
  １８０日間で実績証明できない硬直フリーターが納得就職して

人生を再始動させるための自分商品化行動計画 

 

 

― 目次 ― 

 

（ 心構え ） 

０１．人生を必ず変えると決意する 

０２．一からやり直すと心に決める 

０３．これから人生を始めると思い込む 

０４．非正規労働者であったことの罪悪感は一切持たない 

０５．超長期戦に持ち込む心構えをして緊張感を絶やさない 

０６．焦って答えを出そうとして今だけの視野で片付けようとしない 

０７．何があっても非正規に戻らないと覚悟を決めて取り組む 

０８．万一のために本位の非正規から正規労働の道も視野に入れる 

０９．真剣になっているので恐怖心で動けないと考える 

１０．リスクはゼロであると割り切る 

１１．恥はかくがそれだけで終わると意識を変える 

１２．あきらめているから何も変わらないことに気付く 

１３．就職のための就職ではなく自分のための就職活動をする 

１４．世間の視線より自分の未来のほうが重要であると思い込む 

１５．もう一人の自分を助けるつもりで行動する 

１６．慣れていないことをしているから気が重いし疲れると理解する 

１７．行動することに慣れる 

 

 

（ 計画作成 ） 

１８．１週間全１６８時間の生活の詳細を書き出す 

１９．１日のうちで自分の持ち時間をすべて書き出してみる 

２０．労働時間以外の全時間を将来設計に費やす 

２１．２４時間全曜日の計画を１週間分つくってみる 

２２．中期（半年）、長期（１年）、超長期（５年）で大枠の計画をつくってみる 

２３．５年１８００日計画を１８０日にできないか再計画を立てる 

 



 

（ 条件設定 ） 

２４．最低初期給与額を自分の中で決めておく 

２５．賃金条件を忘れた状態にして対象をさがす 

 

 

（ 興味探索 ） 

２６．理想図面を描いてゴールから現在地までつなげる 

２７．街なかを歩いて興味対象になりそうな業種をさがす 

２８．したくないことを書き尽くす 

２９．得意分野を仕事にできないか考えてみる 

３０．仕事にしてもいいほどの好きなことを自分の中からさがし直す 

３１．過去にやりたかったことをもう一度考え直してみる 

３２．まとまった大きな時間が持てたら挑戦したかったことを書き出してみる 

３３．こんな仕事をしてみたい！と思い付いた内容を検索してみる 

３４．自分自身の強みを親に訊いてみる 

３５．同じ職場で働いていて巣立った人とその会社の正規労働者仲間に話を聞きに行く 

３６．自分らしく働ける職種を考えてみる 

３７．一人前になるまで苦渋に耐えられる仕事をさがす 

３８．現在の非正規労働に近い現場作業ではない労働を見据えて対象を絞る 

３９．興味ある契約社員制の募集先に問い合わせて正社員になる経路があるか確認する 

４０．紹介予定派遣も視野に入れる 

４１．自分自身の賞味期限をあえて忘れる 

４２．答えがないなら新しい答えを自分でつくる 

４３．起業準備するつもりで考えてみる 

 

 

（ 活動準備 ） 

４４．就職に必要な能力を今から集め始める 

４５．学生時代も含めたアルバイト、仕事の詳細を書き出す 

４６．「就職活動する」と周囲とアルバイト採用担当者に宣言する 

４７．残業をすべて断って自分の時間を拡大する 

４８．偶然浮いた休みにも対応できるよう心の準備をしておく 

４９．土日を含めて４日連続の休みを計画的に取得する 

５０．長期休暇の申請（１箇月有休など）をしてその時期に内定まで勝ち取ってしまう 

 



（ 環境整備 ） 

５１．落ち着いて静かにものを考えられる場所を確保する 

５２．同じ意思を持つ人を自分の仲間に引き込む 

５３．本当に自信があるなら非正規から降りて無職になる 

５４．今後につながる求職者支援訓練を受講する 

５５．求職者支援訓練をお金の受け取り手段とせず本来通り訓練として受講する 

５６．必ず就職につながる資格を吟味した上で取得する 

 

 

（ 反省 ） 

５７．理解者をつくる 

５８．中途半端に生きてきたと感じるなら反省する 

５９．なぜ非正規労働者であったのか？の理由を確定させておく 

６０．家に帰れるなら困窮状況を説明して家に帰る 

６１．自分自身の強みを親に訊いてみる 

 

 

（ 行動準備 ） 

６２．過去を丁寧に振り返り、実績のかけらを１箇月単位で集める 

６３．履歴書、職務経歴書に書くことを集める 

６４．履歴書、職務経歴書の欠陥をなくす 

６５．自分を商品化する 

６６．自己アピール力を磨く 

６７．模擬面接を受けに行く 

６８．準備は長期戦、行動は短期戦と心構えを変える 

６９．自信を持ってから肩書きを変える 

７０．お金を受け取りながら育ててもらうと謙虚になる 

７１．採用、不採用は採用側が決めることなので躊躇しない 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 修正後行動 ） 

７２．就職、転職サイトにひたすら登録する 

７３．就職情報誌を定期購読する 

７４．浪費しないストレス解消法を見つける 

７５．日頃から非正規労働での仕事、作業の手を抜かない 

７６．就職の面接のために仕事に穴をあけることに気を遣わない 

７７．面接と労働日が重なったときはそのつど折り合いをつける 

７８．非正規労働者ではなく稼ぎながら仕事と将来を模索していると視点を変える 

７９．非正規労働者の立場であることを忘れてはいけない 

８０．クビ斬りの最悪想定に備えて活動、行動していることを忘れない 

８１．偏見を持つ人は家族であろうと相手にしない 

８２．自分は非正規蔑視を覆る先駆者になる 

８３．非正規労働者でなくても転職活動に苦しんでいる事実を知っておく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― まえがき ― 

 

 非正規労働者として組み込まれて、長い期間が経ってしまうと、もう二度と非正規労働

者から出られなくなってしまうのではないかと感じるかもしれません。 

 年齢がそれほど高くない時期は、面接に向かうとそのままその場で内定が出る、もしく

は、本当にこのような面接でいいのかと思うようなこともあるかと思います。 

 それから少しずつ年月を経て、完全に非正規労働者として、企業面接から切り離されて、

正規労働者の社会からも切り離されて、久しぶりに採用面接に向かう段になって、何をど

うしたらいいのか分からない、しかも自分はいつの間にかハンデを抱えてしまって身動き

もできなくなっているのではないかと不安でいっぱいになると思います。 

 それでもどうしても非正規労働者から出たいと思い立ったときには、自分で会社を選び、

書類選考を勝ち抜いて、面接も通り過ぎないと正規労働者としての肩書きを得られること

ができなくなります。 

 これらを困難にしたすべての理由を非正規労働者自らの自業自得として押し込められて

いいものでしょうか？ 

 確かに苦しい想いをすると思います。 

 書いてはいけない次元のことを書きますが、気付いたときには堕ちている。 

 再起するにおいて、倒産者と同じだけの気力を要すると個人的に感じます。 

 なぜ、倒産者を例に掲げたのかというと、それほどまでに知らない立場のものであり、

それほどまでに曲解に満ちている存在であるから、その違和感や不協和に理解を示すこと

ができず、相容れないものになっているとも感じています。 

 中小企業の応募者が集まらないと嘆いています。 

 聡明な中小事業主が非正規労働者に目を向ければ、もっと企業情勢が良くなるのですが、

残念なことにその事実にまだまだ気付いていません。  

 気付いていないのなら、あなたたちが個別にこじ開けていかなければならなくなります。 

 本当は働かせていただく環境があれば、どこまでも実直に労働貢献ができるにもかかわ

らず、履歴書と職務経歴書のカベ、尋問にしか思えない面接、「なぜ非正規労働者であった

のですか？」という息の根を止める質問、困難な材料が応募前から大量に降ってきます。 

 助成金制度の発達により、非正規労働者が動きやすくなったのかといえば、それも一部

の若年非正規労働者のみで、やや年齢の高い非正規労働者にとっては焼け石に水程度のも

のになっています。 

 制度を借りなければ雇う気にもなれないような会社は避けて、正々堂々と通り抜けてほ

しいと考えています。 

 相手の弱いところを得意分野にしていれば、あなただけが勝ち抜くことができます。 

ぜひそうした得意分野を見つけて、納得就職を勝ち得てほしいと考えています。 

 



 （ 心構え ） 

 

 非正規労働者として、半年から１年、それ以上働いてしまうと、もうどこにも行けなく

なってしまったと思い込むかもしれません。 

 非正規労働者としての期間が長くなればなるほど、評価が低くなるかもしれませんが、

生涯アルバイト、一生フリーター、と称される生活をしたくないのであれば、どこかで奮

起して、人生を必ず変えると決意する必要が出てくると思います。 

 そのときに、基本に立ち返って一からやり直す、人生をこれから始めると思い込んで、 

非正規労働者であったことの罪悪感を一切持たないようにしてほしいと考えています。 

 罪悪感を持てば持つほど、過去を振り返ることに時間を大きく使ってしまい、これから

先のことが考えられなくなります。 

 もし悩むのであれば、過去について悩むのではなく、未来のことについて悩むようにし

てください。 

 

【 振り返り 】 

０１．人生を必ず変えると決意する 

０２．一からやり直すと心に決める 

０３．これから人生を始めると思い込む 

０４．非正規労働者であったことの罪悪感は一切持たない 

 

 

 何があっても非正規労働者に戻らないと覚悟を決めて取り組んだとしても、現実問題と

して、心は大きく揺れ動くと思います。 

 どうしても正規労働者として、正社員としてといった想いが強くなればなるほど、視野

が狭くなってしまいます。 

目の前にある正規労働者の肩書きに手が伸びてしまい、即戦力として働くことができた

のはいいものの、どう見ても続きそうにもない、非正規労働者と大して変わらない処遇で

仕事をすることは避けてください。 

超長期戦に持ち込むつもりで、焦らず緊張感を絶やさないようにしてくださいね。 

 

【 振り返り 】 

０５．超長期戦に持ち込む心構えをして緊張感を絶やさない 

０６．焦って答えを出そうとして今だけの視野で片付けようとしない 

０７．何があっても非正規労働者に戻らないと覚悟を決めて取り組む 

 

 



もし希望する業界があるのなら、希望する想いが強過ぎて、真剣になり過ぎているため

に恐怖心が先に来て飛び込んでいけなくなっているかもしれません。 

あなただけが自分が望んでいる業界だから厳しいかもしれないと思い込んでいて、何と

なく会社をのぞいてみたい、この業界を知りたいといった理由だけで面接に向かう人も居

るかもしれないです。 

もしその方が無職の状態でそのような応募を続けていると仮定すると、あなたにとって

のリスクはどこにあるのでしょうか？ 

働きながらの状態ですのでリスクはありませんし、もし不採用になったとしても、恥は

かきますがそれだけで終わると考えれば、少しは気が楽になると思いませんか？ 

 業界を知りたいなら、今後、少しでも働きやすくなるよう希望する業界での非正規労働

者として所属しながら、様子を窺い続ける方法もあります。 

 あきらめているから何も変わらないことに気付いてください。 

 

 

【 振り返り 】 

０８．万一のために本位の非正規から正規労働の道も視野に入れる 

０９．真剣になっているので恐怖心で動けないと考える 

１０．リスクはゼロであると割り切る 

１１．恥はかくがそれだけで終わると意識を変える 

１２．あきらめているから何も変わらないことに気付く 

 

 

 行動しないことが当たり前の状況で、行動をしなければならなくなると気が重くなるし、

疲れてしまいますよね？ 

 気が重い、腰が重い理由は恐怖心が根元であることと、今までしたことがないことに挑

戦しているのだから、動けなくて当然と考えてみてください。 

 ですが、このままではいけないと感じて、行動を起こそうとするのはあなたです。 

 就職活動のために就職活動をするのではなく、あなたのためにあなたが就職活動をして

ください。 

 また、元非正規に対して世間の視線に苦しむ状況もあると思いますが、あなたの未来の

方が重要です。 

どうしても奮起できないのなら、あなたの中に居るもう一人のあなたを助けるつもりで

行動してください。 

 

 

 



【 振り返り 】 

 

１３．就職のための就職ではなく自分のために就職活動をする 

１４．世間の視線より自分の未来の方が重要であると思い込む 

１５．もう一人の自分を助けるつもりで行動する 

１６．慣れていないことをしているから気が重いし疲れると理解する 

１７．行動することに慣れる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 計画作成 ） 

 

就職のためにわざわざ計画作成までしたことはありますか？ 

計画通りにいかない、だから計画を立てない、ということになると思うのですが、どれ

だけ無謀な計画だったとしても、無計画で突き進むよりも理性的に物事が進んでいきます。 

 計画ありきで物事を進める際に重要なことは、計画は一回限り立てるものではなく、計

画に修正を重ねて、微調整をしながら、目標達成までたどり着くことになります。 

 つまり、目標達成のための計画であり、計画達成のための計画管理という二つの課題が

同時になされています。 

 ある程度の期間を使って、労働時間以外の全時間を将来設計のために費やしてください。 

 １週間全１６８時間の生活の詳細を書き出して、１日のうちにどれだけの持ち時間があ

るのか、自分はどのように日々暮らしているのか、本当に時間があるのかないのか、細か

く割り出してください、 

 実際に、持ち時間が把握できたのなら、２４時間全曜日の計画を１週間分つくってみて

ください。 

 これを５２回繰り返すと、年間持ち時間のサイクルが出来上がります。 

 それを５回繰り返すと、５年分の持ち時間のサイクルが出来上がります。 

 ５年分のサイクルをつくって、いったい何をするのかというと、５年後にどのようにな

っていたいかを考えて、半年（中期）、１年（長期）、５年（超長期）でどのような生き方

をしていたいのかを大枠で当てはめてもらいたいのです。 

 何箇月後はこういった仕事をしているから、仕事をしながら大体このくらいの進み方で

という、何となくの図面を描けなくても描いて欲しいです。 

 描いてもらわなければ、５年後の大枠の図面を１０分の１に縮小することができなくな

りますので、ぜひとも仕上げてください。 

 １０分の１というのは、５年間が１８００日なので、計算すると１８０日になります。 

５年を半年で仕上げろという一桁落としの無茶な期限を達成するために、工夫が必要にな

ります。 

 できるわけがないのですが、どこまで工夫をすれば、１０分の１にできるのかを懸命に

頭を使って考えることになりますよね？ 

 もし、本当にできそうな計画が仕上げれば、その手順で将来が決まったので万々歳です。 

 決まらなかった場合でも、次々項に詳細を書きますので待っていてください。 

 

 

 

 

 



【 振り返り 】 

１８．１週間全１６８時間の生活の詳細を書き出す 

１９．１日のうち自分の持ち時間をすべて書き出してみる 

２０．労働時間以外の全時間を将来設計に費やす 

２１．２４時間全曜日の計画を１週間分つくってみる 

２２．中期（半年）、長期（１年）、超長期（５年）で大枠の計画をつくってみる 

２３．５年１８００日計画を１８０日にできないか再計画を立てる 

 

 

（ 条件設定 ） 

 

 時給１０００円、週５日労働、午前９時から午後６時でのフルタイム労働をしていると

します。 

 その場合の給与額の月額換算はいくらになるのでしょうか？ 

 １日８０００円、月２２日で１箇月と換算した場合、１７６０００円受け取ることにな

り、ここから社会保険、税額が引かれるので、概算で１４１０００円が手取りで手に入る

賃金額になります。 

 週６日労働の場合、５日の１．２倍すれば額面が出てきます。 

２１１２００円受け取り、１７６２００円が概算手取り額になりそうです。 

 ここまで計算しておいて、上記の額面を参考にして、どのくらいの労働を求められて、

どのくらいの対価になっているのかを知っておくと、搾取労働に出遭ってしまう率も減る

と思います。 

 その上で、あなたが望む業種がある場合、賃金条件を忘れた上で、もう一度労働と給与

条件について考え込んでください。 

 

【 振り返り 】 

２４．最低給与条件を自分の中で決めておく 

２５．賃金条件を忘れた状態にして対象をさがす 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 興味探索 ） 

 

 現在地を出発点として、５年で成し遂げたいことを考えていただきましたよね？ 

５年計画を１８０日で達成することができないと感じられたと思うのですが、５年後のゴ

ールは、もう出てきていますよね？ 

 ５年後、どこで何をしていたいのか？ 

そのために何年目でどの位置にいなければならないのか？ 

具体的に考えようとした事柄だけは残っていないでしょうか？ 

 その事柄だけを抜き出したものが、あなたがしなければならない課題の一覧です。 

 課題であり興味であり、夢であり目標であり、非正規労働に埋もれてしまって、今まで

考えることさえできなかった事柄の数々です。 

 これらすべてが未来に対しての興味になります。 

 絞り込む必要がない場合は、それらすべてを叶えられる職業に就いてください。 

 会社組織に属する場合、あちらが立てばこちらが立たず、といったようにできないこと

も出てくると思います。 

 ここまで書いてきたことで、まだ足りないのであれば、街なかを歩いてさらに仕事興味

の対象になりそうな業種をさがす、得意分野を仕事にできないか考えてみる、過去にやり

たかったことをもう一度考え直してみるなど、興味を目一杯広げてください。 

 仕事にしてもいいほどの好きなことを自分の中から考え直してみる、まとまった時間が

持てたら挑戦したかったことを書き出してみる、こんな仕事をしてみたいと思い付いた内

容をパソコンで検索する、など方法はたくさんあります。 

ここまで書いてもおそらく、非正規労働者としての仕事経験がジャマをしてしまい、何

も思い付かないこともあるかと思います。 

 そのときは、何があってもしたくない仕事を書き出して、それ以外がすべて許容範囲と

考えてみて、残った範囲の中で自分らしく働くことができる職種を考えてみてください。 

 案外、どうしてもしたかった仕事なのに、たった一人だけ無理解な上司が居て、その人

の記憶が鮮明になり過ぎていて、もうこの仕事に就くことは絶対に許されないとなってい

る可能性もあります。 

 それでもどうしても答えが出ない場合があります。 

 その場合、親にあなたの強みを訊いてみてください。 

 同じ職場で非正規労働者として属していて巣立った人と連絡を取って、どのような仕事

をしているのかも訊いてみてください。 

 親や元同僚は、あなた自身では知り得ない意外な強みを知っているかもしれません。 

 自分だけで答えを出せないのなら、他人の声も利用するという手立ても使ってください。 

 

 



【 振り返り 】 

２６．理想図面を描いてゴールから現在地まで頑張ってつなげる 

２７．街なかを歩いて興味対象になりそうな業種をさがす 

２８．したくないことを書き尽くす 

２９．得意分野を仕事にできないか考えてみる 

３０．仕事にしてもいいほどの好きなことを自分の中からさがし直す 

３１．過去にやりたかったことをもう一度考え直してみる 

３２．まとまった大きな時間が持てたら挑戦したかったことを書き出してみる 

３３．こんな仕事してみたい！と思い付いた内容を検索する 

３４．自分自身の強みを親に訊いてみる 

３５．同じ職場で働いていて巣立った人とその会社の正規労働者仲間に話を聞きに行く 

３６．自分らしく働ける職種を考えてみる 

 

 

ここまで結構な理想論を書いてきましたが、年齢という見えない賞味期限もありますし、

現実に働くということが目の前に迫っていると思います。 

ここからは現実も見据えたことを書いていきます。 

 どうしても突っ張りたい場合は、自分自身の年齢期限を忘れて、希望する業界に年齢制

限も無視してどんどん応募書類を押し込んでいけばいいと思います。 

 身の振り方に窮していてどうしようもない場合は、現在の非正規労働に近い現場作業で

はない労働を見据えて応募対象にするという方法もないわけではありません。 

 紹介予定派遣を利用する場合は、本当に正社員登用の道があるかどうかを事前に確認し

た上で利用してください。 

 契約社員制のところも同じです。契約社員からの昇格を聞き忘れたために、何年も契約

社員のまま所属してしまうことにならないようにしてください。 

 どの場合も共通していることなのですが、前提として一人前になるまで苦渋に耐えられ

る仕事を選んでください。 

 もう一つ、特殊な考え方かもしれませんが、答えがない場合は自分でつくり出すことも

視野に入れてください。 

 非正規労働者の身分を抱えたまま、後々に認められるよう起業するつもりで今から全力

で取り組むといった方法もあります。 

 雇われるために雇われない生き方、考え方を持つことに矛盾を感じるかもしれませんが、

これからは無難にソツなくでは、人も会社も生き残れないので、見せ方次第で受け取って

もらえる可能性も少しはあるのではないかと考えます。 

 

 



【 振り返り 】 

３７．一人前になるまで苦渋に耐えられる仕事をさがす 

３８．現在の非正規労働に近い現場作業ではない労働を見据えて対象を絞る 

３９．興味ある契約社員制の募集先に問い合わせて正社員になる経路があるか確認する 

４０．紹介予定派遣も視野に入れる 

４１．自分自身の賞味期限をあえて忘れる 

４２．答えがないなら新しい答えを自分でつくる 

４３．起業準備するつもりで考えてみる 

 

 

（ 活動準備 ） 

 

 机上の空論を現実にするには、会社に書面を通して、その上で行う面接という人物監査

をすり抜けなければならないのですが、実際は、材料不足で散っていく、予習不足で返り

討ちといった哀しい現実に遭遇してしまいます。 

 そうならないために大量の材料をこちらで用意して、たくさんの材料を抱え込んだ状態

で、自由自在に出し入れできるようにならないといけません。 

 そのために、自己分析というものがあり、自己分析した後のあなたに合う職業の分析を

して、適性が本当にあるのかないのかという診断をするために、テストが行われます。 

 この準備をしない状況で面接に向かったり、筆記試験を受けたりすると、たまたま採用

されてしまって不遇な目に遭ってしまったりします。 

 事前に未来の設計が必要なことをお分かりいただけましたでしょうか？ 

 現在と過去のすべては未来をつくるための材料です。 

 一番初めに用意して欲しいものは、あなたの持っている材料ではなく、就職に必要な材

料です。 

 希望職種があった場合、どのような材料が必要なのかを予測します。 

 どのような人がそこで働いていそうで、どのような能力を持っていそうなのかを予測し、

その予測した材料を次々に書き出してください。 

 不足は埋めればいいですし、不可能と事前判断がつけば降りてください。 

 どうしても降りられないのであれば、敗戦必至でも挑戦条件に面接に向かってください。 

 ここまでを前提要件としてから、あなたが持っている材料を書き出していきます。 

 学生時代からすべてのアルバイト経験を書き出してください。 

 アルバイト経験も書き出した上で、一つずつ丁寧に、自分がしてきた仕事をどこまでも

細かく思い出してください。 

 思い出したものも全部細かく書き出して、書類の清書準備用としてどこかにまとめてお

いてください。 



【 振り返り 】 

４４．就職に必要な能力を今から集め始める 

４５．学生時代も含めたアルバイト、仕事の詳細を書き出す 

 

 

前段取りが整ってから実行してほしいことがあります。 

あなたは居なくなることが確定しますので、周囲に「就職活動する」と宣言してください。 

宣言することをどうしても躊躇するのであれば、非正規労働者として採用していただいた

担当者だけに伝えておいてください。 

 同意が得られると、就職活動を気兼ねなく行えることになります。 

そうすることにより、自分は就職しなければならないと追い込まれることになります。 

 偶然浮いた休みにも対応しなければならなくなりますし、残業を全部断ることもできる

ようになるかもしれません。 

 これまで貯まっていた有給休暇もあなたの都合で計画的に取得できる利点も生まれるか

もしれません。 

 覚悟さえ決められれば、長期の休暇申請をして、そのまま就職内定まで確定させられる

かもしれません。 

 その代わり、自分が緩みたい願望のためではなく、非正規労働卒業という一つの目的の

ためにすべてを実行してください。 

 

 

【 振り返り 】 

４６．「就職活動する」と周囲とアルバイト採用担当者に宣言する 

４７．残業をすべて断って自分の時間を拡大する 

４８．偶然浮いた休みにも対応できるように心の準備をしておく 

４９．土日を含めて４日連続の休みを計画的に取得する 

５０．長期休暇の申請（１箇月有休など）をしてその時期に内定まで勝ち取ってしまう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 環境整備 ） 

 

 資格を取得する方法や求職者支援訓練を頼る方法もあるのですが、この道筋からの就職

は正直な意見を申しますと、重くつらくなると思います。 

 資格がない場合、資格がある人との区別がつきます。 

 資格がある人の場合、資格がある人同士での争いが起きます。 

ある意味優位に立ちつつも、ある意味不利を誘発します。 

 必ず就職に結びつけたい資格だけを吟味して取得してください。 

 ではなぜこの項目を用意したのかといいますと、頼るからつらくなるのであって、目的

を持って受講すれば、受講価値は上がると言いたいからです。 

 求職者支援訓練もお金を受け取る手段とせず、本来の意味合い通り訓練として受講すれ

ば成果につながります。 

 どの講座を受講すれば、自分の未来が開けるのかを考えて、受講前に動機も整えておく

ことが大切になります。 

 資格取得も本来はそういった意味で存在しているはずです。 

 困った人を助けるためにどうしても必要になったから、免許証の代わりとして仕方なく

取りに行く。 

 資格がなくても十分通用する状態で、資格があるからさらに自分自身の認知度が上がり、

活躍舞台が増えたという認識です。 

 資格取得の場合は、非正規労働者として在籍しながらお金を払って受講できますので、

身分に関して保障されている状態を奪われることはありません。 

 目的は外部の人と自分の状態の差を知ってほしいことと仲間づくりです。 

 非正規労働者だから自分に自信がない、本当はどこでも就職できるだけの能力を持って

いたにもかかわらず、自信をなくしたためにどこにも行けなくなったと勘違いしている。 

 その場合、ものすごくもったいないと個人的に感じます。 

 資格取得のための講座に居る仲間とどんどん話をして、積極的に行動して、仲間が居る

会社に雇っていただく交渉もできないわけではないです。 

 成功例を聞いたのは知る限りで数えるほどしかないので、甘い期待はしないでください。 

 求職者支援訓練を受講する場合は、非正規労働者から降りる必要があります。 

 非正規労働者から降りてもう一度無職になるには、勇気と自信が本当に必要になります。 

 長期非正規労働者の場合や年齢が高い求職者になってしまう場合は、降りる際にすでに

就職準備が整っていないと、危険度が高くなります。 

 ほぼ自力で就職できるだけの力を持っていないと、求職者支援訓練は長期非正規労働者

や年齢の高い非正規労働者にとってはかなり不利になります。 

 有利な点がただ一つだけあります。 

 訓練期間中だけ時間の自由が利くことです。 



 自分自身が相当なハンデを持った状態でその場に居ることは、何があっても忘れないで

ください。 

 ですので、訓練期間中は２４時間すべてを就職活動の準備にあてるつもりで受講してく

ださい。 

 周囲がどれだけ緩んでいても、休み時間にのんびり過ごしていても、あなたにとっては

本当に職業に就くための訓練期間になります。 

 

 

【 振り返り 】 

５１．落ち着いて静かにものを考えられる場所を確保する 

５２．同じ意思を持つ人を自分の仲間に引き込む 

５３．本当に自信があるなら非正規労働者から降りて無職になる 

５４．今後につながる求職者支援訓練を受講する 

５５．求職者支援訓練をお金の受け取り手段とせず本来通り訓練として受講する 

５６．必ず就職につながる資格を吟味した上で取得する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 反省 ） 

 

 あなたのことを本当に理解している人は居ますか？ 居なければつくってください。 

あなたの生き方を本当に認めてくれる人は居ますか？ 居なければつくってください。 

もし、これまでを中途半端に生きていたと感じるのなら反省してください。 

非正規労働者として仕事をしていたことをプラスに捉える人はそれほど居ません。 

 説明し切れる理由があるのなら、いつでもどこでも何度でも、機械のように答えられる

ようにしてください。 

 やむを得ない理由が本当にある場合、正直に話せば済むだけのことですので、正直に後

ろめたさを感じさせないように伝えてください。 

 非正規労働者がなぜ困窮するのかは、当事者ですので個人的に理解しています。 

 家に居場所がなくなり、突っ張り過ぎて、家を出てしまい、低収入労働と残業で解放さ

れない生活を送ってしまい、ストレス解消で浪費して自堕落に陥る。 

 在宅での非正規労働者の場合も、腰を据えての非正規労働生活を１年ほど続けると、半

年間無職でも暮らせるほどのお金が貯まるのに、毎日、就職のために揺れ惑う気持ちが晴

れず、落ち着いた行動がとれないでいる。 

 もしくは本当に自由を謳歌して行き詰まってから今に至る方も居ると思います。 

 どの場合に該当されるかは分からないですが、一度、納得就職のために折れてください。 

家に帰れるなら、困窮状況を説明して家に帰ってください。 

右往左往する時間、うろたえる時間がもったいないです。 

 それでも突っ張るというのなら、短期間で就職を内定させてください。 

 内定が決まれば、こころもあなた自身そのものも帰る場所が見つかります。 

 

 

【 振り返り 】 

５７．理解者をつくる 

５８．中途半端に生きてきたと感じるなら反省する 

５９．なぜ非正規労働者であったのかの理由を確定させておく 

６０．家に帰れるのなら困窮状況を説明して家に帰る 

６１．自分自身の強みを親に訊いてみる（３４．に同じ） 

 

 

 

 

 

 



（ 行動準備 ） 

 

 活動準備のところで、就職に必要な能力を集めて、学生時代からのアルバイトも含めた

従事した仕事の詳細を本当に細かく残していただいていると思います。 

 ここではそれよりも細かい記憶の旅をしていただこうと思います。 

 過去を丁寧に振り返り１箇月ごとの実績のかけらを集めてください。 

 業務に関すること、業務以外のこと、あなたが持っているすべての材料を全部書き出し

てください。 

 もう出ないというほど書き出すと相当な量の記述が残ると思いますがいかがでしょう？ 

 遠慮なく減らしていきたいのですが、あなたの全履歴なので、再利用できるように、き

れいに保存しておいてください。 

 履歴書、職務経歴書に書くための材料を集めていただいたわけですが、履歴書、職務経

歴書に書くことは限られます。 

 大半は面接で話をするための整理事項になります。 

 あなたはどのような人で、何ができて、これから何がしたいのですか？ 

 グダグダになるのは、これらがまとまっていないからです。 

「 これから、あなたは弊社で何に貢献できるのでしょうか？ 」 

 その場の思い付きで答えられるわけがないので、どのようにその会社で貢献したいのか

を事前にまとめてください。 

 たくさんのムダな事項も混ざっていますので、志望業界の面接で転用できるように仕上

げてください。 

 実際の面接を受けて困ることがないように、公共機関や支援機関での模擬面接を利用し

てください。 

 履歴書と職務経歴書の欠陥をなくすために、何をすればいいのかというと、読まれる方

の立場を考えて文字数を必要最小限まで減らすことをしてください。 

 履歴書と職務経歴書を持参して、もしく事前に郵送して会社に面接に呼ばれたときには、

あなたは欠損のない商品として面接に向かうことになります。 

 本来なら履歴書と職務経歴書もあなたの分身ですので、双方の書類も欠損のない商品と

して送り出すのが礼儀と理解した上で送付もしくは持参してください。 

 商品に欠損があれば苦情が来ます。損害を与えれば賠償責任を負います。 

 そこまで気を引き締めて書類作成、面接に向かうことができれば、正規労働者出身の方

とも対等に勝負できるのではないかと感じます。 

 あと、自己アピールについてのことですが、自己ＰＲは誰のものなのでしょう？ 

 商品を提供する場合において考えることと比較しますが、誰の利益に基づいて商品はつ

くられているのでしょう？ 

 費用を出すという痛みに耐えられる価値があると理解されてはじめて買ってもらえます。 



 つまり、商品は相手の利益のために存在していることになります。 

 ゴリ押しすると嫌われる、こういった面が恋愛と似ていると評されていると感じている

のですが、静かに余裕を持って主張することができるようになるのが理想です。 

 月々の給与を出す痛みに耐えられる価値があると理解されてはじめて買ってもらえます。 

 ここまで書くと気が引けてしまうかもしれませんが、お金を受け取りながら育ててもら

えるのですから、その点だけは謙虚になって理解してもらえればと思います。 

 採用、不採用に関しては相手が決めるものですので、何が起こるか分かりません。 

 躊躇する時間があるくらいなら、前向きに倒れてください。 

 その代わり、無駄討ちにならないように、準備にじっくり時間を掛けて練り込み、実際

の勝負は短期戦で終わらせるように行動してください。 

 

 

【 振り返り 】 

６２．過去を丁寧に振り返り１箇月ごとの実績のかけらを集める 

６３．履歴書、職務経歴書に書くことを集める 

６４．履歴書、職務経歴書の欠陥をなくす 

６５．自分を商品化する 

６６．自己アピール力を磨く 

６７．模擬面接を受けに行く 

６８．準備は長期戦、行動は短期戦と心構えを変える 

６９．自信を持ってから肩書きを変える 

７０．お金を受け取りながら育ててもらうと謙虚になる 

７１．採用、不採用は採用側が決めることなので躊躇しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 修正後行動 ） 

 

臨戦態勢が整ったら後は行動あるのみです。 

 自分自身がハンデを抱えていると感じているのなら、行動量を膨大にしないと戦果を挙

げられることはありませんよね？ 

 就職サイト、転職サイトにはどこまでも登録して、情報収集に努めてください。 

 就職情報誌もアルバイト情報誌から新聞まで、地元紙、チラシ、細かいところまで余念

なく、見落とすことのないようにしてください。 

 普段の生活においても、もし非正規労働から降りないで就職活動に移る場合は、就職の

面接のために仕事に穴をあけることに余計な気を遣わなくてもいいように、日頃から非正

規労働での仕事、作業の手を抜かないようにしてください。 

 非正規から降りずに生活を続けていたとしても、これからもずっとこの生活を続けてい

くわけではないと強く決心しているのですから、リスクがゼロの状態で、稼ぎながら将来

を模索していると視点を変えてください。 

 それでも苦しいときはやってきますので、そのときのために事前に、浪費しないストレ

ス解消法を見つけておくと少しでも気がまぎれると思います。 

 ずっと就職のための活動をしていると、あなただけが苦しくなっていると思いますが、

いつ起きるとも分からないクビ斬りの想定にも備えている、もしくは、自力で不遇を解消

するために行動していると考えてください。 

 最後になりますが、活動をするにおいて本当にいろいろな壁に当たると思います。 

そのときは、自分が非正規蔑視を覆す先駆者になるくらいの気持ちでどんどんぶつかって

ほしいと考えています。 

 非正規労働者でなくても、転職活動に苦しんでいる事実もあるので、その中をかいくぐ

って、ぜひあなたらしい就職に辿り着くことを願っています。 

 

 

（ 最後に ） 

 履歴書、職務経歴書を最高レベルに持っていったとしてもまだ足りないと感じる場合、

郵送応募に限って使えるですが、自己ＰＲ文を作成して、企業に送付する方法もあります。 

 自己ＰＲ文についての参考書として、『成功する４０代・５０代の転職術』佐々木一美著

（敬称略）がありますので、参照になさってください。 

 その他の書籍に関しては、心構えとしては『面接の達人』で十分です。 

 求職者間で流れている誤解は、技術的なものだけを盗もうとして手抜きをするから、役

に立たないという判断を下してしまうことに起因しています。 

 薄い情報がいかにあてにならないもので、そこに埋もれているから身動きできなかった

と内定してから、情報の曖昧さに改めて気付いてください。 



【 振り返り 】 

７２．就職、転職サイトに只管登録する 

７３．就職情報誌を定期購読する 

７４．浪費しないストレス解消法を見つける 

７５．日頃から非正規労働での仕事、作業の手を抜かない 

７６．就職の面接のために仕事に穴をあけることに気を遣わない 

７７．面接と労働日が重なったときはそのつど折り合いをつける 

７８．非正規労働者ではなく稼ぎながら将来を模索していると視点を変える 

７９．非正規労働者の立場であることを忘れてはいけない 

８０．クビ斬りの最悪想定に備えて、活動、行動していることを忘れない 

８１．偏見を持つ人は家族であろうと相手にしない 

８２．自分が非正規蔑視を覆す先駆者になる 

８３．非正規労働者でなくても転職活動に苦しんでいる事実を知っておく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― あとがき ― 

 

 中高年フリーターを対象として、雇用改善の一助にならないものかと必死になって考え

ていた構図を文章化してまとめてみました。 

 身動きできない硬直した中高年フリーターに行動を起こさせるという無理難題を解決し

ようとしていること自体が間違っているのか、それとも社会が無理解なのかどちらが正解

なのかは分かりません。 

 ですが、せっかく動きたくなったにもかかわらず、どこにヒントがあるのか分からない、

何をどうすれば就職につながる材料があるのかさえ分からない、このまま一生涯アルバイ

トで過ごしてしまう、解雇されてしまった場合には、本当に路頭に迷うことになるという

恐怖心をずっと背負い続けながら生き続けなければならないのはどうなのかとも考えます。 

 当事者として苦しみ抜いて、這うように出てきた先駆者として、できるだけのことを有

資格者として認められているうちに書き残しました。 

 ここまで酷な社会をつくったのは間違いなく組織です。 

 組織ですが、その残酷な事実を突き付けられていても、組織に戻るために活動をしなけ

ればならない決断をするのもあなたです。 

 それならば、目一杯突っ張って、一人前になるまで苦渋に耐えられる仕事をさがして、

納得就職に辿り着く方法を試してみてもいいと少しは考えませんか？ 

 全文を読み通したときに、ここまでしなければならないのかと思うかもしれません。 

 本当は実際に５年かけて、一滴ずつ水を溜めるように根気強く就職の準備活動をして、

その上で、社会に認められる方法を模索して欲しいと書きたかったのですが、そこに至る

までに折れてしまう人がほとんどだと思います。 

 心を折らない限界ラインが準備期間に約４箇月、実際の就職活動に２箇月あたりと想定

して書き綴っています。 

 自力での場合はこのくらいを要するのではないかと感じますが、強制管理下の場合はも

う少し短くなるのではないかとも考えます。 

 最も残念なのが、フルタイムフリーターの場合、社会に組み込まれた状態で、就職活動

をしなければならないことです。 

 何もできない時間割を組まれた中ですので、本当に工夫が必要になると思いますが、そ

れでも将来を考えるのであれば、身動きしないよりはした方がいいと行き着いてください。 

 八方塞がりと感じている方にとっては、絶望の暗闇から希望の針穴くらいは開ける作業

ができたのではないかと感じています。 

 少しでも希望を持てれば、この先は行動を移す段階まで持っていくことができます。 

 あきらめずに何度でもめげずに挑戦をし続けることを望んでいます。 

 

 


