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株式会社ラーニングエージェンシー（旧トーマツ イノベーション株式会社、本社 東京都千代田区、代表取締役社⾧ 
眞﨑大輔）および人と組織の未来創りに関する調査・研究を行うラーニングイノベーション総合研究所では、社会人 2
年目～4 年目の 900 人に対し、2022 年 7 月に直面している壁に関する意識調査を行いました。調査結果＊1 は 4 回に分け
て公表しましたが、今回は特別編として、離職意向の有無についての属性＊2 で分析した調査結果を公表いたします。 

（＊1＊2 まとめ参照） 

背景 

当社ではこれまで、新入社員の意識調査や入社 1 年目のギャップに関する調査など、1 年目社員の調査を様々な視点
で行ってきました。人材育成、採用などの業界においても 1 年目社員に関する調査は数多く実施されていますが、2～4
年目の社員に関しては 1 年目ほどフォーカスが当たっていないのが現状です。一般的に“若手”と一括りにされることが
多い年次ですが、各年次における意識は多種多様ではないでしょうか。若手が思うように育たない、新人研修や OJT な
ど時間やコストを投資したがすぐに辞めてしまう、これからというタイミングで転職してしまうなど、若手に関する悩
みは多くの企業が抱えており、当社にも日々相談が来ています。その解決の糸口をみつけるために、若手を紐解き、2
年目、3 年目、4 年目と各年次がそれぞれどのような価値観を持ち、悩みを抱えているのか、また共通点や違いは何かを
明らかにすべく、各年次に対して調査を実施しました。 

 

調査結果の概要 

 社会人 2 年目、離職意向ありの 9 割が「仕事を進める上での困難」に遭遇。「自分の知識・スキルへの不安」は離

職意向ありがなしより 31 ポイント以上高く最大差 

 社会人 3 年目、離職意向ありの約 7 割が「仕事の量が多い」、約 6 割が「キャリアへの不安」を実感。意向なしと

それぞれ 28 ポイント以上の差 

 社会人 4 年目、離職意向ありの 5 割以上が「職場の文化が合わないことがある」と回答。意向なしより 26 ポイン

ト以上高く、最大差 

 離職意向のある 2 年目、意向なしよりも 10 ポイント以上高い割合が「仕事を進める上で相談相手がいない」。意

向なしよりも、プレゼンテーション力・ビジネスライティング力のスキル不足も実感 

 離職意向のある 3 年目、意向なしよりも 11 ポイント以上高い割合が「キャリアについて相談する相手がいな

い」。「やりたい業務ではない」状況に仕事の飽きも感じている 

 離職意向のある 4 年目、意向なしよりも 16 ポイント以上高い割合が「自由度のある職場」を求める。また、「や

りたい業務ではない、仕事の意義がわからない」状況に仕事の飽きも感じている 
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調査結果の詳細 

１． 社会人 2 年目、離職意向ありの約 9 割が「仕事を進める上での困難」に遭遇。「自分の知識・スキルへの不安」は
離職意向ありがなしより 31 ポイント以上高く最大差 

本調査では、社会人 2 年目、3 年目、4 年目の若手社員に対し、現在どのようなことに困難を感じているか、不安を感

じているか、仕事や上司、キャリアや自分の成⾧など、16 の項目（以下、『16 の壁』と記載）について質問しまし

た。その結果を、離職意向がある若手社員とない若手社員でどのような違いがあるか、年次別に比較しました。 

社会人 2 年目の結果を見ると、離職意向のある社員が 16 の項目全てにおいて、意向なしよりも壁を感じている結果と

なりました。その中でも離職意向ありが最も壁を感じた項目は「仕事を進める上で困難に感じることがある」となり、

回答した割合は 90.5％にのぼりました。次に「仕事が飽きた、つまらないと感じることがある」が 69.5％、「仕事の判

断を任される場面がある」が 66.6％と続く結果となりました。 

離職意向ありとなしの割合の差を比較すると、大きく差が出た項目は「自分の知識・スキルに不安を感じることがあ

る」「今後のキャリアが描けず、この会社で働き続けることに不安に感じることがある」で、それぞれ意向なしより

も、31.7 ポイント、31.5 ポイント高い結果となりました。（図 1） 
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２．社会人 3 年目、離職意向ありの約 7 割が「仕事の量が多い」、約 6 割が「キャリアへの不安」を実感。意向なしとそ

れぞれ 28 ポイント以上の差 

次に、社会人 3 年目の結果をみていきます。2 年目同様に、3 年目においても離職意向ありが意向なしよりも全項目で

壁を感じる結果となりました。その中でも、「仕事を進める上で困難に感じることがある」が 78.7％と、最も高い壁と

なりました。次に「仕事の量が多いと感じることがある」が 69.9％、「仕事が飽きた、つまらないと感じることがあ

る」が 60.2％と続きました。 

離職意向ありとなしを比較すると、「仕事の量が多いと感じることがある」が意向なしよりも 29.2 ポイント高く、最

も差が出る結果となりました。次に差が出た項目は「今後のキャリアが描けず、この会社で働き続けることに不安に感

じることがある」で、意向ありが 28.1 ポイント高くなりました。（図２） 
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３． 社会人 4 年目、離職意向ありの 5 割以上が「職場の文化が合わないことがある」と回答。意向なしより 26 ポイント

以上高く、最大差 

離職意向のある 4 年目社員においても、2、3 年目同様に離職意向ありが意向なしよりも全項目で壁を感じる結果とな

り、「仕事を進める上で困難に感じることがある（75.5％）」、「仕事の量が多いと感じることがある（64.3％）」、「仕

事が飽きた、つまらないと感じることがある（59.2％）」「仕事の判断を任されることがある（59.2％）」の順に困難を

感じていることがわかりました。 

離職意向ありとなしを比較すると、「職場の文化が合わないと感じることがある」に関して、離職意向ありが 26.3 ポ

イント高く、最も差の出る項目となりました。離職意向ありでは、年次が上がるにつれ項目の半数以上において壁が低く

なる傾向がありましたが、「職場の文化が合わないと感じることがある」のみ、年次が上がるにつれて壁が高くなるとい

う結果が見られました。（図 3） 
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４. 離職意向のある 2 年目、意向なしよりも 10 ポイント以上高い割合が「仕事を進める上で相談相手がいな
い」。意向なしよりも、プレゼンテーション力・ビジネスライティング力のスキル不足も実感 

ここからは、離職意向ありの社員が具体的にどのような場面で困難に感じているか、離職意向のない社員と違いが出た

項目をピックアップし、年次別にご紹介します。 

社会人 2 年目の離職意向ありの 9 割が選択した「仕事を進める上で困難に感じたことがある」という壁について（図 1

参照）、彼らは具体的にどのような場面で困難を感じているでしょうか。離職意向ありでは「自分のスキルが足りない」

ときと回答した割合が 30.5％と最も高くなり、意向なしと 8.5 ポイントの差が出ました。次に、「業務量が多い（25.3％）」

「業務内容が難しい（21.1％）」「教えてくれる人がいない（21.1％）」と続き、次の「相談相手がいない（20.0％）」

に関しては、離職意向ありがなしよりも 11.0 ポイント高く、最も大きな差となりました。（図 4） 

 

上記設問において、離職意向ありが最も高い割合で困難に感じていた「自分のスキル不足」ですが、2 年目社員はどの

ような知識・スキルに不安を感じているでしょうか。自分の知識・スキルに不安を感じている人に、具体的にどのような

スキルが不安か質問したところ、離職意向ありでは、「プレゼンテーション力（31.3％）」がトップで、離職意向なしよ

りも 9.1 ポイント高い結果でした。また、離職意向ありとなしの差で最も大きかった項目は「ビジネスライティング力」

で 16.0 ポイント意向ありが高い結果に。プレゼンテーション力やビジネスライティング力は、会議や商談時、また議事

録・企画書の作成など、実務において必須のスキルであり、実際に仕事を進めていく中でスキル不足を感じていることが

推察できます。（図 5） 
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5.  離職意向のある 3 年目、意向なしよりも 11 ポイント以上高い割合が「キャリアについて相談する相手が
いない」。「やりたい業務ではない」状況に仕事の飽きも感じている 

次に、社会人 3 年目の離職意向ありの 59.2％（図 2 参照）が選択した「今後のキャリアが描けず、この会社で働き続け

ることに不安に感じることがある」という壁に関して、具体的にどのような場面で不安を感じるか見ていきます。 

離職意向ありでは「キャリアについて考える余裕がない」が 29.5％と最も高い結果に。次に「身近に目指すべき存在が

いない」が 26.2％、「キャリアについて相談する相手がいない」が 24.6％と続きました。 

「キャリアについて相談する相手がいない」では、離職意向ありがなしよりも 11.1 ポイント高く最大差となり、次に

「希望していた業務ができない」が意向なしよりも 10.3 ポイント高い結果となりました。（図 6） 

 

また、離職意向のある 3 年目のうち 60.2％（図 2 参照）が選択した「仕事が飽きた、つまらないと感じることがある」

壁について、どのような場面で感じるか見ていきます。意向ありが最も高い割合となったのは「やりたい業務ではない

（22.6％）」ときで、意向なしよりも 9.7 ポイント高い結果となりました。次に、「仕事の意義が分からない（12.9％）」

「メンバーが変わらない（12.9％）」が入りました。（図 7） 

 

社会人 3 年目では、業務量が増えている中、キャリアについて考える余裕も、相談する相手もおらず、さらに希望して

いた業務もできていない現実に不安や仕事への飽き・つまらなさを感じ、離職意向に繋がっている可能性があります。 
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6.  離職意向のある 4 年目、意向なしよりも 16 ポイント以上高い割合が「自由度のある職場」を求める。ま
た、「やりたい業務ではない、仕事の意義がわからない」状況に仕事の飽きも感じている 

社会人 4 年目については、離職意向ありとなしで 26.3 ポイント（図３参照）と最大差がついた「職場の文化が合わな

いと感じることがある」という壁について、具体的な場面を見ていきます。離職意向ありは「自由度がないとき」と回答

した割合が 30.0％と最も高い結果に。離職意向ありがなしよりも 16.7 ポイント高く、最大差となりました。（図 8） 

 

また、離職意向のある 4 年目社員の 75.5％（図 3 参照）が選択した「仕事を進めるにあたり困難に感じたことがある」、

59.2％が選択した「仕事が飽きた・つまらないと感じることがある」壁についても見ていきます。 

「仕事を進めるにあたり困難に感じたことがある」場面としては、離職意向のある人の 44.6％が「業務量が多い」とき

と回答しており、離職意向なしと 21.9 ポイントと大差がありました。（図９） 

「仕事が飽きた・つまらないと感じる」具体的な場面として、「やりたい業務ではない」「いつも同じ業務をやってい

る」ときが同率 19.0％でトップに。「やりたい業務ではない」においては、離職意向なしと 7.6 ポイントの差となりまし

た。その後、「仕事の意義がわからない」が 13.8％と続きました。（図 10） 
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最後に彼らの求める知識・スキルに関する結果を見ていきます。 

離職意向ありの半数が選択した「現在、自分の知識・スキルに不安を感じることがあるか」という壁においてどのよう

な知識やスキルに不安を感じているか質問したところ、「プレゼンテーション力」が 33.3％でトップに。意向なしよりも

10.1 ポイント高い結果となりました。次いで、「解決策立案」「実行力」が同率 21.6％でした。 

離職意向ありは業務量が多い状況の中、自由度ややりたい仕事を求めている傾向がありましたが、これらを実現するた

めには、解決策立案といったスキル以外にも、仕事をコントロールするために重要な「計画力」や「セルフマネジメント

力」が必要ではありますが、セルフマネジメントに関しては 3.9％とほとんど視野に入っていない結果となりました。 
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まとめ 

 今回は、社会人 2 年目、3 年目、4 年目の若手社員が直面する壁に対し、離職意向の有無でどのような違いがあるか分

析しました。結果、全ての年次において、離職意向ありが、なしよりも壁を感じていることが明らかになりました。また、

離職意向ありに限ってみると、年次が上がるにつれ半数以上の壁が低くなる中、「職場の文化が合わない」という壁のみ、

高くなる傾向が見られました。 

年代別にも特徴がありました。社会人 2 年目の離職意向ありは「自分自身のスキル不足」や「相談相手がいない」場面

において、仕事における壁を感じていました。特に、「プレゼンテーション力」「ビジネスライティング力」など、会議

や商談時、また議事録・企画書・稟議書作成など、日常の実務の場面で使うスキルにおいて、スキル不足を実感している

ことが明らかとなりました。企業としては、このようなスキルを学ぶ機会を提供すると同時に、日々の仕事の中で身につ

けられるような意図的なアサインメントを通し、指導やフィードバックをすること、そして相談に乗れる場を用意するこ

とが重要といえるでしょう。 

社会人 3 年目の離職意向ありの社員は、仕事量が多い中、キャリアについて考える余裕もなく、相談相手もおらず、こ

の会社で働き続けるか不安を抱え、「希望していた業務ができない（やりたい業務ではない）」ことに、仕事の飽き・つ

まらなさを感じる傾向にあることがわかりました。仕事は誰もがやりたい業務だけをできるわけではありません。与えら

れた業務の中で、いかに仕事の意義を感じていけるかが重要となるでしょう。会社側としては、離職を防止するために、

仕事の意義を理解してもらうための工夫や、一人ひとりのキャリアと業務を連動させ、目指すキャリアに対して、今の業

務経験がどのように役に立つのか、中⾧期の視点でキャリアと業務を紐づけてあげることが重要といえるでしょう。一方

で、 自分自身のキャリアを事前に決めすぎることをせず、節目ごとに起こる変化を楽しみ自然の流れに身を任せていく

キャリアドリフトの考え方も、事前にインプットしたうえで育成計画を考えてみるのもよいでしょう。 

社会人 4 年目の離職意向ありでは、「自由度が高い」環境や、「やりたい業務」を希望する傾向にあることがわかりま

した。しかし、年次が上がるにつれ業務量が増える中、ある程度自分で業務をコントロールする力を身に付けないと、自

由度は高まりません。そのためには計画力やセルフマネジメント力が必要ですが、それらのスキルに対する意識は低めで

ある結果がでたことより、会社側としてはそのようなセルフマネジメント力を身に付けるための機会を提供すること、す

なわち企業は自立自走できるためのサポートをすることが重要となるでしょう。 

近年問題視されている若手社員の離職率。本調査から、離職意向のある人の方が、意向のない人に比べて、壁を感じる

傾向にあることが明らかとなりました。若手社員の早期離職防止の対策には、各年次で感じている様々な壁を理解したう

えで、年次に合わせた成⾧環境を準備し、一人ひとりに合わせたキャリア形成に取り組むことが必要といえるでしょう。 

 
＊1 これまでに公表した若手社員の意識調査結果 

●ラーニングエージェンシー「若手社員の意識調査（社会人 2 年目～4 年目の直面する壁 TOP3 編）」 

社会人歴で、直面する壁の違いが明らかに！2 年目は仕事へ飽き、4 年目は仕事の量に苦戦、3 年目は分岐点か 

https://www.learningagency.co.jp/column_report/research/research_75_221005.html 

●ラーニングエージェンシー「若手社員の意識調査（社会人 2 年目～4 年目の直面する壁 ストレッチ業務編）」 

業務アサインは難易度の見極めが重要！ 難しい仕事への挑戦は「成⾧機会」「期待に応えたい」と感じるが、プレッシャーを感じすぎると「不満」「離職意向」

へつながる 

https://www.learningagency.co.jp/column_report/research/research_76_221012.html 

●ラーニングエージェンシー「若手社員の意識調査（社会人 2 年目～4 年目の直面する壁 上司とキャリア不安編）」 

2 年目、3 年目、4 年目の若手社員の約 4 割が「今の会社で働き続けることに不安」。不安を感じているポイントに合わせ、視野を広げてあげることが重要 

https://www.learningagency.co.jp/column_report/research/research_77_221026.html 

●ラーニングエージェンシー「若手社員の意識調査（社会人 2 年目～4 年目の直面する壁 自分の成⾧とスキル編）」 

全年次の 3 割超が『役割が変化しない状況』に成⾧不安。2、4 年目は『昇進できない』、3 年目は『期待を聞いたことがない』状況にも不安を実感 

https://www.learningagency.co.jp/column_report/research/research_78_221102.html 

 
＊2「あなたの転職経験や意向について教えてください」という問いに対し、「転職経験なし今後予定あり」「転職経験あり今後予定あり」と回答した人を『離職

意向あり』、「転職経験なし今後予定なし」「転職経験あり今後予定なし」と回答した人を『離職意向なし』と設定しています。「わからない」はその他とし対

象外としています。 
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調査概要  

*本調査を引用される際は【ラーニングエージェンシー「若手社員の意識調査（社会人 2 年目～4 年目の直面する壁 特別編 離職意向別）」】
と明記ください 
*各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としています 
*構成比などの数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が 100%とならない場合がございます 

株式会社ラーニングエージェンシー  

当社は、設立以来、定額制集合研修「Biz CAMPUS Basic」、ライブオンライン研修「Biz CAMPUS Live」、ビジネ
ススキル学習アプリ「Mobile Knowledge」、10 万人以上が受検するビジネススキル診断テスト 「Biz SCORE Basic」
など、人と組織の成⾧を支援する業界初*、特許取得のサービスを多数開発・提供しています。「LEARNING」の可
能性を探求し続け、「人と組織の未来創り」を真にリードできる伴走者、ラーニングコアパートナーとして、お客様
に⾧く貢献してまいります。 
*Biz CAMPUS Basic、Mobile Knowledge（For Freshers）は東京商工リサーチ調べ、Biz SCORE Basic はシタシオンジャパン調べ 

ラーニングイノベーション総合研究所 

ラーニングエージェンシーの研究機関であるラーニングイノベーション総合研究所（以下、LI 総研）は、人と組織の未来
創りに関する様々な調査・研究活動を行っています。LI 総研はデータに基づいた最適な解決策もご提供し、お客様の組織
開発をサポートしています。 

代表取締役社⾧ 眞﨑 大輔 
事業内容  人材育成・教育研修 
本社所在地  〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-7-1 有楽町 ITOCiA（イトシア）オフィスタワー18F 
URL   www.learningagency.co.jp 

お問い合わせはこちら 

株式会社ラーニングエージェンシー 企画グループ 塩塚・加藤 

la-press@learningagency.co.jp  03-5222-5111（代表） 

調査対象者 22～34 歳の社会人 2 年目～4 年目の就労者 

調査時期 2022 年 7 月 22 日～7 月 25 日 

調査方法 調査会社によるインターネット調査 

サンプル数 900 人 ＜社会人 2 年目＞300 名、 ＜社会人 3 年目＞300 名、 ＜社会人 4 年目＞300 名  

属性 ＜社会人 2 年目＞ 

（1）性別 

①男性：39.7％（119 人） 

②女性：60.3％（181 人） 

（2）所属企業の従業員数規模 

①1 人～50 人：18.7％（56 人） 

②51 人～100 人：14.3％（43 人） 

③101 人～300 人：21.3％（64 人） 

④301 人～1,000 人：12.7％（38 人） 

⑤1,001 人～5,000 人：9.7％（29 人） 

⑥5,000 人～：11.3％（34 人） 

⑦不明：12.0％（36 人） 

（3）離職意向 

あり 35.0％（105 人） 

なし 56.0 ％（168 人） 

わからない 9.0％（27 人） 

＜社会人 3 年目＞ 

（1）性別 

①男性：35.3％（106 人） 

②女性：64.7％（194 人） 

（2）所属企業の従業員数規模 

①1 人～50 人：21.3％（64 人） 

②51 人～100 人：13.7％（41 人） 

③101 人～300 人：14.7％（44 人） 

④301 人～1,000 人：15.3％（46 人） 

⑤1,001 人～5,000 人：11.7％（35 人） 

⑥5,000 人～：9.7％（29 人） 

⑦不明：13.7％（41 人） 

（3）離職意向 

あり 34.3％（103 人） 

なし 55.7％（167 人） 

わからない 10.0％（30 人） 

＜社会人 4 年目＞ 

（1）性別 

①男性：35.3％（106 人） 

②女性：64.7％（194 人） 

（2）所属企業の従業員数規模 

①1 人～50 人：14.3％（43 人） 

②51 人～100 人：10.3％（31 人） 

③101 人～300 人：18.7％（56 人） 

④301 人～1,000 人：15.3％（46 人） 

⑤1,001 人～5,000 人：13.3％（40 人） 

⑥5,000 人～：19.3％（58 人） 

⑦不明：8.7％（26 人） 

（3）離職意向 

あり 32.7％（98 人） 

なし 60.7％（182 人） 

わからない 6.7％（20 人） 


