系女子

文系男子

2位 得票率： 2.76%

文系男子

文系女子

理系男子

3位 得票率： 2.67%

理系女子

文系女子

4位 得票率： 2.42%

文系男子

理系女子

4位 得票率： 2.42%

文系女子

理系男子

6位 得票率： 1.84%

理系女子

理系男子

7位 得票率： 1.59%

文系女子

理系女子

8位 得票率： 1.17%

文系男子

9位 得票率： 1.00%

文系女子

9位 得票率： 1.00%

文系女子

水卜麻美(日本テレビ)

モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）

東京理科大学 いつも味方で的確なアドバイスをくれる。時に厳しく見守ってくれる。

神戸大学 困った時に絶対助けてくれる安心感があるから。

京都大学 問題への対応、解決策が豊富だから。

法政大学 のび太くんに優しく教える姿が人事にぴったり。

ミッキーマウス

福岡大学 その人の本質をきちんと見てくれそう。

大阪経済大学 目標に向け諦めない心と周りを巻き込んで進んでいく力があるから。

金城学院大学 自分の思う道にまっすぐ進めと応援してくれそう。

江戸川コナン ／ 工藤新一（名探偵コナン）

甲南大学 正義感の塊だから信頼できる。

長岡技術科学大学 勇気を与えてくれるから。

アンパンマン

弘前大学 平等に接してくれそうだから。

名古屋大学 相手を否定しなさそうだから。

神戸薬科大学 良いパパであり、部下も大切にする素敵な上司だから。

金沢工業大学 優しい対応で、学生からの質問にも真剣に答えてくれそうだから。

野原ひろし（クレヨンしんちゃん）

跡見学園女子大学 色々な部分をみぬいてくれそうで、そこに関してアドバイスをくれそうだから。

北海道大学 頭が良いので良い意味で自分を見透かしてくれそう。

孫悟空（ドラゴンボール）

ふなっしー

関西大学 いいところを見つけ出してくれそうだから。

慶應義塾大学 明るくて人柄が良い。

フグ田マスオ（サザエさん）

坂田銀時（銀魂）

中京大学 ワクワクに従って生きているから。

大阪女学院大学 地元愛が強いから、愛社精神も強そう。質問したら納得する答えが返ってきそう。

愛知教育大学 多少の緩さがいいから。

九州大学 こちらの話をうまく引き出してくれそう。

静岡県立大学

愛媛大学 しっかり自分を持っていて、かつ周りの人を大切にしているイメージがある。

明治大学 選考に行くのが楽しくなりそう。

明るくて元気なイメージで、話していてポジティブになれそうだから。

白鴎大学 「仕事が楽しい」というのが伝わってくるから。

早稲田大学 愛をもって仕事していそうだから、その人が愛を注げる職場なら働いてみたい。

名古屋大学 知的で信頼できる感じがするし、時には優しい言葉もかけてくれそうであるため。

天海祐希
一橋大学 ズバッと合ってないなら合ってないで意見してくれそう。

公立鳥取環境大学 女性のキャリアとか学生の知りたいことについて納得がいくまで話してくれそう。

話したことを肯定してくれそうだし、柔らかいイメージがあって、話しやすそうだから。

九州大学 笑顔が素敵で面接の前には明るく励ましてくれそう。かわいい。

島根県立大学 苦労して女優になってるから、こちらの気持ちを理解してくれそう。

九州大学 話をきいて、優しく的確なアドバイスをくれそう。

東京農業大学 明るくにこやかに対応してくれそうだから。

北九州市立大学 否定しなさそう。

大　学 理想の人事担当・女性　／　選んだ理由

大　学 理想の人事担当・キャラクター　／　選んだ理由

東京工科大学 ときに優しくときにかっこいいお姉さん。上司にもいいけど人事でも頼りになりそう。

東北学院大学 落ち着きと話しやすさ、憧れを持てる美人なため、入社への意欲が高まりそう。

中央大学 面倒見がとてもよさそうで、気さくに話してくれそうだから。

横浜国立大学 この人の元で働きたいと感じさせるオーラがある。

名古屋大学 しっかり相談に乗ってくれそうであり、芯が通っていそうだから。

早稲田大学
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20年卒就職モニター特別調査

＜あなたの就職活動を色に例えると＞

■3：あなたの就職活動を色に例えると

ランク 19年卒 得票率

1 1 青 17.7%

2 2 赤 15.1%

3 4 白 13.5%

4 3 黒 11.5%

5 6 灰色・グレー 7.7%

6 6 オレンジ・橙色 6.8%

7 5 黄色 5.9%

8 8 緑 5.4%

9 10 紫 2.6%

10 9 水色 2.4%

文理男女別ランキング

ランク 得票率 ランク 得票率 ランク 得票率 ランク 得票率

1 18.5% 1 24.6% 1 16.0% 1 14.3%

1 18.5% 2 17.5% 2 12.3% 1 14.3%

3 14.4% 3 12.6% 3 11.7% 3 11.7%

4 11.1% 4 11.4% 4 10.7% 3 11.7%

5 7.0% 5 5.5% 5 10.1% 3 11.7%

6 6.3% 6 4.6% 6 8.5% 6 9.2%

7 5.2% 7 4.0% 7 6.4% 7 7.2%

8 3.0% 8 3.6% 8 5.6% 8 5.2%

9 2.2% 9 2.3% 9 3.7% 9 2.7%

9 2.2% 10 2.1% 10 2.9% 10 2.5%

9 2.2%

20年卒（2019年）　BEST10
その色を選んだ理由・何の色を表すのか

色

冷静（37名）、落ち着いている様子（20名）、ネクタイの色、計画的、理性的、ブルー
な気持ち、苦しい、涙、顔色、空、雨

自然体、落ち着いて、穏やか、誠実、マイペース

情熱の赤と冷静さの青を混ぜた色、情緒不安定、複雑な気持ち

空の色、冷静、穏やか、爽やか、泣いてばかりだった

文系男子 理系男子 文系女子 理系女子

情熱（40名）、やる気、本気、熱意、ポジティブ、血のにじむような努力、勝利、バラ
色、挑戦、攻めの姿勢、頑張った、燃え尽きた

何色にでも染められる（21名）、ありのままの自分、白紙、素直、まっさら、柔軟、新
しい選択肢、スタート、ワイシャツの色、終わりがない

リクルートスーツ・鞄・靴・髪の毛の色、先が見えない、何にも染まらない、苦しい

不安、もやもや、困難、迷い、はっきりしない、つまらない、雨や曇りが多かった

明るい、笑顔、元気、ポジティブ、楽しかった、人の暖かさに助けられた

希望、明るい、パワー、楽しかった、成功の色

赤 赤 青 赤
白 白 黒 オレンジ・橙色

色 色 色 色

青 青 白 青

黄色 灰色・グレー オレンジ・橙色 灰色・グレー
緑 黄色 黄色 黄色

黒 黒 赤 黒
灰色・グレー 緑 灰色・グレー 白

紫 紫 虹色 紫
虹色

少数回答

水色 オレンジ・橙色 緑 緑
オレンジ・橙色 無色・透明 紫 水色

茶色 京都府立大学 文系女子 いろんな業界に手を出したので、いろいろな色が混ざった茶色。

鈍色 早稲田大学 文系女子 彩度の高い色を選ぶ気にはなれない。

色 大学 文理男女 その色を選んだ理由・何の色を表すのか

淡い青色 神戸大学 理系女子 透き通ったようですこし濁っている感じ。

虹色 法政大学 文系女子 多くの社会人の方と出会って、今まで得られなかった多くの情報を得ることができたため。

玉虫色 岐阜大学 文系男子 はっきりしない，嘘で塗り固めた面接が一番うまくいったから。

こげ茶 創価大学 理系男子 泥臭く頑張りました。

ペールオレンジ 佐賀大学 理系女子
就活中は不安もあったが、いろいろな人に会えて楽しかったこともあり、”楽しい”イメージのオレンジに、
少し”不安”な白が混ざったペールオレンジがイメージに合うと思ったから。

黄金 大正大学 文系男子 光輝けるように活動したから。

オフホワイト 福島大学 理系男子 本音と建前が入り交じった会話が多かったから。

深蒼 東海大学 理系男子 一歩引いた視点からいろいろ見られた。

ベージュ 千葉工業大学 理系女子 トレンチコートの色。無難な感じ。

海の色 大阪大学 文系女子 天気や時間によって色がコロコロ変わる。

透明 広島大学 理系女子 将来のことは見えない、わからない。

ピンク 筑波大学 理系男子 就活の1番つらい時期が、桜が満開のときだったから。

【ご注意】この調査は、「面接でよ【ご注意】この調査は、「面接でよ

【ご注意】この調査は、「面接でよ【ご注意】この調査は、「面接理

就職活動を色に例えてもらったところ、1位は「青」で、全体の17.7％を占めた。理由を見ると、「冷静」「落ち着いた様子」「ブルーな気持ち」

「涙」などが挙がっており、同じ色でも人によって違ったイメージを持っているようだ。2位は「赤」で、「情熱」「やる気」「挑戦」など、就職活動

に対して前向きなイメージが多かった。前年の結果と比較すると、「白」が「黒」を上回って3位となり、「これから何色にもなれる」など未来

に向かってポジティブな印象を抱く就活生が多かったようだ。文理男女別で見ると、文系男子、理系男子、理系女子では「青」が1位だった

が、文系女子では「白」が1位となった。そのほか上位には「オレンジ・橙色」「黄色」など明るいイメージの色や、「灰色・グレー」「紫」など複

雑な感情を表すような色がランクインした。
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