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はじめに
この冊子は、就職活動の準備や進め方、実際にアクション
を起こし就職に至るまでの、みなさんの就職活動をサポートする
「就職 HOW TO BOOK」です。活動メモなどを書き込
めるページや、就職を決めた先輩からの心強いエールも参考
にしてください。
この冊子をフル活用し、就職活動を乗り切りましょう！
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「働く」ってどういうこと？
ఱ䛾䛯䜑䛻ാ䛟䛾䠛
䛺䜙䝆䝵䝤䜹䝣䜵䛜ᛂ䛩䜛䛾䛿䚸䜏䛺䛥䜣䛾ᑵ⫋άື䚹
┦ㄯෆᐜ䜒䚸༑ே༑Ⰽ䞉ⓒேⓒᵝ䟿䛷䛩䚹
┦ㄯ䜢㐍䜑䜛䛻䛒䛯䛳䛶䚸୍␒᭱ึ䛻☜ㄆ䛩䜛䛾䛿䚸
䜏䛺䛥䜣䛾䛂ᑵ⫋άື䜢䛩䜛䛻䛒䛯䛳䛶䛾ᚰ䛾‽ഛ䛃䠙䛂ാ䛟䛮䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛃
䛷䛩䚹
心の準備ができていなければ、
サポートしてもらえないの？

䛔䛔䛘䚸䛭䜣䛺䛣䛸䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䜏䛺䛥䜣䛾Ẽᣢ䛱䜢䛚⪺䛝䛩䜛䛸䛣䜝䛛䜙䝇䝍䞊䝖䛷䛩䟿
ึ䜑䛶┦ㄯ䛥䜜䛯᪉䛛䜙䚸ḟ䛾䜘䛖䛺㉁ၥ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
「なぜ、仕事することは、そんなに大切なんでしょうか？」
「自分に合った仕事なんて無いみたいだし、働く気持ちになりません」
「いったい何のために、しんどい思いをして働くんですか？」
「働くことがイメージできません」
「自分にはスキルも何もありませんから、何もできません」
「実家住まいだから、特に苦労はないので、無職でもいいと思います」
䛔䛛䛜䛷䛩䛛䠛䛔䜝䜣䛺ពぢ䛜ฟ䛶䛝䜎䛩䚹
わかるなぁ
その気持ち・・・

自分も
そう思ってるんやけど

䛸䚸ᛮ䛖᪉䜒䛚䜙䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䚹
䛱䜗䛳䛸䛣䛾䛒䛯䜚䛷䚸
ᛮ䛔䛴䛟㝈䜚䚸䛂ാ䛟⌮⏤䛃䜢⪃䛘䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹

次のページへ
GO！
1
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㻽㻝㻌㻌䜢䛩䜛䛾䛿䚸ఱ䛾䛯䜑䠛
ఱ䜢ồ䜑䛶䜛䠛

A

生活するため
（自分）

経験を
積みたい

名声を
得たい

知識を
増やしたい
人から
感謝されたい

生活するため
（家族）

出世
してみたい
自分を
必要と
してほしい

結婚相手を
探したい

スキルを
身につけたい
親がもうすぐ
退職になる

生きて
いくため

自己実現
したい

豊かな
生活

経験を
活かしたい

自分を
成長させたい

自立
したい

お金
（資産）
を増やす

他人に
影響を与えたい

老後に
困りたくない

自分の居場所
（存在）を
確認したい

達成感を
味わいたい

社会を
変えていきたい

社会に
貢献したい

いずれ起業したい
ので、その準備を
したい

人脈を
広げたい

䛣䜜䜙䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛻䛤┦ㄯ䛔䛯䛰䛔䛯᪉䚻䛛䜙ᐇ㝿䛻ᚓ䛯⟅䛘䛷䛩䚹
䛝䛟ಶேᕪ䛜䛒䜛䜣䛰䛺䛑䚸䛸Ẽ䛵䛝䜎䛫䜣䛛䠛
䛴䜎䜚䚸ே䛻䜘䛳䛶䚸ാ䛟⌮⏤䛿ከ✀ከᵝ䚹䛹䜣䛺䛣䛸䜒⌮⏤䛻䛺䜚䛘䜎䛩䟿

⪃䛘᪉䛜␗䛺䜛䛾䛷䛩䛛䜙䚸ാ䛟䛣䛸䜈䛾౯್ほ䜔ᛮ䛔ධ䜜䛻䜒㐪䛔䛜ฟ䜎䛩䛜䚸
䛘䜀䚸䜢䛩䜛┠ⓗ䛜䇾⮬ศ䇿䛾䛯䜑䛷䛒䛳䛶䜒䚸ാ䛟䛖䛱䛻䇾ㄡ䛛䇿䛾䛯䜑䛻ኚ
䛩䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹ാ䛟ព㆑䛜ኚ䛩䜛୰䛷䚸䜘䜚䜈䛾ᛮ䛔䛜ᙉ䛟䛺䜚䚸ാ
䛝䛜䛔䜢ឤ䛨䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䛽䟿
┠ⓗ䜢ព㆑䛧䛶ാ䛟䛣䛸䛷䚸䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏ጼໃ䜒ኚ䜟䜛䛣䛸䛷䛧䜗䛖䚹
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㻽㻞㻌㻌䛹䛖䛧䛶䜒ാ䛟䜲䝯䞊䝆䛜䜟䛛䛺䛔䞉䞉䞉
䛭䜣䛺䛸䛝䚸䛹䛖䛩䜛䠛䠛
ᛮ䛔䛴䛟䛣䛸䛜䛺䛔䚹⮬ศ䛷⪃䛘䜛䛾䛿䚸䛧䜣䛹䛔䚹䛭䜣䛺䛸䛝䛾䝠䞁䝖䛷䛩䟿

㻭㻝㻌㻌㻌⪺䛔䛶䜏䜘䛖䟿
⮬ศ௨እ䛾䚸ㄡ䛛䛾ពぢ䜢⪺䛔䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
䛘䜀䚸ぶ䚸ே䚸▱ே䚸ඛ㍮䚸ぶᡉ䚸⾜䛝䛴䛡䛾ሙᡤ䛷ാ䛔䛶䛔䜛᪉䚻䛻䚸

会を
いきたい
い

会に
したい

たい
備を

なんで
働いているの？

働くことのメリット
とデメリットは？
どうして
その仕事をしてるの？

䛺䛹䚸䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛧䛶䜏䜛䛾䛿䛹䛖䛷䛧䜗䛖䛛䚹
㏉䛳䛶䛝䛯⟅䛘䛛䜙䚸ఱ䛛ឤ䛨䜛䛣䛸䜔Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜䛒䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䟿

㻭㻞㻌㻌ㄞ䜣䛷䜏䜘䛖䟿
⮬ศ䛾䛚Ẽ䛻ධ䜚䛾సᐙ䚸᭷ྡே䚸䜰䜲䝗䝹䛺䛹䛾䜶䝑䝉䜲䜔⮬ླྀఏ䜢
ㄞ䜣䛷䜏䛶䛿䛔䛛䛜䛷䛧䜗䛖䛛䚹
䛺䛬䛭䛾ᴗ⏺䛻㌟䜢⨨䛟䛣䛸䛻䛧䛯䛾䛛䚸ⱞປ䛧䛯䛣䛸䛿ఱ䛛䚸
䛹䜣䛺䝫䝸䝅䞊䛷䛭䛾䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛛䛺䛹䚸
⮬ศ䛜᪥㡭䛛䜙╔┠䛧䛶䛔䜛ே䛾ᡭ䛻䜘䜛ᩥ❶䛺䜙䚸
䜎䛳䛩䛠ᚰ䛻㣕䜃㎸䜣䛷䛝䛯䜚䚸⌮ゎ䛧䜔䛩䛔䛾䛷䛿䈈䠛

㻭㻟㻌㻌య㦂䛧䛶䜏䜘䛖䟿
䛂⪺䛟䞉ㄞ䜐䛃䛷䛿‶㊊䛷䛝䛺䛔䛺䜙䚸䝈䝞䝸䚸య㦂䠙♫ཧຍ䛷䛩䚹
ᐙ䛾ᡭఏ䛔䚸䜰䝹䝞䜲䝖䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸
ྛ✀䛾ᩍ⫱カ⦎䛺䛹䚸䛂䜔䛳䛶䜏䜘䛖䟿䛃䛸ᛮ䛖᪉䛻䛿䚸
ᵝ䚻䛺䇾䛷䛝䜛䛣䛸䇿䛜ᚅ䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛩䚹
䛭䛾䜘䛖䛺ሙ䛷ฟ䛳䛯᪉䚻䛸ពぢ䜔ඹྠసᴗ䜢䛩䜛䛣䛸䛷䚸
ാ䛟䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶⮬ศ䛺䜚䛾⪃䛘᪉䛜⏕䜎䜜䜛䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛩䜘䟿
᥈䛧᪉䛾䝠䞁䝖䛿䛔䜝䛔䜝䛒䜚䜎䛩䚹
⮬ၥ⮬⟅䛰䛡䛷῭䜎䛫䛪䛻䚸
䛹䜣䛹䜣䛾ே䛾ពぢ䛻ゐ䜜䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䜒䛱䜝䜣䚸䝆䝵䝤䜹䝣䜵䛷䛾┦ㄯ䜒䚸䛚Ẽ㍍䛻䛤⏝䛟䛰䛥䛔䟿
3
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就職活動の全体像
䛯䛰ồேሗ䜢ぢ䛶ᛂເ䛩䜛䛰䛡䛜䚸ᑵ⫋άື䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
ᛂເ䛩䜛♫䜢Ỵ䜑䜛๓䛻䚸䜎䛪⮬ศ䛻䛸䛳䛶ษ䛺䜒䛾䜔䚸
⮬ศ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃ䛺䛹䜢⪃䛘䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
䛹䜣䛺䜔ᴗ✀䛺䜙䚸䛒䛺䛯䛿ᴦ䛧䛟䜲䜻䜲䜻䛸ാ䛡䜛䛛䜢
⪃䛘䜛䛣䛸䛜ษ䛷䛩䚹

Start!!
⫋ᴗ㑅ᢥ䛾
ᇶ‽タᐃ

⫋ᴗ
⮬ศ䜢▱䜛

౯್ほ䞉⯆䞉⬟ຊ
⤒㦂䛾䜚㏉䜚

⤒
䚷

ᩍ⫱䞉カ⦎

᥈䛧䛾
┠ᶆタᐃ

⮬ศ䛜䛔䜛⎔ቃ䜢ㄆ㆑䟿
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌♫䞉⤒῭䚸ᐙィ䚸ᐙ᪘䚸㻌㻌
ே㛫㛵ಀ䞉ே⬦䚸ᗣ䛺䛹

䕿䛹䜣䛺䞉ᴗ✀䞉⫋✀䞉♫䛺䜙䚸౯್ほ䠄ษ䛺䛣䛸䚸㻌㻌㻌㻌
䛻䛧䛯䛔䛣䛸䠅䜔⯆䜢‶䛯䛫䛭䛖䛛
䕿⮬ศ䛾⬟ຊ䛜Ⓨ䛷䛝䜛䛾䜲䝯䞊䝆䠄䛹䜣䛺
䛻ά䛛䛫䛭䛖䛛䠅

䐟⤒㦂䛾䜚㏉䜚䠉䛣䜜䜎䛷䜔䛳䛶䛝䛯䛣䛸䜢䚸䜒䛖୍ᗘぢ┤䛧䛶䜏䜎䛩䚹⮬ศ䜢▱䜛䝠
䞁䝖䛻䛺䜛䛣䛸䛜䛝䛳䛸ぢ䛴䛛䜚䜎䛩䚹
䐠㊃䞉≉ᢏ䞉㈨᱁䞉චチ䛾ᩚ⌮䠉㊃䜔≉ᢏ䚸䛣䜜䜎䛷䛻ྲྀᚓ䛧䛯㈨᱁䜔චチ䛺
䛹䜒䚸䛻ά䛛䛫䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䐡ᡂຌయ㦂䚸ኻᩋయ㦂䛾ศᯒ䠉䛹䜣䛺䛸䛝䛻ᡂຌ䛧䚸䛹䜣䛺䛸䛝䛻ኻᩋ䛧䛯䛾䛛䜢
ぢ┤䛫䜀䚸⮬ศ䜙䛧䛥䛜䜟䛛䜚䜎䛩䚹
䐢㛗ᡤ䞉▷ᡤ䛾ᩚ⌮䠉䛒䛺䛯䛜ឤ䛨䛶䛔䜛㛗ᡤ䛸▷ᡤ䜢ᩚ⌮䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹㛗ᡤ䜢
ఙ䜀䛧䚸▷ᡤ䜢䝣䜷䝻䞊䛩䜛ᡭ䛜䛛䜚䛜ぢ䛘䛶䛝䜎䛩䚹
䐣䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝇䝍䜲䝹䛾☜ㄆ䠉ே䛸᥋䛩䜛䛸䛝䚸䝔䜻䝟䜻ษ䜛䛸䛛䚸ㄡ䛸䛷
䜒䛖䜎䛟䜔䛳䛶䛔䛡䜛䛺䛹䚸⮬ศ䛾䜻䝱䝷䜽䝍䞊䜢ศᯒ䛧䜎䛧䜗䛖䚹
䐤ே⬦䛾☜ㄆ䠉䛣䜜䜎䛷䛾⤒㦂䜢䜚㏉䜚䚸Ꮫ⏕௦䛾䜽䝷䝤άື䚸♫ே䝃䞊䜽
㻢䝨䞊䝆䜈
䝹䚸๓⫋䛺䛹䛻䛚䛡䜛⮬ศ䛸ே䛸䛾⧅䛜䜚䜢☜ㄆ䛧䜎䛧䜗䛖䚹
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ᛂເ᭩㢮䛾సᡂ

㻝㻌㻜䝨䞊䝆䜈

⤒㦂䜢㧗䛟ホ౯䛧䛶䛟䜜䜛䜘䛖䛻⾲⌧䛩䜛ຊ
䛔
䚷㻌ᩥ❶⾲⌧ຊ䚸ㄒᙡ䚸ᩥἲ䚸ㄽ⌮ᵓᡂ

就職
ᛂເάື
㻞㻌㻢䝨䞊䝆䜈

㠃᥋䝖䝺䞊䝙䞁䜾

ồேሗ䛾ධᡭ

㻝㻌㻠䝨䞊䝆䜈
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝇䜻䝹
䚷ཱྀ㢌⾲⌧ຊ䚸ែᗘ䚸䝬䝘䞊䚸⾲䠄┠⥺䞉➗㢦䠅䚸
䚷㌟䜚ᡭ䜚䚸ヰ䛧᪉䚸ㄽ⌮ᵓᡂ䚸ㄒᙡ
㻥䝨䞊䝆䜈
䛔

♫䛜ồ䜑䛶䛔䜛ேᮦ䜲䝯䞊䝆
䚷㻌䛣䛾♫䛿䚸䛣䜣䛺ேᮦ䛜ᚲせ䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛔䛖௬ㄝ
䚷㻌⮬ศ䛾౯್ほ䞉⯆䞉⬟ຊ䛸䛾䛩䜚䛒䜟䛫

䜢▱䜛

ᴗ✀䞉⫋✀㻌㻌ᚅ㐝䞉ປാ᮲௳
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᴗᩥ䞉♫㢼

㏞䛳䛯䜙
ᡠ䛳䛶䛽

䕿䛹䜣䛺䛜䛹䛣䛻䛒䜛䛾䛛
䕿䛹䜣䛺ே䛜ാ䛔䛶䛔䛶䚸䛹䜣䛺䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛛
䕿䛹䛖䛧䛯䜙ㄪ䜉䜙䜜䜛䛛

䐟ෆᐜ䠉♫䛻䛿䚸 䛔䜝䛔䜝䛺䛜䛒䜚䜎䛩䚹 Ⴀᴗ䚸 ⏬䚸 ㈍䚸 ⤒⌮䚸 ே
䛺䛹ྠ䛨♫䛾䛺䛛䛷䚸 䛥䜎䛦䜎䛺䜢ศᢸ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䐠⤒Ⴀ⌮ᛕ䠉䛭䛾ᴗ䛜┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ゝⴥ䛷⾲⌧䛧䛯䛾䛜⤒Ⴀ⌮ᛕ䛷䛩䚹 ⮬ศ
䛜䛭䜜䛻ඹឤ䛷䛝䜛䛛䛹䛖䛛䜢⪃䛘䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
䐡⤥ 䞉 ᚅ㐝䠉䛒䛺䛯䛻䛸䛳䛶ᚲせ䛺䛰䛡䛾⤥ᩱ䜢䜒䜙䛘䜛䛾䛛䚸 䜎䛯ఇᬤ䜔᪼⤥䛺
䛹䛻䛴䛔䛶䜒ㄪ䜉䛶䛚䛝䜎䛧䜗䛖䚹
䐢ົᆅ 䞉 ົ㛫 䞉 ⫋ሙ⎔ቃ䠉⮬ศ䛜ẖ᪥㏻䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛⫋ሙ䛾ሙᡤ䛿䚸
䛸䛶䜒ษ䛷䛩䚹 䜎䛯䚸 ົ㛫䛿ఱ䛛䜙ఱ䜎䛷䛛䚸 ᪩ᮅົ䜔῝ኪົ䛜
䛒䜛䛾䛛䛺䛹䜒ㄪ䜉䛶䛚䛝䜎䛧䜗䛖䚹
䐣ពᛮỴᐃ䝇䝍䜲䝹䠉♫䛾㔜せ㡯䛜䛹䛾䜘䛖䛻Ỵᐃ䛥䜜䜛䛾䛛䛿䚸 䛭䜜䛮䜜䛾
♫䛷㐪䛔䜎䛩䚹 ♫㛗䛾୍ኌ䛷Ỵ䜎䜛♫䜒䛒䜜䜀䚸 ㆟䜢㔜䛽䛯ୖ䛷Ỵᐃ䛧䛶䛔
䛟♫䜒䛒䜚䜎䛩䚹
䐤ேᮦ⫱ᡂ᪉ἲ䠉♫ෆ 䞉 ♫እ◊ಟ䛿䛒䜛䛾䛛䚸 ㈨᱁ྲྀᚓ䛻䛒䛯䛳䛶♫ෆ䛾ᨭయ
ไ䛿䛒䜛䛾䛛䛺䛹䜒ㄪ䜉䛶䛚䛝䜎䛧䜗䛖䚹
㻤䝨䞊䝆䜈
5
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自分を知る
⮬ศ䜙䛧䛔ே⏕䜢㏦䜛䛯䜑䛻䛿䚸䜎䛪⮬ศ⮬㌟䜢▱䜛䛣䛸䛜ษ䛷䛩䚹
䛒䛺䛯䛾䛂ษ䛻䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛃䛂ዲ䛝䛺䛣䛸䛃䛂ᚓព䛺䛣䛸䛃䛿ఱ䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䛘䜀䛂ே䛸ヰ䛩䛣䛸䛜ዲ䛝䛃䛸䛛䛂䝟䝋䝁䞁䛺䛹䛾ᶵᲔ䛻ᙉ䛔䛃䛺䛹䚸⮬ศ䛾
䝉䞊䝹䝇䝫䜲䞁䝖䜢᥈䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹䇾⮬ศ䜙䛧䛥䇿䜢▱䜜䜀䚸䛹䜣䛺䛻䛂ᖾ䛫䛃
䛸ᛮ䛘䜛䛾䛛䛜䜟䛛䜚䚸⮬ศ䛾ྍ⬟ᛶ䜢ᗈ䛢䛶䛔䛟䛣䛸䛻䜒䛴䛺䛜䜚䜎䛩䚹
自分をよく知っていると
どんな良いことがあるの？
䊻㐍䜐᪉ྥᛶ䛜ぢ䛘䜔䛩䛟䛺䜛
䊻⮬ศ䛾ᙉ䜏䜔⯆䚸䜔䜚䛯䛔䛣䛸䜢୰ᚰ䛻ே⏕䜢㑅䜉䜛䜘䛖䛻䛺䜛
䊻⮬ศ䜙䛧䛟䚸䜲䜻䜲䜻䛸䚸ᐇឤ䜢ᣢ䛳䛶ẖ᪥䜢㏦䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜛㻌㻌䚷䚷䚷䛺䛹
䜒䛱䜝䜣ᑵ⫋άື䛷䜒
䊻䛧䛳䛛䜚䛸䚸ᛂເ᭩㢮䛜᭩䛡䜛䜘䛖䛻䛺䜛
䊻㠃᥋䛷䚸䛧䛳䛛䜚䛸⮬ศ䛾ゝⴥ䛷ヰ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛
䊻ᛂເඛ䛾ᴗ䛸䚸⮬ศ䛜ྜ䛳䛶䛔䜛䛛ุ᩿䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛺䛹

䛭䜜䛷䛿䜎䛪䚸䠏䛴䛾どⅬ䛷⪃䛘䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
ษ

あなたは、

䠄౯್ほ䠅

「何が大切」で、
「何が好き」で、
「何が得意」ですか？
（すべてそろわなくても、きっか

ዲ䛝
䠄⯆䠅

ᚓព

けは１つだけでもよいのです。
）

䠄⬟ຊ䠅

「大切にしていること」＝「価値観」
䜎䛷䛾⮬ศ䜢䜚㏉䛳䛶䜏䜘䛖䟿
䛂‶㊊ឤ䚸ᐇឤ䜢ᚓ䛯䛾䛿䛹䜣䛺䠛䛃䛂ⱞ䛧䛛䛳䛯䛻ᨭ䛘䛻䛧䛶䛔䛯䛾䛿ఱ䠛䛃
䛂ᙳ㡪䜢ཷ䛡䛯ே䛃䛂ឤື䛧䛯ᮏ䛃䛂䛣䛰䜟䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛃䚷䚷䚷䈈䛺䛹䜢ᩚ⌮䛧䛶䛔䛟䛸䚸
6

䛂ษ䛻䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛃 䛜ぢ䛘䛶䛝䜎䛩䚹

就職HTB-7.indd 8

15/03/24 15:58

「好きなこと」＝「興味」
⮬ศ䛜ዲ䛝䛺䛣䛸䛻㛵䜟䜛䛜䛷䛝䜜䜀䚸ാ䛟႐䜃䜢ឤ䛨䚸䜘䜚‶㊊䛧䛯
⏕ά䜢㏦䜜䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹

興味を仕事に結びつける
䛀䛁

ື≀䛜ዲ䛝䊻⋇་䚸䝖䝸䝬䞊䚸≟䛾カ⦎ኈ䚸Ỉ᪘㤋㣫⫱ဨ䚸ື≀ᅬ㣫⫱ဨ䛺䛹
⮬ື㌴䛜ዲ䛝䊻⮬ື㌴ᩚഛኈ䚸⮬ື㌴䝯䞊䜹䞊䛷ാ䛟䚸 䝅䝵䞊䝹䞊䝮ཷ䛺䛹
ே䛸᥋䛩䜛䛜ዲ䛝䊻Ⴀᴗ䝇䝍䝑䝣䚸᥋ᐈ䚸ㆤ䛾䛺䛹
≀䜢స䜛䛾䛜ዲ䛝䊻ᕤⱁᐙ䚸⤌❧ᕤ䚸䜰䜽䝉䝃䝸䞊సᐙ䚸ㄪ⌮ᖌ䛺䛹

その仕事のどんなところに興味がある？
⯆䛿ே䛻䜘䛳䛶␗䛺䜚䚸䛭䜜䛜⮬ศ䜙䛧䛥䛻䜒䛴䛺䛜䜚䜎䛩䚹䛭䛾䛾䛹䜣䛺
䛸䛣䜝䛻⯆䛜䛒䜛䛾䛛䛜᫂☜䛻䛺䜜䜀䚸⮬ศ⮬㌟䛾㑅ᢥᇶ‽䜒䛿䛳䛝䜚䛧䛶䛝
䜎䛩䚹䜎䛯䚸⮬ศ䛾ྍ⬟ᛶ䜒ᗈ䛜䜚䜎䛩䚹

「得意なこと」＝「能力」
ᚓព䛺䛣䛸䚸䛷䛝䜛䛣䛸䜢䛂⬟ຊ䛃䛸ゝ䛔䜎䛩䚹⮬ศ䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛⬟ຊ䜢ά䛛䛩
䛣䛸䚸ఙ䜀䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛿䚸ホ౯䛻䛴䛺䛜䜚䜎䛩䚹䜢䛩䜛ୖ䛷䜒ษ䛺䛣䛸
䛷䛩䚹
䛀䛁 ⮬ศ䛻䛸䛳䛶 䛂䛷䛝䜛䛃 䛣䛸䚸 䛂䛷䛝䛺䛔䛃 䛣䛸䚸 䛂ዲ䛝䛃 䛺䛣䛸䚸 䛂᎘䛔䛃 䛺䛣䛸䜢
䚷䚷䚷ୗ䛾ᅗ䜢ཧ⪃䛻᭩䛝ฟ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䟿
䛷䛝䜛䠄ᚓព䠅
᎘䛔䛰䛡䜜䛹䛷䛝䜛
䠄ᚓព䛺䠅䛣䛸

ዲ䛝䛷䛷䛝䜛
䠄ᚓព䛺䠅䛣䛸

䞉䝟䝋䝁䞁䜢䛖䛣䛸

䞉䜲䝷䝇䝖䜢ᥥ䛟䛣䛸

䞉㐠㌿䛩䜛䛣䛸

䞉ィ⏬䜢⦎䜛䛣䛸

䞉⣽䛛䛔సᴗ䜢䛩䜛䛣䛸

䞉ே䛸᥋䛩䜛䛣䛸

䞉ᩱ⌮䜢స䜛䛣䛸

ዲ䛝

᎘䛔
᎘䛔䛷䛷䛝䛺䛔
䠄ᚓព䛺䠅䛣䛸

ዲ䛝䛰䛡䜜䛹䛷䛝䛺䛔
䠄ᚓព䛺䠅䛣䛸

䞉ィ⟬䛩䜛䛣䛸

䞉ⱥㄒ䛷ヰ䛩䜛䛣䛸

䞉΅䛩䜛䛣䛸

䞉䜰䜲䝕䜰䜢ฟ䛩䛣䛸

䛷䛝䛺䛔䠄ᚓព䠅

作成にあたっては、気軽に
相談してください。一緒に整
理していきましょう。
また、
「自己分析」セミナーも
ご利用ください。
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仕事を知る
䛂⮬ศ䜢▱䜛䛃䛾䝨䞊䝆䛷⮬ศ䜙䛧䛥䛜ᑡ䛧ぢ䛘䛶䛝䛯䜙䚸䛂䜢▱䜛䛃䛣䛸䜒ษ
䛷䛩䚹⮬ศ䛾ዲ䛝䛺䛣䛸䜔ᚓព䛺䛣䛸䜢䚸⫋ᴗ䛻⤖䜃䛡䛶⪃䛘䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹䜎䛯䚸
▱䜙䛺䛔䜒䛯䛟䛥䜣䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䚹ㄪ䜉䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹

䛀䛁
䜻䞊䝽䞊䝗 䠖䛂䝇䝫䞊䝒䛜ዲ䛝䠄ぢ䜛䛾䜒䚸䛩䜛䛾䜒ዲ䛝䛰䛧ᚓព䠅䛃

スポーツは好きだけど、プロスポーツ選手は無理だと思
うしなあ。他に思い当たる仕事って、スポーツ用品店の
販売ぐらい…。

䊻䜻䞊䝽䞊䝗䛛䜙㐃䛧䛶䜏䜘䛖䟿
䞉ᗈሗ䚷䚷㻌䞉〇㐀

グᛕ䜾䝑䝈䛾
〇 㐀 䜔㈍ 
䛿䠛

䝇䝫䞊䝒䝯䞊䜹䞊䛾
䛳䛶䚸 䛹䜣䛺䛾
䛜䛒䜛䜣䛰䜝䛖䠛
㐨ල䜔䜴䜶䜰䛿䚸
䛹䛣䛷స䛳䛶䛔䜛
䜣䛰䜝䛖䠛

䝁䞊䝏䜔䝖䝺䞊䝘䞊
䛿䚸䛹䜣䛺ᢏ⾡䜔
▱㆑䛜ᚲせ䛺䛾䠛 䝏䜿䝑䝖䛾㈍
᪉ἲ䛿䠛
䛹䛣䛜ᢸᙜ䠛

䞉㈍䚷䚷㻌䞉⏬
䞉Ⴀᴗ䚷䚷㻌䞉⟶⌮

䝇䝍䝆䜰䝮
㐠Ⴀ䛿䠛

䝏䞊䝮䛾㐠Ⴀ
䝇䝍䝑䝣䛻
䛹䜣䛺ᴗ䛜
䛺䜛䛻䛿䠛
ཧධ䛧䛶䜛䠛
䝇䝫䞁䝃䞊䛿䠛

䛔䛛䛜䛷䛩䛛䠛䚷䜂䛸䛴䛾䜻䞊䝽䞊䝗䛛䜙⤖ᵓ䛯䛟䛥䜣䛾䛜ฟ䛶䛝䜎䛧䛯
䛽䚹䛭䜜䛷䛿ලయⓗ䛻䛾✀㢮䜢ㄪ䜉䚸ồேሗ䜢㞟䜑䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
8
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仕事の種類を調べる
⫋ᴗ䠄⫋✀䠅䞉ᴗ⏺䠄ᴗ✀䠅䜢▱䜛䛯䜑䛻䈈
䞉䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖
䞉ᴗ⏺᪂⪺䚸ᴗ⏺ㄅ
䞉ㄝ᫂䚷䛺䛹

求人情報を集める
䐟䝝䝻䞊䝽䞊䜽䠄ዉⰋ䞉㧗⏣䞉ᱜ䞉ୗᕷ䞉㒆ᒣ䠅
䚷㻌䜅䜛䛥䛸䝝䝻䞊䝽䞊䜽䠄᷃ཎᕷ䞉⏕㥖ᕷ䞉ᲄᕷ䠅䚸䜎䛳䛱䖪䝆䝵䝤⋤ᑎࠥ䝝䝻䞊䝽䞊䜽ࠥ䚸
䚷㻌ዉⰋ┴ᆅᇦᑵ⫋ᨭ䝉䞁䝍䞊䚸䝽䞊䜽䝃䝻䞁㧗⏣
䚷㻌᪂༞ᛂ䝝䝻䞊䝽䞊䜽䠄䝝䝻䞊䝽䞊䜽ዉⰋෆ䠅
䐠ዉⰋ┴↓ᩱ⫋ᴗ⤂ᡤ䠄ዉⰋ䚸㧗⏣䛧䛤䛸䚷䝉䞁䝍䞊ෆ䠅
䐡Ꮫ䛾䜻䝱䝸䜰䝉䞁䝍䞊䚸Ꮫෆ䝉䝭䝘䞊䞉ㄝ᫂
━━━━━━━━
䐢䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䚷䚷䞉䝝䝻䞊䝽䞊䜽䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䝃䞊䝡䝇䚷䞉䛧䛤䛸ሗ䝛䝑䝖
━━━━━━━━
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䞉Ẹ㛫䛾ồேሗ᳨⣴䝃䜲䝖䚷䞉䝆䝵䝤䛺䜙䝛䝑䝖
䐣ồேሗㄅ
䐤᪂⪺䛾ồேḍ䚸ᢡ䜚㎸䜏䛱䜙䛧
䛹䜣䛹䜣ㄪ䜉䛶䜏䜘䛖䟿
䐥䝣䝸䞊䝨䞊䝟䞊
䛂䜔䜚䛯䛔䛛䞉䜔䜚䛯䛟䛺䛔䛛䛃䚸
䐦ᴗㄝ᫂䚸ᑵ⫋䛾䛯䜑䛾䝣䜵䜰䚸䝣䜷䞊䝷䝮
䛂䛷䛝䛭䛖䛛䞉䛷䛝䛺䛥䛭䛖䛛䛃
䚷䚷䠄ᴗ䛾⏕䛾ኌ䛜⪺䛡䜛䠅
䛾㍈䛷ᩚ⌮䛧䜘䛖䚹
䐧₯ᅾᕷሙ
䚷䚷䞉ே⬦䠄ே䚸▱ே䚸ᐙ᪘➼䠅
䚷䚷䞉䝎䜲䝺䜽䝖䜰䝥䝻䞊䝏
䚷䚷䠄㟁ヰᖒ䞉ᴗ䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷ㄪ䜉䛶䜏䜛䛺䛹䠅

㑅䜣䛰䛻䛴䛔䛶
䞉䛹䜣䛺ෆᐜ䠛
䞉䛹䜣䛺䝖䝁䝻䛻⯆䛜䛒䜛䠛
䞉⮬ศ䜢䛹䛾䜘䛖䛻ά䛛䛫䛭䛖䠛
䜢ᩚ⌮䛧䛶䛚䛣䛖䟿
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応募書類
ᛂເ᭩㢮䛿䚸㠃᥋䛾ᶵ䜢ᚓ䜛䛯䜑䛾䜒䛾䛷䛩䚹
᥇⏝ᢸᙜ⪅䛜䛂䛬䜂䛳䛶䜏䛯䛔䟿䛃䛸ᛮ䛖䜘䛖䛺䚸⇕ព䛾䛣䜒䛳䛯᭩㢮䛻ୖ䛢
䛯䛔䛷䛩䛽䚹䛭䜜䛻䛿䚸ᛂເ⪅ഃ䜒䛂䛬䜂䛸䜒㠃᥋䛧䛶䜒䜙䛔䛯䛔䛃䛸䛔䛖ᛮ䛔䜢䚸
䇾⮬ศ䛾ゝⴥ䇿䛷ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䜎䛧䜗䛖䚹

応募書類の３点セット
䠍䠊ᒚṔ᭩
ぢ䛫䜛᭩㢮䠄᭩ᘧ䛜ᐃ䜎䛳䛶䛔䜛䜿䞊䝇䛜䜋䛸䜣䛹䠅
ᛂເ䛾㝿䚸ᚲ䛪䛸ゝ䛳䛶䛔䛔䜋䛹ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛᭩㢮䚹
ᑀ䛻ㄗ䜚䛾䛺䛔䜘䛖సᡂ䛧䚸䛝䛱䜣䛸ᩚ⌮䛥䜜䛯ぢ䜔䛩䛔᭩㢮䛻ୖ䛢䜛
䜘䛖䛻䛧䜎䛩䚹

䠎䠊⫋ົ⤒Ṕ᭩䠄⮬ᕫ⤂᭩䠅䚷

䠄㻼㻚㻝㻝䚷⮬ᕫ⤂᭩䝃䞁䝥䝹ཧ↷䠅

ㄞ䜎䛫䜛᭩㢮䠄᭩ᘧ䛿⮬⏤䠅
ᒚṔ᭩䛰䛡䛷䛿ఏ䛘䛝䜜䛺䛔⤒㦂䞉⬟ຊ䞉ᐇ⦼䞉䛻ྲྀ䜚⤌䜐ጼໃ䛺䛹䜢
䜰䝢䞊䝹䛩䜛䛯䜑䛾᭩㢮䚹ᒚṔ᭩䜘䜚䜒⮬㌟䛾ே䜔ᙉ䜏䛜┦ᡭ䛻ఏ䜟䜚
䜔䛩䛔䛾䛷䚸䛷䛝䜛䛰䛡ᒚṔ᭩䛻ῧ䛧䛶ᥦฟ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䜎䛧䜗䛖䚹
✀㢮 䖃ᖺ௦ᘧ
䖃㏫ᖺ௦ᘧ
䖃⫋ົู䠄ᑓ㛛ู䠅䛺䛹
Ỵ䜎䛳䛯ᙧᘧ䛿䛺䛔䛾䛷䚸⮬ศ䛜䜰䝢䞊䝹䛧䜔䛩䛔ᙧᘧ䛷᭩䛝䜎䛩䚹

䠏䠊ῧ䛘≧䠄᭩㢮㏦䠅

䠄㻼㻚㻝㻞䚷ῧ䛘≧䝃䞁䝥䝹ཧ↷䠅

䞉ᒚṔ᭩䞉⫋ົ⤒Ṕ᭩䜢㒑㏦䛩䜛䛿䚸᭩㢮䜢㏦䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䠍ᯛ䛾ᡭ⣬
㻌㻌䜢䛴䛡䜎䛩䚹
䞉༢䛺䜛ᣵᣜ≧䛷⤊䜟䜙䛪䚸⡆༢䛻⮬ศ䛾⤒Ṕ䛺䛹䜒᭩䛝䚸䛥䜙䛻䛻
㻌㻌ᑐ䛩䜛⇕ព䜒᭩䛝ῧ䛘䜎䛩䚹
䞉㠃᥋ᶵ䛾䛚㢪䛔䛸䚸᭱ᚋ䛾ᣵᣜ䛷⥾䜑䛟䛟䜚䜎䛩䚹
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సᡂ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹䛂ᛂເ᭩㢮䛃䝉䝭䝘䞊䜔᭩㢮ῧ๐䜒䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹
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自己紹介書サンプル

⮬ᕫ⤂᭩
ᖹᡂ䕿ᖺ䕿᭶䕿᪥
ዉⰋ㻌䚷ⰼᏊ

㻜㻣㻠㻞㻙㻝㻞㻙㻟㻠㻡㻢
䠘ᕼᮃ⫋✀䠚

Ⴀᴗົ

䠘⫋ົ⤒Ṕ䠚
ᖹᡂ䕿ᖺ䕿᭶䡚ᖹᡂ䕿ᖺ䕿᭶䚷㻌䕧䕧ᰴᘧ♫㻌㻌㻌䚷䠄 䜰 䝹 䝞 䜲 䝖 䠅
᪥ᮏᩱ⌮ᗑ 䛄䕧䕧䛅 䛻䛶䚸 ୗグᴗົ䛻ᚑ
㻌㻌㻌㻌䞉 ᥋ᐈ 䠄╔≀╔⏝䠅
㻌㻌㻌㻌䞉 䜰䝹䝞䜲䝖♫ဨ 䠄⣙䠍䠑ྡ๓ᚋ䠅 䛾ᣦᑟ
㻌㻌㻌㻌䞉 㛤 ᗑ ๓ 䛾 䝉 䝑 䝔 䜱 䞁 䜾
䛆ᕤኵ㡯䛇
䛚ᐈᵝ䛻᥋䛩䜛㝿䚸 䛚ᐈᵝ䛾ែᗘ䜔ゝⴥ䛺䛹䛛䜙ᚓ䜙䜜䜛ሗ䜢䜒䛸䛻䚸
ᣵᣜ䜔⡆༢䛺ヰ䛾୰䛷䜒୍ゝ䜢ᕤኵ䛩䜛䛺䛹䚸 ᥋ᐈ䝇䝍䜲䝹䜢ᰂ㌾䛻ኚ
䛘䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸 ಶ䚻䛾䛚ᐈᵝ䛻䛸䛳䛶‶㊊ᗘ䛾㧗䛔᥋ᐈ䜢⾜䛖䛣䛸䜢
ᚰ䛡䛯䚹
ᖹᡂ䕿ᖺ䕿᭶䡚ᖹᡂ䕿ᖺ䕿᭶䚷㻌䕧䕧⸆ရᰴᘧ♫䚷㻌㻌㻌䠄 䜰 䝹 䝞 䜲 䝖 䠅
⥲ົ㒊䚷㻌ᗢົㄢ䛻㓄ᒓ㻌䚷ୗグᴗົ䛻ᚑ
㻌㻌㻌㻌䞉 ᗣデ᩿ཬ䜃ே㛫䝗䝑䜽䛾❆ཱྀ 䠄ෆ䚸 ⏦㎸ཷ➼䠅
㻌㻌㻌㻌䞉 ᾘ⪖ရ㉎ධ⟶⌮ 䠄Ⓨὀ䚸 ᨭᡶ䛔ฎ⌮䚸 ᅾᗜ⟶⌮➼䠅
㻌㻌㻌㻌䞉 ♫ෆྛ✀㈨ᩱ䛾సᡂ 䠄䜶䜽䝉䝹 䞉 䝽䞊䝗䠅䚸 䝕䞊䝍ධຊ
䛆ᕤኵ㡯䛇
♫ဨ 䠄⣙ 䠓 䠌 䠌 ே 䠅 䜈䛾䝃䞊䝡䝇❆ཱྀᢸᙜ䛸䛧䛶䚸 ᖖ䛻㎿㏿䛛䛴ㄔᐇ䛺ᑐ
ᛂ䜔䚸 య䜢ぢΏ䛧 䛺䛜䜙⮫ᶵ ᛂኚ䛻ᑐᛂ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ᚰ䛡䛯䚹

䠘㈨᱁㻌䞉㻌චチ䠚

ᬑ㏻⮬ື㌴➨୍✀㐠㌿චチ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᖹᡂ䕿ᖺ䕿᭶䚷㻌ྲྀᚓ

䠘ᚿᮃືᶵ䠚
䚷⚾䛾ᙉ䜏䛿 䛄┦ᡭ䛾❧ሙ䛻䛯䛳䛯䚸 ぶ䛧䜏䜔䛩䛔ᑐᛂ䜔㎿㏿䛛䛴ㄔᐇ䛺ᑐᛂ䛅 䛜䛷䛝
䜛䛸䛣䜝䛷䛩䚹 ᪥ᮏᩱ⌮ᗑ䛾䜰䝹䝞䜲䝖䛷䛿䚸 䛯䛰༢䛻᫂䜛䛔➗㢦䛷ᑐᛂ䛩䜛䛰䛡䛷䛺
䛟䚸 ᙜ䛯䜚๓䛾䝃䞊䝡䝇䛷䜒 䇾 ୍ゝゝⴥ䜢ῧ䛘䜛 䇿 䛺䛹䚸 ᚲ䛪⮬ศ䛺䜚䛾ᕤኵ䜢┒䜚㎸
䜏䚸 䛹䛾䜘䛖䛺䛷䜒䛚ᐈᵝ䛾❧ሙ䛻䛯䛳䛯ᑐᛂ䜢ᚰ䛡䛶䛝䜎䛧䛯䚹 䛭䛾⤖ᯝ䚸 䜰䝹
䝞䜲䝖♫ဨ䛾ᩍ⫱ᢸᙜ䛻䜒ᢤ᧻䛥䜜䜎䛧䛯䚹
䚷Ⴀᴗົဨ䛸䛧䛶䛾⫋ົ䛻㨩ຊ䜢ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䚹 䜰䝹䝞䜲䝖䛷䛾᥋ᐈ䜔⥲ົ㒊䛾⤒㦂䜢
ά䛛䛧䚸 ึ䜑䛶䛾⫋✀䛷䛿䛒䜚䜎䛩䛜䚸 䛹䜣䛺ᛁ䛧䛔୰䛷䜒 䛄䛭䛾ሙ 䞉 䛭䛾ሙ䛻ᛂ䛨䛯
ⓗ☜䛺ุ᩿䜔⣽䜔䛛䛺ᚰ㓄䜚䛜䛷䛝䜛ே㛫䛷䛒䜚⥆䛡䛯䛔䛅 䛸ᛮ䛔ᚿᮃ䛧䜎䛧䛯䚹
௨䚷ୖ
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ྠᑒ᭩㢮

䠏 㻚 ⫋ົ⤒Ṕ᭩ 䠄⮬ᕫ⤂᭩䠅

䠎 㻚 ᒚṔ᭩

䠍 㻚 䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾⤂≧

䚷ఱ 䛸 䛮 䜘 䜝 䛧 䛟 䛚 㢪 䛔 ⏦ 䛧 ୖ 䛢 䜎 䛩 䚹

䚷䛤᳨ウ䛾ୖ䚸 㠃ㄯ䛾ᶵ䜢䛔䛯䛰䛡䜜䜀ᖾ䛔䛷䛩䚹

䛖䛚㢪䛔⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹

ᩗල

䚷⚾䛾⤒Ṕ䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸 ྠᑒ䛔䛯䛧䜎䛧䛯ᒚṔ᭩䛚䜘䜃⫋ົ⤒Ṕ᭩䜢䛤㧗ぴ䛔䛯䛰䛝䜎䛩䜘

䛾⬟ຊ䜢ά䛛䛧䛶䚸 ㈗♫䛾Ⴀᴗົ⫋䛸䛧䛶ᐤ䛧䛯䛔䛸ᛕ㢪䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹

⪃䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹 䜎䛰䜎䛰♫⤒㦂䛾ὸ䛔⚾䛷䛩䛜䚸 䛣䜜䜎䛷䛻ᇵ䛳䛯⤒㦂䛸䝟䝋䝁䞁

䛚䜚䜎䛧䛯䛜䚸 䛭䛾㝿䚸 ົ䛾䛻⯆䜢䜒䛱䚸 ♫䜢᪉䛷ᨭ䛘䜛ົ䛾䛻ᑵ䛝䛯䛔䛸

䚷⚾䛿䕿䕿䕿ᑓ㛛Ꮫᰯ䜢༞ᴗᚋ䚸 ༙ᖺ㛫䛸䛔䛖▷䛔㛫䛷䛧䛯䛜ዎ⣙♫ဨ䛸䛧䛶ཷᴗົ䛷ാ䛔䛶

面接の機会、時間をいただいたことのお礼の気持ちを託します。
面接終了後、できるだけ早く出します。
（面接当日、又は翌日には出す。
）
面接時の感想（印象に残った言葉や事柄、入社して貢献したい意欲など）
を入れましょう。
うまく答えられなかった質問に対する今の考えや気持ちなどを、伝えるの
もよいでしょう。

䝫䜲䞁䝖

ᩗල

㻌㻌㻌ඛ᪥䛿䛤ከᛁ䛾䛸䛣䜝䚸 㠃᥋䛾㛫䜢䛔䛯䛰䛝ㄔ䛻䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
䚷㻌䕿䕿ᵝ䛛䜙 䛂᪂ᗑ⯒䛻䛛䛡䜛ពẼ㎸䜏䛃 䜔 䛂♫ဨ䛿ᙜ♫䛾ᐆ䛷䛒䜛䛃 䛸䛔䛖䛚⪃䛘䜢
ఛ䛔䚸 䛂㈗♫䛷ാ䛟⮬ศീ䛃 䜢䛥䜙䛻ලయ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹
㻌㻌㻌ᛂເ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝ᮏᙜ䛻Ⰻ䛛䛳䛯䛸ᛮ䛖䛸ྠ䛻䚸 䛻ᑐ䛧䛶䛿ᖖ䛻๓ྥ䛝䛻
⇕䜢䜒䛳䛶ᣮ䜏䛯䛔䛸䛔䛖ពᚿ䜢ᙉ䛟䛧䜎䛧䛯䚹
䚷㻌䜎䛷䛸ᴗ⏺䛿␗䛺䜚䜎䛩䛜䚸 ᪂䛧䛔ᴗົ䛻ᣮᡓ䛩䜛‽ഛ䜒༑ศ䛻䛷䛝䛶䛔䜛䛸☜ಙ
䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䚷㻌 㠀 䛸 䜒 䚸 ㈗ ♫ 䛾 ୍ ဨ 䛸 䛧 䛶 ᚑ  䛷 䛝 䜛 䝏 䝱 䞁 䝇 䜢 ㈷ 䜚 䜎 䛩 䜘 䛖 䚸 䜘 䜝 䛧 䛟 䛚 㢪 䛔 ⏦
䛧ୖ䛢䜎䛩䚹

ዉⰋ┴ዉⰋᕷ䕿䕿⏫䕿␒ᆅ䕿
ዉⰋ㻌䚷୍㑻

ዉⰋ䚷㻌ⰼᏊ

䛈㻜㻜㻜㻙㻜㻜㻜㻜

ᖹᡂ䕿䕿ᖺ䕿䕿᭶䕿䕿᪥

䠌 䠌 䠌 䠌䠉䠌 䠌䠉䠌 䠌 䠌 䠌

ᣏၨ䚷㻌㈗♫䜎䛩䜎䛩䛤Ύᰤ䛾䛣䛸䛸䛚႐䜃⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹

ዉⰋ䕿䕿䕿䕿ᰴᘧ♫
㻌㻌㻌㻌ே㒊㛗䚷㻌䕿䕿ᵝ

面接礼状サンプル

ዉⰋ┴ዉⰋᕷ䕧䕧⏫㽢␒ᆅ䕿␒䕧ྕ

䛈䠒䠏䠌䠉䠌䠌䠌䠌

ᖹᡂ䕿䕿ᖺ䕿䕿᭶䕿䕿᪥

䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛷㈗♫䛾ồே䜢ᣏぢ䛧䚸 Ⴀᴗົ⫋䛻ᛂເ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹

ᣏၨ䚷㻌㈗♫䜎䛩䜎䛩䛤Ύᰤ䛾䛣䛸䛸䛚႐䜃⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹

⥲ົ㒊ேㄢ
᥇⏝䛤ᢸᙜ⪅ᵝ

䕿䕿ື⏘ᰴᘧ♫

添え状サンプル
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C-２ 傾聴力
相手の意見を丁寧に聴く力

C-１ 発信力
自分の意見を分かりやすく
伝える力

B-３ 創造力
新しい価 値を生 み 出す力

B-２ 計画力
課題の解決に向けたプロセスを
明らかにし準備する力

Ｃ

を知ろう！

（アクション）

前に踏み出す力

A-２ 働きかけ力
他人に働きかけ巻き込む力

A-１ 主体性
物事に進んで取り組む力

経済産業省HP（http://www.meti.go.jp/） （2013年１月現在）

C-６ ストレスコントロール力
ストレスの発生源に対応する力

リょく

社会のルールや人との
約束を守る力

C-５ 規律性

C-４ 情況把握力
自分と周囲の人々や物事との
関係性を理解する力

A-３ 実行力
目的を設定し確実に行動する力

経済産業省（2007）
「 社会人基礎力」2006年2月発表

（チームワーク）

チームで働く力

（シンキング）

考え抜く力

Ａ

C-３ 柔軟性
意見の違いや立場の違いを
理解する力

Ｂ

B-１ 課題発見力
現状を分析し目的や課題を明らかにする力

３つの社会人基礎能力と１２の要素

『企業の求める人材像』 を確認

面接
「なぜ面接をするの？」「面接時のポイントって？」
䛂㠃᥋䛃䛸⪺䛔䛯䛸䛝䚸䛒䛺䛯䛿䛹䛖ឤ䛨䜎䛩䛛䠛ఱ䜢ᛮ䛔ᾋ䛛䜉䜎䛩䛛䠛
⥭ᙇ䛧䛶䛒䛜䛳䛶䛔䜛⮬ศ䞉䞉䠛䚷ᛧ䛭䛖䛺㠃᥋ᐁ䞉䞉䠛㻌㻌₍↛䛸䛧䛯ᚰ㓄䞉䞉䠛
䛭䜒䛭䜒䚸䛺䛬㠃᥋䛜ᚲせ䛺䛾䛷䛧䜗䛖䚹ㄡ䛾䛯䜑䛾㠃᥋䛺䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹
㠃᥋䛾┠ⓗ䜢⌮ゎ䛧䚸䛭䛾ୖ䛷⮬ศ䛺䜚䛻‽ഛ䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜜䜀䚸
㠃᥋䛾ሙ䛿䚸䛒䛺䛯䛜ᛮ䛖䜋䛹䚸ᛧ䛟䛶䜲䝲䛺䜒䛾䛷䛿䛺䛟䛺䜚䜎䛩䜘䟿䟿
䜻䞊䝽䞊䝗䛿䚸䇾‽ഛ䇿䛷䛩䟿

㠃᥋䛿䛂ㄡ䛾䛯䜑䠛䛃䛂ఱ䛾䛯䜑䠛䛃
㻽㻌㻌㻦㻌㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌ୗグ䛾䠄䚷䚷䚷䠅䜢ᇙ䜑䛶䜏䜎䛧䜗䛖䟿
䠄䚷㻌㻌䐟䚷㻌㻌䠅䛜䠄䚷㻌㻌䐟㻌㻌㻌㻌䠅䛾䛣䛸䛻䛴䛔䛶
䠄䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䐠䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠅䜢䚸
䠄䚷㻌㻌䐡䚷㻌㻌䠅䜈䛧䛳䛛䜚䜰䝢䞊䝹䛷䛝䜛䚸⤯ዲ䛾䝏䝱䞁䝇䛷䛩䚹
䠄䚷㻌㻌䐟䚷㻌㻌䠅䛸䠄䚷㻌㻌䐡䚷㻌㻌䠅䛜䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛧䛺䛜䜙䚸⌮ゎ䛸☜ㄆ䜢
㐍䜑䜛ሙ䛺䛾䛷䚸㻌䠄䚷㻌㻌䐢䚷㻌㻌䠅䛾Ẽᣢ䛱䛜䛠䛳䛸㏆䛟䛺䜚䜎䛩䚹
ཧ⪃ᅇ⟅㻌䐟⮬ศ㻌㻌䐠⮬ศ䛾ᣢ䛱䜔ᙉ䜏䞉ពḧ㻌䐡ᴗ䠄㠃᥋ᐁ䠅㻌䐢䛚䛔

だから、面接はとても大切な場、貴重なチャンスなのです！！

㠃᥋䛾䝡䝣䜷䞊䠃䜰䝣䝍䞊
㠃᥋䛾๓䛷䛿䚸♫ഃ䛜ᣢ䛴䛒䛺䛯䛻㛵䛩䜛ሗ㔞䛻㝈䜚䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䛷䛿䚸㠃᥋ᚋ䛷䛿䚸䛹䛾䛟䜙䛔䇾䛒䛺䛯ሗ䇿䜢ᚓ䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䛭䜜䜢ᕥྑ䛩䜛䛾䛿䚸䛒䛺䛯䛾ゝⴥ䛸ែᗘ䛷䛩䚹
䛂ఏ䛘䛺䛡䜜䜀䚸䛔䛴ఏ䛘䜙䜜䜛䠛䟿䛃䛸⪃䛘䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
䇾䛒䛺䛯ሗ䇿䛿䚸䛒䛺䛯䛜⮬ศ䛾䜔䜛Ẽ䜢✚ᴟⓗ䞉ලయⓗ䛻
ぢ䛫䜛䚸ㄒ䜛䛣䛸䛷♫ഃ䛻ఏ䜟䜛䛾䛷䛩䟿

あなたの持ち味は、面接の場を借り、
あなた自身が、あなたの言葉と気持ちで
披露するのがベストです！
！
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㠃᥋䛻䜒✀㢮䛜䛒䜛䛾䠛㻌㻌㻌㻌䡚ಶே㠃᥋ 䞉 㞟ᅋ㠃᥋䡚
ᛂເ⪅୍ே䛻ᑐ䛧䛶㠃᥋ᐁ䛜ྥ䛝ྜ䛖䛾䛜ಶே㠃᥋䚹
」ᩘ䛾ᛂເ⪅䛻ᑐ䛧䛶㠃᥋ᐁ䛜ྥ䛝ྜ䛖䛾䛜㞟ᅋ㠃᥋䚹䚷㻌
䛔䛪䜜䛾ሙྜ䛷䜒䚸ษ䛺䛣䛸䛿㻌䇾䚸䛹䜣䛺㉁ၥ䛜ᢞ䛢䛛䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛛䚸
䝔䞊䝬䛿ఱ䛛䜢䛧䛳䛛䜚䛸⪺䛝䚸ⓗ☜䛻ᛂ䛩䜛䇿䛣䛸䛷䛩䚹
⮬ศ௨እ䛾ᛂເ⪅䛜ᛂ⟅䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾᪉䛾ヰ䜢䛧䛳䛛䜚⪺䛝䜎䛧䜗䛖䚹
䛾ᛂເ⪅䛜䚸⮬ศ䜘䜚ඛ䛻ྠ䛨ពぢ䜢Ⓨ⾲䛧䛯ሙྜ䛷䜒䚸ៃ䛶䜛ᚲせ䛿䛒䜚
䜎䛫䜣䚹䛂䛥䛝䜋䛹䛾䕿䕿䛥䜣䛸ྠ䛨ពぢ䛺䛾䛷䛩䛜䛃䛸䚸
䛧䛳䛛䜚ே䛾ヰ䜢⪺䛔䛶䛔䛯䚸䛸䛔䛖ጼໃ䜢ಖ䛱䛺䛜䜙䚸
⮬ศ䛾ពぢ䛸䛧䛶䝯䝑䝉䞊䝆䜢ఏ䛘䜛䛣䛸䛜ษ䛷䛩䚹

䖩ඹ㏻Ⅼ䛿䚸 䛂䛧䛳䛛䜚⪺䛟䚹㻌䛭䛧䛶ᛂ䛩䜛䟿䛃

㠃᥋䛾䝫䜲䞁䝖㻌㻌䡚䛣䜜䜢▱䜙䛽䜀䜲䜶䝻䞊䠛䝺䝑䝗䠛䜹䞊䝗䟿䡚
㠃᥋ᐊ䛾䝗䜰䜢㛤䛡䛯䛭䛾▐㛫䛛䜙䚸 䛒䛺䛯䜈䛾ホ౯䛜ᐃ䜎䛳䛶䛔䛟䛾䛷䛩䚹

䖩➨୍༳㇟䛿䚸䛂 㻝㻜⛊ 䛃䛒䜜䜀Ỵ䜎䜛䛣䛸䜢ぬ䛘䛶䛚䛣䛖䟿
⾲䚷䚷䚷㻌㻌䠖㻌㻌㠃᥋ᐁ䛸┠䜢ྜ䜟䛫䜎䛧䜗䛖䚹䛭䛧䛶䚸➗㢦䛷䛩䟿䟿
㠃ⓑ䛟䛺䛔䛾䛻➗䛘䛺䛔 㻫 䛺䜙䜀䚸 䛫䜑䛶ཱྀゅ䜢䛒䛢䛶᫂䜛䛔
⾲䛷䟿䚷䚷

㌟䛰䛧䛺䜏䠖㻌㻌㠃᥋䛾ሙ䛻㻌䛚䛧䜓䜜䛿ᚲせ䛒䜚䜎䛫䜣䚹
⮬ศ䛜䛣䛰䜟䜛㧥ᆺ䚸ὒ᭹䛾╔᪉䚸䝯䜲䜽᪉ἲ䛺䛹䛻䚸
䜲䜶䝻䞊䠛䠄䜒䛧䛛䛩䜛䛸䝺䝑䝗䠛䠅䜹䞊䝗䛜ᚅ䛳䛶䛔䜛䛛䜒䠛
㌟䛰䛧䛺䜏䛿䚸ᛂເ⪅䛾ᛶ᱁䞉䛾䛷䛝ලྜ䛾ุ᩿ᇶ‽䛸
䛥䜜䜛䛾䛜⌧ᐇ䛷䛩䚹㠃᥋䛻ྥ䛛䛖䛿䚸♫䛻ฟ䜛䛾䛰䚸
䝡䝆䝛䝇䛾ሙ䛰䚸䛸Ẽᣢ䛱䛾䛡䛨䜑䛜㔜せ䛷䛩䟿
OUT!
Ύ₩ឤ䛜䛒䜚ᶵ⬟ⓗ䛺㌟䛰䛧䛺䜏䜢ᚰ䛜䛡䜎䛧䜗䛖䚹
ែ䚷䚷䚷㻌㻌ᗘ䠖㻌 ⥭ᙇ䛩䜛䛾䛿㻌䜏䜣䛺ྠ䛨䛷䛩䚹
⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶䚸ᇽ䚻䛸䟿
㠃᥋ᐁ䛾㉁ၥ䛿䚸䝫䜲䞁䝖䜢䛧䛳䛛䜚⪺䛝䜎䛧䜗䛖䟿
㉁ၥ䛜ゎ䜙䛺䛔ሙྜ䛿䚸ຬẼ䜢ᣢ䛳䛶⪺䛝┤䛧䜎䛧䜗䛖䟿
㠃᥋䛿ヰ䛾䜻䝱䝑䝏䝪䞊䝹䚹䛂䜎䛃䛜䛒䛝䛩䛞䛺䛔䜘䛖䛻䞉䞉䞉
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䖪䛒䛺䛯䛾䝯䝑䝉䞊䝆䛿䚸 䛒䛺䛯䛾ゝⴥ䠙Ẽᣢ䛱䛷䛷䛝䛶䛔䜎䛩䛛䠛
♫ഃ䛻ఏ䛘䛯䛔䛣䛸䠙ᚿᮃືᶵ䜔⮬ᕫ䠬䠮䛺䛹䛿䚸ษ䛺䝯䝑䝉䞊䝆䛷䛩䚹
⮬ศ䛾ゝⴥ䚸⮬ศ䛺䜚䛾⾲⌧䛷ఏ䛘䜛䛣䛸䛜ᇶᮏ䛷䛩䟿䟿䟿
䛭䜜䛜䇾䛒䛺䛯䜙䛧䛥䠙ᣢ䛱䇿䛷䛩䚹
・・・・・・・・
ఏ䛘䛯䛔䛣䛸䜢ᩥ❶䛻䛧䛶ᬯグ䞉䞉䞉䛣䜜䛿༴㝤䟿ᛀ䜜䛯䜙䝟䝙䝑䜽䛷䛩䚹
・・・・
䝬䝙䝳䜰䝹ᩥ䜔ே䛾ᚿᮃືᶵ䚸ே䛾⮬ᕫ㻼㻾䛾ཷ䛡䜚䞉䞉䞉ㄡ䛾ゝⴥ
䛷䛩䛛䠛
䛂ୖᡭ䛻ヰ䛩䛃䜘䜚䚸䛂☜ᐇ䛻ఏ䛘䜛䛃䛣䛸䜢ᚰ䛜䛡䜎䛧䜗䛖䟿
㻌䛒䛺䛯䛾ᑵ⫋䛷䛩䚹䛒䛺䛯䛾ே⏕䛷䛩䚹⮬ศ䛾ᣢ䛱䚸⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢䚸
㻌⮬ศ䛾ゝⴥ䛷㻌㻌ఏ䛘䜎䛧䜗䛖䟿䟿䟿

しっかり覚えておきましょう！
｢気持ち｣を｢カタチ｣にするんだよ！
！

〜面接後の振り返り〜
㠃᥋䜢ཷ䛡䛶䜏䛶䚸 䛹䛖䛰䛳䛯䠛ୖᡭ䛟䛷䛝䛯䛸䛣䜝䚸ኻᩋ䛧䛯䛸ᛮ䛖䛸䛣䜝䛺䛹
⮬ศ䛺䜚䛻䚸ឤ䞉Ẽ䛵䛔䛯Ⅼ䜢䜎䛸䜑䛶䛚䛝䜎䛧䜗䛖䚹
䜎䛯 䚸䛣䛣䛮䟿䛸䛔䛖♫䛻䛿 䚸䛚♩≧䜢ฟ䛩䜘䛖䛻䛧䜎䛧䜗䛖䚹㻌
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䠄㻼㻚㻝㻞䚷㠃᥋♩≧䝃䞁䝥䝹ཧ↷䠅

䚾䜚㏉䜚㡯┠䚿
䞉⾲䚸㌟䛰䛧䛺䜏䚸ែᗘ
䞉ヰ䛧᪉
䞉ᡭᛂ䛘䛾䛒䛳䛯㉁ၥ䚸⟅䛘䛯ෆᐜ
䞉⟅䛘䜙䜜䛺䛛䛳䛯㉁ၥ䚸䛭䛾ཎᅉ
䞉ᚋ䜈䛾ㄢ㢟

16

就職HTB-7.indd 18

15/03/24 15:58

☆★面接時によく聞かれる質問って？★☆
䐟

➗㻌㢦㻌䜢
ᛀ䜜䛪䛻䟿

ᙜ♫䜎䛷䚸䛤⮬Ꮿ䛛䜙ከᑡ㐲䛔䜘䛖䛷䛩䛜䚸䛹䛾 㞧ㄯ䜒ᐃෆ䛻䚹ᛂຊ䛷ᑐᛂ䚹
䛟䜙䛔䛛䛛䜚䜎䛧䛯䛛䠛䠄㏻㛫䚸ኳೃ䛺䛹䈈䠅

ពᛮ㏻䛾䝇䝍䞊䝖ᆅⅬ䛷䛩䚹

䐠

䛺䛬ᙜ♫䜢㑅䜀䜜䛯䛾䛷䛩䛛䠛

䛣䜜䛮ᚿᮃືᶵ䟿

䐡

ᙜ♫䛻ධ䜚䚸䜔䛳䛶䜏䛯䛔䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䠛

ពḧ䚸⇕ព䚸䛔䜔㢪䛔䚹

䐢

ᙜ♫䛷䛿䚸䛹䜣䛺䜅䛖䛻ാ䛣䛖䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠛

䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏ጼໃ䚸㐺ᛂ⬟
ຊ䚸༠ㄪᛶ䚸㈐௵ឤ䚸᥈✲ᚰ䚹

䐣

๓⫋䜢㎡䜑䛯⌮⏤䜢⪺䛛䛫䛶䛟䛰䛥䛔䚹

㐣ཤ䛾⤒㦂䜔⮬ศ䛾౯್ほ䛿䚸
๓ྥ䛝䛻ㄒ䜚䜎䛧䜗䛖䚹

䐤

䜎䛷䛻䛹䜣䛺䜢䛥䜜䛶䛔䜎䛧䛯䛛䠛

⤒㦂䛜⠏䛔䛯⬟ຊ䜔䚸⤒㦂䛾⤂
䚸䛭䜜䜢䛹䛖ά⏝䛧䛯䛔䛛䜢㛵
㐃䛵䛡䜛䚹

䐥

䐦

䐧

䛒䛺䛯䛾ᣢ䛱䞉ᙉ䜏䜢䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔䚹

ᣢ䛱䞉ே䞉≉ᛶ䜢⾲⌧䛧䛺䛜

䠄䛤⮬㌟䛻䛴䛔䛶䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔䚹䠅

䜙䛸䛾㛵㐃ᛶ䜢ఏ䛘䜘䛖䟿

䛣䜜䜎䛷䛻㡹ᙇ䛳䛶䛣䜙䜜䛯䛣䛸䛿䛹䜣䛺䛣䛸

ᚸ⪏ຊ䚸๓ྥ䛝䛺ጼໃ䚸ุ᩿ຊ䡠

䛷䛩䛛䠛

ゎỴຊ䡠㐺ᛂᛶ䛺䛹⥲ྜⓗ䛺ே

ᅔ㞴䛰䛸ᛮ䛳䛯䛣䛸䜔ၥ㢟䛻䜆䛴䛛䛳䛯䛣䛸䛿䠛 㛫ຊ䜢ぢ䛫䜛䟿
䜎䛯䚸䛭䜜䜢䛹䛖䜚㉺䛘䛯䛛⪺䛛䛫䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䐨

䜎䛷䜢䛥䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯⌮⏤䛿ఱ䛷䛩 ♫䜈ฟ䛶⾜䛟‽ഛ䚸ാ䛟䛣䛸䜈
䛛䠛䛹䛖㐣䛤䛥䜜䛶䛔䜎䛧䛯䛛䠛㻌

䛾ពᛮ☜ㄆ䚹

䐩

᭱㏆䚸ឤື䛧䛯䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䠛

ᛂຊ䚸⣲┤䛥䚹

䐪

᭱㏆䛾Ẽ䛻䛺䜛䝙䝳䞊䝇䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛

⤒῭≧ἣ䜔ୡ┦䛻⯆䜢ᣢ䛳䛶
䛔䜛䛛䚹

䐫

ᑗ᮶䛾ክ䛿ఱ䛷䛩䛛䠛

㛗ᮇ䝡䝆䝵䞁䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛛䚹
฿㐩┠ᶆ䛾᭷↓䚹

䐬

䛒䛺䛯䛛䜙ఱ䛛㉁ၥ䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛

ᴗ䜈䛾⯆䞉㛵ᚰ䞉ዲወᚰ䛾ぢ
䛫䛹䛣䜝䚹

ಶู䛾ᶍᨃ㠃᥋䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸㻌䛂㠃᥋䛃䝉䝭䝘䞊䜒䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹
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ࣅࢪࢿࢫୖࡢṇࡋ࠸⾲⌧
㏻ᖖࡢ⾲⌧
┦ᡭࡢ♫

ࣅࢪࢿࢫୖࡢ⾲⌧
ᚚ♫㸦࠾ࢇࡋࡷ㸧࣭࣭ヰࡋゝⴥ
㈗♫㸦ࡁࡋࡷ㸧࣭࣭࣭᭩ࡁゝⴥ

⮬ศࡢ♫

ᘢ♫㸦࠸ࡋࡷ㸧

⮬ศ㸦ࡰࡃ࣭ࢃࡓࡋ㸧

⚾㸦ࢃࡓࡃࡋ㸧

ㄡ࣭࡞ࡓ

ࡕࡽࡉࡲ

ࡇ࣭ࡗࡕ

ࡕࡽ

࠶࡛

ࡢࡕ

ࡉࡗࡁ

ࡉࡁ

ࡁࡻ࠺

ࢇࡌࡘ

ࡁࡢ࠺

ࡉࡃࡌࡘ

࠶ࡋࡓ

࠶ࡍ࣭ࡳࡻ࠺ࡕ

ࢇ࠺

ࡲࡇ

㹼࠸࠸ࡲࡍ

㹼⏦ࡋࡲࡍ

ࢃࡾࡲࡋࡓ

ࡋࡇࡲࡾࡲࡋࡓ࣭ᢎ▱࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ

ࢃࡾࡲࡏࢇ

ࢃࡾࡡࡲࡍ

▱ࡾࡲࡏࢇ

Ꮡࡌୖࡆࡲࡏࢇ

࠺࡛ࡍ

࠸࡛ࡋࡻ࠺

࠸࠸࡛ࡍ

ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺

㹼ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸࡛ࡍ

㹼ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡏࢇ࡛ࡋࡻ࠺

ࡕࡻࡗᚅࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸

ᑡࠎ࠾ᚅࡕࡃࡔࡉ࠸

࡞ࢇࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸

ࡈ㓄៖㢪࠼ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡻ࠺

࠼ࡗࠊఱ࡛ࡍ

ࡶ࠺୍ᗘ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ

ࡍࡳࡲࡏࢇ

ኻ♩࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ࣭⏦ࡋヂࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇ

ࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸

⏦ࡋヂࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇ

ᝏ࠸ࢇ࡛ࡍࡀ

⏦ࡋヂࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡀ

ۻ㛫㐪࠸ࡸࡍ࠸⾲⌧
㛫㐪ࡗࡓ⾲⌧

ṇࡋ࠸⾲⌧

࠾ྡ๓ࡢ᪉ࡣ㸽

࠾ྡ๓ࢆ࠾ఛ࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㸯㸮㸮㸮ࡽ࠾㡸ࡾࡋࡲࡍࠋ

㸯㸮㸮㸮ࠊ࠾㡸ࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ࡇࡕࡽࡀ⏦㎸᭩࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡇࡕࡽࡀ⏦㎸᭩࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
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ۻۼ㟁ヰᛂᑐᇶᮏ⏝ㄒۼۻ

㟁ヰ࡛ࡣࠊ࠾࠸┦ ᡭ ࡢ ጼ ࡀ ぢ ࠼࡞࠸ࡔࡅࠊኌࡢࢺ࣮ࣥࡸヰࡋ᪉
ࡼࡗ࡚ࠊ༳㇟ ࡀࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ┦ᡭࡀ ⪺ࡁྲྀࡾࡸࡍ࠸
ࡼ࠺ࡣࡗࡁࡾࡋࡓኌ࡛ヰࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ┦ᡭᑐࡍࡿ㓄៖ࢆᛀࢀࡎ㸟
ึࡵ࡚♫㟁ヰࢆࡍࡿ

ึࡵ࡚࠾㟁ヰࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ࠋࡍࡲࡋ⏦ۑۑ
㸦Ꮫ⏕ࡢሙྜࠊᏛᰯྡࡶ㸧

ึࡵ࡚ࡢே㟁ヰࢆࡍࡿ
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名刺交換の基本ルール
★名刺の扱い
名 刺 は 、 ビジネスに 不 可欠な小 道 具で す 。汚 れ たり 、 角 が すり 切 れ たりした ような 名 刺
で は 、 道 具としての 価 値 が 半 減してしまいます 。
◎ 名 刺 は 、 そ の 人 の 分 身と考 え て 大 切 に 扱 いましょう。

・汚したり、折ったりしないように。
・名刺入れに入れて持ち歩く。
・原則として両手で、胸の高さで扱う。
・名刺の文字や会社のマークに指が触れないように。
◎ 名 刺 は自 分 の 顔 で す 。 多 め に 持 ち 歩 くようにしましょう 。

★ 名 刺 の 出し方

①名刺交換は、必ず立って行う。
②名刺は、相手より先に出すのが原則（上司と同行した際は、上司の後に続いて行う）。
③相手に自分の名前が読めるように、右手で持ち左手を軽く添える 。
④相手の顔を見ながら、自分の会社名、名前を名乗りながら渡す 。

★名刺の受け方

①名刺を受け取るときは、
「頂戴いたします」と言って、両手で受ける。
②受け取ったら、相手の会社名、名前等を確認する。
相手の名前が読めない場合は、「○○様とお読みしてよろしいでしょうか。」
「恐れ入りますが、何とお読みしたらよろしいでしょうか。」等、その場で聞く。
★ 名 刺 交 換 が 同 時 になったとき
実際の名刺交換では、受け渡しが同時になる場合が少なくありません。
①右手で自分の名刺を差し出し、同時に左手で相手の名刺を受け取る 。
②受け取った名刺は、手前に引きながら、右手を後から添えて、両手で受けた状態にす
る。

★ 名 刺 交 換 が 済 ん だら
名刺入れの上に相手の名刺をのせ、テーブルの上に置いて話を進めてもよい。
相手が複数の場合は、覚えやすいように座っている順番に並べて置く。
面談が終わったら、名刺入れにきちんとしまう（くれぐれも置き忘れのないように）。
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〜先輩からのエール〜
ジョブカフェで相談したり、実際
に選考を受けたりする中で、自分
の良さや課題を再確認して、それ
を次に活かそうという気持ちを
大切にしてください。
支えてくれる人、応援してくれる
人がそばにいます。大丈夫です。
（22 歳・女性）

出来ない理由を挙げるより、
やれる可能性を探せば、きっ
と道は拓けると思います！
（22 歳・女性）

就職活動は自分自身が懸命にやっても
決まらない事が多いと思います。私は
多くの人と会っていこうと考えていま
した。それが心の支えとなりました。
セミナーにも参加し、多くの助言を頂
きました。運や縁を自分のものとする
為にも、人と会って積極的に相手から
の意見を求めましょう。前向きな心持
ちが成功のカギです。
（39 歳・男性）
ジョブカフェを大いに活用して自
分自身を磨いていってください。
周りの人のアドバイスを聞いて、
試しにやってみようと思った所から
道がひらけるかもしれません。
とにかく行動あるのみ！
！がんばっ
てください！
（44 歳・女性）

求職活動中はつらい事やしんどい
事、将来を考えると暗い気持ちにな
る事もあると思いますが、悩みすぎ
ず、気分転換もしながら、ゆっくり
自分のペースでもあきらめず活動を
継続していただけたらと思います。
（28 歳・男性）

つらいことや、悩 むことも 多く
あると思いますが、それも自分を
成長させてくれるはず！そういう
気持ちをもてば、少しは気が楽に
なるのでは…頑張ってください。
（22 歳・女性）
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不安なのはみんな同じ！
数打ちゃ当たるじゃないけれど、
「１社、１社切り離して考える」のを
忘れず頑張ってください。
幸運の女神は「最後まで諦めない人」
が好みらしいですよ。
（24 歳・男性） 考えすぎず、まず行動してみて
ください。ならジョブカフェを
利用して、ひとつずつ問題を解
決していけば、良い結果は出る
と思います。頑張ってください。
（29 歳・男性）
何から始めてよいのかわからずに、
ならジョブカフェに来ていました。
面接練習やキャリアカウンセリング
を通して、少しずつ成長することが
できました。就活中は気持ちが落ち
込むこともあるかもしれませんが、
スタッフの皆さんが 本当にしたい
仕事 について一緒に考えてくださ
います。笑顔で頑張りましょう！！
（24歳・女性）

自分には良い所なんて無いと思って
いる人でも、今まで生きてきて何も無
かったわけではないと思います。
悩むことの方が多かったですが、自分
は、面接やカウンセリングを通じて見
つけることができたと思います。
（22 歳・男性）

「絶対に働くんだ ！ 」という
信 念を持って根 気 強く活 動
を続けていれば、自分にぴっ
たりの会社に出会えます。
つらいこともあると思 い ま
すが、頑 張ってください。
（22 歳・女性）

自分のしたことは、必ず自分に返っ
てきます。だから何事も後悔しないよ
うに全力で取り組んでください。そう
すると、必ず結果はついてきます。頑
張ってください！
（23 歳・男性）
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送付済

送付済

採否
気付いた点
感想など
面接で聞かれた事
・答えた事
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26

就職HTB-7.indd 28

15/03/24 15:58

記入日

年

月

日

会社名
住所
URL
電話番号
メールアドレス
担当者

部署／

氏名

企業データ
勤務地
給与・待遇
情報ルート
申込締切日

年

月

日（

書類送付日

年

月

日

筆記試験

年

月

日（

）

１次面接

年

月

日（

）

２次面接

年

月

日（

）

礼状

年

月

日

）
送付済

送付済

採否
気付いた点
感想など
面接で聞かれた事
・答えた事

覚書

Q：
A：
27

就職HTB-7.indd 29

15/03/24 15:58

䛺䜙䝆䝵䝤䜹䝣䜵䛳䛶
㻌㻌㻌䛹䜣䛺䛸䛣䜝䠛

ⱝ⪅䛾ᑵ⫋άື⯡䜢䝃䝫䞊䝖䛧䜎䛩䚹
䛾䛣䛸䚸ᑵ⫋άື䛾䛣䛸䈈
㏞䛳䛯䚸䜟䛛䜙䛺䛔䛣䛸䛺䛹䜢
Ẽ㍍䛻┦ㄯ䛷䛝䜎䛩䚹

Menu
䕺䜻䝱䝸䜰䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䠄ண⣙ไ䠅
䞉⮬ศ䛻ྜ䛖䚷䞉ồ⫋άື䛾㐍䜑᪉
䞉ồேሗ䛾᥈䛧᪉䚸㑅䜃᪉䚷䞉ᛂເ᭩㢮䛾᭩䛝᪉
䞉㠃᥋ᑐ⟇䚷䞉Ẽᣢ䛱䛾ᩚ⌮䚷䞉⫋ᴗカ⦎䛾⤂䚷㼑㼠㼏䠊
䕺ᑵ⫋䛻ᙺ❧䛴ྛ✀䝉䝭䝘䞊
䕺ᑵάሗ䠄᭩⡠䞉㞧ㄅ䛺䛹䠅
䕺䝟䝋䝁䞁䠄⫋ᴗ⯆᳨ᰝ䞉䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛷ồே᳨⣴
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䜔ሗ㞟䛺䛹䠅
䕺㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䛷䛾ሗⓎಙ

䖩ᑵ⫋ᚋ䜒䝃䝫䞊䝖䛧䜎䛩䖩
㻌ᑵ⫋䛥䜜䛶䛛䜙䜒䚸ఱ䛛䛚ᅔ䜚䛾䛣䛸䛺䛹䛜䛒䜜䜀
䛚Ẽ㍍䛻䛤┦ㄯ䛟䛰䛥䛔䚹

28

就職HTB-7.indd 30

15/03/24 15:58

䛺䜙䝆䝵䝤䜹䝣䜵

㧗ኳ
句去 只 厰 叏㐨

⮳ 㻌 㜰

ᐑ㏻䜚

୕᮲㏻䜚

㼀㻱㻸䠖㻜㻣㻠㻞䞊㻞㻟䞊㻡㻣㻟㻜
㏆㕲
ዉⰋ㥐

㻶㻾
ዉⰋ㥐

㛵す
㟁ຊ

㻶㻭
ዉⰋ
ಙ㔠

⎰⏫䝞䝇

┦ㄯ᪥䠖᭶ࠥᅵ䚷㻝㻜䠖㻜㻜ࠥ㻝㻤䠖㻜㻜
䠄⚃䞉ఇ䞉ᖺᮎᖺጞ䛿ఇ䜏䠅
ሙ㻌㻌ᡤ䠖䛈㻢㻟㻜䞊㻤㻟㻞㻡

䠄䜶䝹䝖䝢䜰ዉⰋ㻝㻲䠅

᳃⏫

䠄䛧䛤䛸┦ㄯ䝎䜲䝲䝹䠅

ඵ㌺⏫ᮾ

ዉⰋᕷすᮌ㎷⏫㻥㻟 䞊 㻢
䜶䝹䝖䝢䜰ዉⰋ㻝㻲
ዉⰋ䛧䛤䛸㻌㻌㻌䝉䞁䝍䞊ෆ

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼜㼞㼑㼒㻚㼚㼍㼞㼍㻚㼖㼜㻛㼗㼛㼥㼛
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻛㼕㻙㼏㼑㼚㼠㼑㼞㻛㼚㼍㼞㼍㻙㼖㼛㼎㼏㼍㼒㼑㻛

⮳㻌᷃ཎ

㻶㻾㻌ዉⰋ㥐䠄ᮾฟཱྀ䠅䛛䜙ᚐṌ㻝㻡ศ
㏆㕲ዉⰋ㥐䛛䜙 㻥 ␒䛾䜚䜀䞉 㻝 ␒䝞䝇䠄ᕷෆ
ᚠ⎔䠅䝞䝇ෆᅇ䜚䛂⎰⏫䛃䝞䝇ୗ㌴䛩䛠

䛺䜙䝆䝵䝤䜹䝣䜵

᳨⣴

㧗⏣䛧䛤䛸㻌㻌㻌䝉䞁䝍䞊
䛷䜒┦ㄯ䛷䛝䜎䛩䚹
⮳㻌ᗈ㝠

㏆㕲㧗⏣㥐

⮳㻌ඵᮌ
䜸䞊䜽 㧗⏣䛧䛤䛸㻌㻌 䝉䞁䝍䞊
䝍䜴䞁 䠄ዉⰋ┴⏘ᴗ㤋 䠅
㻟㻲

䝷䜲䝣

㻶㻾
㧗⏣㥐

ෆᮏ⏫

㼀㻱㻸䠖㻜㻣㻠㻡 㻙 㻞㻠 㻙 㻞㻜㻝㻜
䠄䛧䛤䛸┦ㄯ䝎䜲䝲䝹䠅
┦ㄯ᪥䠖᭶ࠥᅵ䚷㻥䠖㻜㻜ࠥ㻝㻣䠖㻜㻜
㻌㻌㻌䠄⚃䞉ఇ䞉ᖺᮎᖺጞ䛿ఇ䜏䠅
ሙ㻌㻌ᡤ䠖 䛈㻢㻟㻡 㻙 㻜㻜㻝㻡
㧗⏣ᕷᖾ⏫㻞 㻙 㻟㻟
ዉⰋ┴⏘ᴗ㤋㻟㻲

⮳㻌㏆㕲㧗⏣ᕷ㥐䞉ᲄ

ዉⰋ┴↓ᩱ⫋ᴗ⤂ᡤ
ୖグ㻞⟠ᡤ䛾┦ㄯሙᡤ䛻䛚䛔䛶䚸ồே䞉ồ⫋᪉䛾䝙䞊䝈䛻ྜ䛖⫋ᴗ⤂䜢ᐇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䚷ዉⰋ䛧䛤䛸䚷㻌䝉䞁䝍䞊䚷㻜㻣㻠㻞㻙㻞㻟㻙㻡㻣㻞㻥
䚷䚷㧗⏣䛧䛤䛸䚷㻌䝉䞁䝍䞊䚷㻜㻣㻠㻡㻙㻞㻠㻙㻞㻜㻜㻣
ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻟᭶ᨵゞ

就職HTB-7.indd 31

15/03/24 15:58

就職HTB-7.indd 32

15/03/24 15:58

