PRESS RELEASE
2015 年 12 月 15 日
株式会社ビズリーチ

日本最大級の求人検索エンジン「スタンバイ」がアルバイト探しの人気キーワードを発表

売り手市場の「日本語教師」が 2 位に急上昇
「高齢者」
「50 代」も急上昇：シニア店員を積極採用する飲食店増加のためか？
株式会社ビズリーチ（所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長：南 壮一郎 以下、ビズリーチ）が運
営する日本最大級の求人検索エンジン「スタンバイ」
（https://jp.stanby.com/）は、2015 年 11 月
に同サイトでユーザーがアルバイト探しに利用したキーワードを調査しました。
「スタンバイ」でのアルバイト探し 人気キーワード（2015 年 11 月）
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音楽

↓

「スタンバイ」では検索窓にキーワードを入れると
約 400 万件の求人から検索できる

【11 月のトピックス】
・主婦に人気の「日本語教師」が急上昇。
日本語学校の非常勤講師の場合、1 日 4 時間の授業を受け持つのが一般的なため、子育てしながらで
も続けやすく、また専門性があり、やりがいも感じられるためか、主婦に人気。国内の日本語教育機
関で学ぶ日本語学習者は 4 万 4,970 人、前年比 37.8％増（2014 年）注 1 で、売り手市場。特にベト
ナムやネパールなど東南アジアからの留学生が増えており、全体として日本語教師が足りていない状
況。日本語教師の時給相場（授業時間）はスタート時 1,500～1,800 円だが、準備時間は給与が出な
いので要注意。
（注 1：日本学生支援機構調べ）
・すかいらーくの 50 代以上向け採用サイト開設も影響か、
「高齢者」
「50 代」などが急上昇。
5 位「60 歳以上」
、9 位「高齢者」
、15 位「50 代」
、17 位「シニア」がランクイン（
「60 歳以上」以
外は先月圏外）
。すかいらーくが、2015 年 9 月末から、これまでは 65 歳までだったパート・アルバ
イト従業員の雇用を 70 歳まで延長する新制度を導入し、11 月には 50 代以上に特化した採用サイト
を開設したことも一因と思われる。また、モスバーガーでも高齢の店員を積極採用。
「モスジーバー」
と呼ばれ、
「おじいちゃんやおばあちゃんの笑顔は、マニュアルにはない温かみが感じられて和む」
と来店客から好評。日本マクドナルドも 60 歳以上を「シニアクルー」として積極採用。人材不足の
業界では、今後もシニア活用に拍車がかかると思われる。

・
「中国語 留学生」が急上昇。
日本の大学に私費留学する中国人が増加注２。国費留学生とは異なり、来日後アルバイトで生活費を稼
ぐ必要があることが検索数増加の一因と思われる。私費留学生増加の背景には中国国内での就職難に
加え、経済成長で拡大した中流層の子息が、日本語や技術を習得したいという事情があるようだ。
注２）日本学生支援機構によると、1994 年に大学などへ留学した中国人は 23,000 人強で全外国人留学生に占める割合は４
割強だったが、2014 年度は留学生全体の６割弱の 77,000 人強に増加。そのなかで国費留学生数は同期間中、全留学生で１
万人程度でほぼ横ばいで推移。

・
「遺跡発掘」が先月に続き上昇。開催中の博物展が要因か？
「遺跡発掘」が先月に続き上昇（10 月 4 位、11 月 3 位）
。
「国立カイロ博物館所蔵 黄金のファラオ
と大ピラミッド展」注 3）が 10 月から開催されていることが上昇の要因ではないかと思われる。
「遺跡
発掘」は初心者歓迎の場合も多く、日給は能力により 6,500~12,000 円と幅が広い。ただし、レア
なバイトで、募集件数はごくわずか。
注 3）エジプトの「国立カイロ博物館」の収蔵品から 100 点あまりの至宝を展示する。六本木ヒルズの森アーツセンターギャ
ラリーで 2016 年 1 月まで開催。

【人気の業種・職種の求人情報を「スタンバイ」で検索した結果一覧】
日本語教師
https://jp.stanby.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%B8%AB%E9%96%A2%E9%80%
A3%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA

60 歳以上
https://jp.stanby.com/60%E6%AD%B3%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E6%B1
%82%E4%BA%BA

高齢者
https://jp.stanby.com/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E6%B1%8
2%E4%BA%BA

遺跡発掘
https://jp.stanby.com/%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%99%BA%E6%8E%98%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%A
E%E6%B1%82%E4%BA%BA

【調査方法・ランキングについて】
本調査では、アルバイトを探すユーザーの動向を確認するため、スタンバイの検索窓に「バイト」と
いうワードとともに入力されたワードを数が多い順に表示しています。

■日本最大級の求人検索エンジン「スタンバイ」
スタンバイは、国内の全業種・全職種・全雇用形
態を対象にした日本最大級の求人検索エンジン
で、Web ブラウザ版とスマートフォンアプリ版が
あります。複数の大手求人サイトの求人を横断し
て一括検索できるのが特徴で、求職者は、スタン
バイの検索窓に仕事に関する「キーワード」と希
望の「勤務地」を入力することで、いつでもどこ
でも PC やスマートフォンから求人を検索できま
す。掲載求人件数は約 400 万件。企業は、無料で求人情報を作成・公開・管理でき、採用成約時の
追加手数料も必要ありません。
参照 URL:https://jp.stanby.com/

■完全無料の採用プロモーションツール「スタンバイ・カンパニー」
採用したい企業の人事担当者が、魅力的な採用ページを簡単に作成でき、主体的に情報発信できる、
完全無料の採用プロモーションツール。求人の作成・公開・応募管理の全てを無料で提供、採用決定
時の成功報酬費も発生しません。正社員からアルバイトまであらゆる雇用形態の求人情報を作成でき、
スマートフォンにも自動的に最適化されます。IT に関する専門知識がなくても魅力的な求人の作成
や応募管理が簡単にできます。また、1 クリックで利用できる SNS の共有ツールも用意。利用企業
は 4,000 社超。参照 URL:https://stanby.co/
サービス名

スタンバイ

URL

パソコン/スマートフォン ブラウザ版 https://jp.stanby.com/
アプリ（iOS）版 https://app.adjust.com/mdzemm
アプリ（Android）版 https://app.adjust.com/i7racg

対応機種

・iOS 版：iOS 7.0 以降
・Android 版：Android4.0 以降

ダウンロー

・iOS 版：
「App Store」を選択→「スタンバイ」を検索

ド方法

・Android 版：
「Google Play」を選択→「スタンバイ」を検索

配信地域

日本

対応言語

日本語

利用料金

無料

■株式会社ビズリーチについて
「インターネットの力で、世の中の選択肢と可能性を広げていく」をミッションとし、人材領域と教育分
野のインターネットサービスを運営。東京本社のほか、大阪、名古屋、福岡、シンガポールに拠点を持ち、
従業員数は 553 名（2015 年 12 月現在）
。管理職・グローバル人材に特化した会員制の転職サイト「ビズ
リーチ」やアジア版の「RegionUP（リージョンアップ）」、20 代のためのレコメンド型転職サイト
「careertrek（キャリアトレック）
」
、日本最大級の求人検索エンジン「スタンバイ」
、友だちとクイズで競
える学習アプリ「zuknow（ズノウ）
」
、お腹を空かせた学生のための肉食就活サイト「ニクリーチ」などを
展開。参照 URL: https://www.bizreach.co.jp/
以下 URL から画像をダウンロードし、ご自由にご利用ください。
（画像、ロゴなど） URL: http://sar.jp/pr/

