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― まえがき ― 

 

 職業訓練が基金訓練に名称変更され、さらに求職者支援訓練へと制度変更されましたが、

求職者側から見て、この制度をどのように意識すればよいのでしょう？ 

 ジョブカード制度の組み込み、就職支援授業、定期面談の実施など、正直に申しますと

受講者側からするとまったく望んでいない面倒な受講項目が入りこんでいます。 

 積極利用する方にとっては、これほどありがたい制度はないと感じるかもしれません。 

 考え抜かれたシステムで、人間が手抜きさえしなければ抜けがない仕組みに見えます。 

 受講者側の心理と実施校の心理、間におかれた講師の授業の構成配分、三者がうまく回

っていると完全形になります。 

 求職者支援訓練制度を完璧に使いこなせる受講生になれば、希望職に就くことができる

と個人的に考えています。 

 そのためにどこまでも積極利用することが課せられてしまうのですが、そこはお金を受

け取りながら、望んだ科目を受講できて人生を変えられるかもしれないという対価に置き

換わるので、少々我慢して欲しいと思います。 

 受講したことがない人が、制度の優れたところばかりぶち上げてしまったので、ふたを

開ければ何とやらという結果になってしまったとも思えなくもないのですが、これまでの

結果論から役に立たないと文句を言っても意味がないので、これから受講される方は、ど

のように受講すれば意味のある訓練受講になるのかを順を追って説明しています。 

 訓練受講がまったく関係ない生活管理面のことばかりつづっている項目もあります。 

 就職することを簡単に考えてしまうと、安い会社にいいように振り回されてしまいます。 

 こちらのほうが、あなたたちよりももっと会社のことを考えていて、きちんとした会社

選びをしていますという姿勢を訓練期間中に身に付けて欲しいと考えています。 

 フリーター、非正規労働者向けにつづっていますので、退職の際の降り方については違

和感をおぼえる部分もあるかもしれませんが、ご容赦願います。 

 本当に必要なものは、本当に必要だという想いがなければ想いも届かないですし、上手

く伝えられません。 

 また、想いだけでは技術や技量がないために、申し訳ないという思いを抱かせながら、

不採用にされてしまうこともあります。 

 書類の書き方が分からなければ、書類が規定に達していないだけで門前払いに遭ってし

まうことにもなりかねません。 

 訓練受講前から上手に助走をして、訓練期間が始まる前に就職の段取りを済ませて、授

業に専念できる環境をつくって、受講時もしっかり時間を確保した上で余力管理をして、

訓練期間が終わる時期に合わせて就職活動への臨戦態勢が整うように自分づくりを仕上げ

てください。 

 



（ 退職前の整理事項 ） 

 

０１．本当に訓練が必要かどうか考え直す 

 

 公共職業訓練は以前から存在していますが、求職者支援訓練については、基金訓練から

名称が変わり、その後、実施される科目も幅が広くなり、施設も数多くなりました。 

 選ぶに選べないほどの状態になっています。 

 現在の受講必須条件が失職ですので、リスクと覚悟を背負って受講するまでの価値が、

本当にあるかないか何度も確認して欲しいと考えています。 

 お金を受け取りながら受講できて、時間の自由も利きます。 

 科目によれば相当忙しくなることもあるかもしれませんが、そうであっても、主旨は支

援のための訓練ですので、受講者主導になってしまいます。 

 事前に確認したいのであれば、（求職者支援訓練比較．com）で検索をして、どのような

受講科目があり、どのような内訳になっているのかを比較検討してください。 

 授業に関しての詳細を知ることはできないのですが、科目の詳細および受講後の方向性

の目安は付くと思いますので、参考にしてください。 

 お金を受け取りながら受講できて、時間の自由も利くところまで話を戻しますが、お金

も時間も与えられる生活がある程度続くと、その状況に慣れてしまい本分を忘れます。 

 訓練校での生活は、全員無職という同じスタートラインに立っていますが、そこにたど

り着くまでの背景が異なっています。 

 それを忘れてしまった状況で日々受講することになりますので、訓練修了日以後、何も

得るものなく数箇月の期間だけを経てしまうことだけは避けてほしいと感じています。 

 訓練受講に至る背景はさまざまですが、遠慮なく書いてしまうと、離職制限逃れや所得

給付日数の期間延長もありますし、長期離職からの再起のため、無職者からの社会復帰、

異業種へのキャリアチェンジ、本当に理由はたくさんあります。 

 ですが出口は就職内定という理由一つです。 

 語弊のある言い方をしますが、たまたまご近所同士での受講ということが発覚して、同

じような志望動機の場合、同じ会社に応募しないのでしょうか？ 

 実際はそこまで考えなくてもいいのですが、場合によってはそのような事例もあること

に気付かないのもおかしなことと感じます。 

 ステップアップのために訓練受講する場合は、目的意識も強くなるので意欲的に受講で

きると思いますが、そうではない場合、失職のリスク及び失職期間の延長まで加味してい

ただいて、本当に訓練が必要かどうか考え直してほしいと思います。 

 

 

 



０２．自分の将来につながらない訓練科目は勧められても受講しない 

 

 急いで受講しなければならない場合を除いて、といっても、急いで受講しなければなら

ない理由があるかどうかも分からないのですが、後々に就職が控えているので、少しだけ

重い感覚で捉えて欲しいと思います。 

 もちろん、訓練科目を勧めるほうも、しっかり話を聴いて適切な科目を勧められている

と思いたいのですが、現場が見えないので何とも言えません。 

 受講者談によると、大丈夫？という勧め方をされている方もいらっしゃったようです。 

 訓練科目を拾い上げる時点で、将来が決まると言っても過言ではないくらいの気持ちで

引き抜こうとすると真剣に吟味されるかと思います。 

 お互いがそこまで真剣に向かい合って受講科目を決定しているのかどうかですが、互い

にリスクがないので、少しずつ妥協ラインを追い求めて、着地点が望んでいないところに

行き着いたとしても責任問題が発生していない背景があります。 

 ここに本当の問題点があるのですが、求職者側が知らなさ過ぎる状態で受講態勢に入っ

てしまうので、責任の回避の手段もいくらでも出てきてしまいます。 

 事前にどのような訓練が存在しているのかどうかは、求職者支援訓練比較で検索される

と一覧が出てきますので、受講者主導で必ず訓練科目を確定させてください。 

 

 

０３．受講科目と資格取得のつながりを把握しておく 

 

 資格を取得しに行くのか、技能を修得しに行くのか、目的はどちらですか？ 

 結論的には技能修得が主で、資格取得が従になります。 

 誰かの役に立つことが仕事になるので、そのために技術や技能を修得することを中心に

考えてください。 

資格を追ってしまうと全範囲を拾いに行くということになりかねないので、持ち時間が

なくなってしまいます。 

資格取得をしたという証明書が必要になることも確かにありますが、本当に自信があれ

ば、履歴書に相当の知識ありと書き残すこともできます。 

 厳しい意見になるかもしれませんが、資格があれば救われるという想いに駆られてしま

わないよう、あくまで技能修得にこだわってください。 

 

 

 

 

 



０４．訓練にかかわる資格試験の受験日を事前把握する 

 

 受講期間中に試験日があるのが理想です。 

自己採点まで済ませて結果も事前把握していれば、行動もしやすくなります。 

 訓練修了日から逆算して、資格試験の受験日、訓練試験日も順番に逆算してください。 

すべては希望業種の内定獲得という一つの目的のために、訓練受講の志望動機と選考に

おける志望動機を重ねて練り込んでください。 

 

 

０５．自力取得できる資格とできない資格を分けておく 

 

 訓練学科にもよりますが、多くの資格につながる学習科目が用意されている受講科目が

あります。 

 一つの資格試験に対しても多くの範囲を拾いに行こうとしてしまい、さらに複数資格を

取得しに向かうとなると、なにも修得できなくなってしまいます。 

 結果として、興味が散らかっただけで志望動機さえ話せなくなってしまいます。 

 そうならないために、ぜいたくにならず、現時点での許容範囲を決めて、自力取得でき

る資格だけを追い求めて、自力取得できない資格は身分の確定ができたのちにじっくり腰

を据えて取り組むように分けて考えてください。 

 

 

０６．訓練受講に合わせた退職日を決めておく 

 

 求職者支援訓練も職業訓練も目指すところは、訓練受講科目に関連する就職先での内定

であろうと考えるので、キャリアチェンジを達成できる準備が十分にできるよう前職の退

職日まで入念に考えておく必要があります。 

 できれば一日も空白がないように働き続けることが理想ですが、敢えて訓練受講を志す

のであれば、降り方にも工夫が必要になることをご理解ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 訓練初日までの整理事項 ） 

 

０７．訓練試験日までに雑事整理しておく 

 

 公共職業訓練においても、求職者支援訓練においても、受講に際して試験があり、試験

日まで、合格日から訓練初日までにおいてもかなりの日数を要します。 

 これまでの過去の整理など、就職に関しての雑事をすべて片付けて、訓練だけに専念で

きるようにしてください。 

 

 

０８．訓練試験日から訓練初日までの２４時間の使い方を整理する 

 

 訓練試験日から数日経って、無事合格通知が届くと間違いなく緩みます。 

生活がしばらく安定することが約束されるので、少し自由に過ごしてもいいと考えたくな

るかもしれませんが、できるだけ緩めないようにしてください。 

 お金を受け取りながら学習できる環境は用意されますが、無職期間がその月数延びるこ

とになります。 

 普段の活動は就職活動のはずですが、訓練の授業が始まると学習のために時間を持って

いかれる機会も増えますので、予定を前倒しにして、安心の中で毎日空き時間をつくって

就職のための準備にあててください。 

 

 

０９．訓練初日までに就きたい仕事を確定させる 

 

 受講科目が就職動機につながっていますよね？ 

 受講科目に合わせた仕事がどのようなものなのかは、受講科目一覧と受講案内に記され

ています。 

 就きたい仕事が既に決まっている人と、受講しながら決める人では、行動と活動姿勢が

変わってきます。 

 就きたい仕事が決まらない人は、訓練が修了しても少しお金が入ってきて、無職期間が

延びただけのようになってしまいます。 

 そうならないように、訓練初日の時点でもう行き先が確定しているようにしてください。 

 

 

 

 



１０．合格日から訓練初日までに履歴書を仕上げる 

 

 訓練が始まったのちに履歴書を書き始める人が大半だと思います。 

訓練機関での受講期間は決まっていますが、企業の不足を補うための採用活動は、訓練機

関の都合を考えて動いているわけではありません。 

 履歴書、職務経歴書ともに仕上げて、臨戦態勢が整っていることが理想ですが、せめて、

訓練準備のために、履歴書だけでも仕上げておいてください。 

 

 

１１．訓練初日までに職務詳述書を仕上げる 

 

 労務管理における職務詳述書ではなく、あなたがここまで積み上げてきた職務と課業を

すべて記した書類を仕上げてください。 

 上記の履歴書とともに何をするのかですが、求職者支援訓練での訓練機関も使って、訓

練期間中に、履歴書と職務経歴書の欠陥をなくす作業をします。 

 訓練校で就職支援をされる講師の方と面談の機会が必ず何回かありますので、嫌がるく

らいなら積極利用するつもりでぶつかって欲しいと個人的には考えています。 

 何度も何度も練り直すほどにいいものが仕上がるので、折れずに取り組むために、材料

は事前に大量に確保しておいてください。 

 

 

１２．得意分野を入れ込んだ１分間自己紹介を用意しておく 

 

 面接が尋問のように感じるのは、自己紹介と志望動機が言えなくて、しどろもどろにな

るからです。 

 将来働く先でしたいことを述べに行くのではなく、あなたがしたいことを述べて、その

中に、会社でどのように貢献できるのかが伝われば及第点に到達しますので、その練習と

して、人前で話すことの準備を事前に用意しておいてください。 

 といっても、訓練校での自己紹介の場合は、あなたがどのような出身で、どのような仕

事をしてきて、何を望んでいて、どの方向に進みたいのかまで、すべて告げる必要もあり

ません。 

 訓練校でどのように見られたいのか、訓練修了後に何を必要としているのかを伝えられ

ることができると、情報の集まり具合も違ってくると思います。 

 様子を見ながら、周囲と状況を合わせた自己紹介もできるようになっておいてください。 

 

 



（ 訓練初日までの決定事項 ） 

 

１３． 通学、帰路の電車でしておくことを決めておく 

 

 何度も書いてしまうことになりますが、本当に時間繰りには神経を使ってください。 

 お金を受け取りながら受講するという受動姿勢に慣れてしまうと、すぐ時間が消えてな

くなります。 

 計画立てて先に決めておかないと、スキマ時間はどんどん流れていきます。 

 １分たりとも無駄にしないという感覚を、求職者訓練を受講する期間内に身に付けて欲

しいと思います。 

 

 

１４．休憩時間の過ごし方を決めておく 

 

 ６時限授業の場合、１０分休憩が２回、お昼休みを挟んで、もう２回１０分休憩がある

と思います。 

 訓練期間が３ヶ月の場合、５５日くらい受講することになりますので、４０分が５５日

分積み上げられていきます。 

 ２２００分です、時間に直すと、３６時間４０分です。 

 これだけの時間を訓練期間中に持っている状態で、知らないうちにこぼしてしまってい

ると考えると本当にもったいないと感じませんか？ 

 意識し続けているだけで、この時間が消えていかなくなります。 

 

 

１５．昼休みの課題もつくっておく 

 

 お昼の時間も大事にしてください。 

３ヶ月訓練の場合、１日５０分を５５日分掛け算して２７５０分、４５時間５０分です。 

ジャマされないところに逃げていく方法も一つの手ですが、休憩時間、お昼の時間も何

かに使って忙しい人と思われると、誰もジャマをしなくなります。 

３ヶ月分の休憩時間と、お昼の時間を合計すると、８２時間３０分になります。 

 気付かないうちに流されている時間を上手に捕まえてください。 

 

 

 

 



１６．自己課題、学校課題は貯め込まない 

 

 次から次に課題が出てくる科目もあります。 

その科目を上記の浮いた時間にあててもいいですし、家に持ち帰ってこなしてもいいと思

いますが、訓練受講科目の宿題、課題のために家で行う作業をつぶしてしまうのももった

いない気がします。 

 貯め込むとイヤになりますので、その場でどんどん片付けてください。 

 

 

１７．始業までの時間は自習にあてる 

 

 開講されている場所にもよるのですが、バスでしか行けないところで、そのバスしか交

通手段がなくて、１時間に１本しかないといった条件ならどうしようもないのですが、時

間を選ぶことができる交通手段を使っている場合、早めに到着して自習にあててください。 

 

 

１８．訓練期間中の自分だけの時間割を作成する 

 

 何時に家を出て、何時に帰る、受講期間中の受講内時間割においては、取り組むことが

確定しています。 

 受講外時間割も作成してください。 

 朝起きてから訓練校に向かうまでの時間割、訓練から帰った後の過ごし方、訓練が休み

の日、訓練が午前中のみの日の対処まで想定してつくり上げてください。 

 見るからに暇な人に思われてしまいがちですので、あなた以外の方に時間を奪われない

ようにどこまでも予防策を張ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 訓練への臨み方 ） 

 

１９．訓練を一切頼ろうとは思わない 

 

 語弊のある書き方をしていますが、頼る気持ちが受動姿勢を呼び起こします。 

 頼ることと積極利用することは異なります。 

 訓練を受講して、ある程度の技能が修得できたから、企業にどこでも雇ってもらえるわ

けではありません。 

 技能修得者に求められていることは、技能修得者たちの戦いに勝ち残ることです。 

 見えない敵と戦い続けなければならないことを訓練が揉み消してしまいます。 

 就職先に恵まれている場合、そこまでの気合も必要とされていないのですが、甘く見積

もってしまうと、その甘さが仇になってしまいます。 

 訓練が助けてくれるわけではないことを自覚してください 

 

 

２０．講師は頼らない 

 

 こちらも上記と同じ理由です。 

講師を頼らなければ、専門性を身に付けることができないと感じるかもしれませんが、講

師の専門性はお金を稼ぐ次元での専門性です。 

 開講されている受講科目が初学者用である場合、ほとんどの科目で自力対応が可能にな

ります。 

 初めから頼ろうとしていると、初学者レベルを卒業できないまま、課程をすべて修了し

てしまいます。 

 もし頼るのであれば、自力学習をする場合、どのような資料が有効であるのかを確認し

て、その資料に対しての質疑応答に講師を巻き込んでください。 

 

 

２１．大人の授業だと割り切る 

 

中には残念な講師も居るのも事実ですが、大人の授業です。 

残念な講師も居るものだと大人の対応をしてあげてください。 

経験談から引っ張ってきますが、カリキュラム主旨に反する授業をする講師も居ます。 

理由も意図も分かりませんでしたし、開講している実施校に許可を得ているのかもわか

りませんが、邪推しても意味がないので、何らかの役に立つ授業をしているのだと寛容に

捉えてください。 



２２．訓練修了時に修得しておくものを決めておく 

 

訓練修了時での及第点レベルでは、どう考えても届かない次元のものがあります。 

授業形式ですので、どうしても合わせるラインが下がってしまいます。 

希望職種の求人票を見ていくと、内定を獲得するために必須項目があると思いますので、

実際の就職活動を見据えて、事前に修得する必要項目を決めておいてください。 

 

 

２３．自力で教材をこなして授業時間を復習にあてる 

 

 授業で行うことはすべて基礎だと思って、聞き流してください。 

 聞き流すまで書くと誤解されると思いますが、知らない分野の授業を一回聞いただけで、

その場で憶えてしまえるほど簡単なものではありません。 

 分からない授業は受け付けなくなって寝てしまいますので、結局、頭に入っていないこ

とになります。 

聞き流すことができるということは、起きて、しっかり聞いていることになります。 

 そのくらいの余力を持って、授業を全力で聴いてください。 

 

 

２４．内職するくらいなら志望動機を練り込んでおく 

 

 就職活動において、どうしてもかみ合わない退屈な授業もあります。 

 自分のことをしたいからといって、内職に打ち込んだりしてしまうのですが、内職の効

果は残念ながらほとんどありません。 

 いつまで続けるか、いつ授業を聴く姿勢に戻るのかと意識が散った状態になっているの

で、集中できていません。 

 まったく別の作業をするくらいなら、ルーズリーフやメモを一枚用意して、どのような

職業について、これから何をしたいのかを延々と考え続ける作業をしている方が後々にな

って十分身になるかと思います。 

 

 

 ２５．資格も訓練も手段の一つと割り切る 

 

 資格は専門性をつかむための入り口で、求職者支援訓練もその資格の入り口をのぞかせ

てもらえるものくらいの感覚で捉えたほうが無難です。 

 元も子もない物言いですが、過度の禁物は本当に避けてください。 



２６．講師と同じ分野で対等に話せるように地力を上げる 

 

 本当に力をつけようとするなら、普通の訓練生のように感じられる空気を消してしまう

ことです。 

 質問をする、後々に力になってもらうために講師にアピールするなど、近付く方法はた

くさんありますが、講師も印象に残る訓練生のことは憶えていると思います。 

 わざわざ近付きに行かなくても、何年後かに力をつけて、変わった姿を見せるだけで努

力の証拠になります。 

 講師と生徒の役割こそあれ、上下を意識しながら授業をせざるを得ない部分もあります

が、残念ながら本当に上下の意識を消し切れない講師も居ます。 

 講師になるために訓練受講をするわけではないのですが、どういった役割で講師が存在

しているのか、講師とどのようなやり取りをすれば、就職に関する情報が聞き出せるのか

など、就職に対しての真剣度合いを上げて職業人としての意味があるやり取りができるよ

うにしてください。 

 

 

２７．将来的に自分も前に立つつもりで受講する 

 

 講師になれとは言いませんが、案外前に立つのも大変な仕事のようです。 

 持っている全部を伝え切ろうとして授業をしようとしても、講師の立場からすると、テ

キストの具合や、割り当てられている授業時間数の兼ね合いで、どうしても伝えられる内

容が薄くなることもあります。 

 そういった背景まで読み取って、自分が前に立った場合なら、どういった授業展開をす

ればもっと良くなるだろうなど想定して、受講してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 訓練中の生活管理 ） 

 

２８．訓練中は１円たりとも使わないと決める 

 

 雇用保険が適用されている方で、所定給付日数が十分にある場合、訓練延長手当、受講

手当、通勤手当の代わりとなる通所手当が支給されます。 

 この状況で消耗する費用は、飲食費と私物購入くらいです。 

 飲食に関しては、家から持っていくと費用は１円も使わないですし、私物購入は本当の

必要経費のみにすれば、無駄なお金を一切使わない状況をつくり上げることができます。 

 お金が降ってくる状況と錯覚してしまうかもしれませんが、訓練費用は本当に就職活動

費用の足しにしないと、訓練修了後に苦戦すると困窮してしまう状況になりかねません。 

 そこまで遠くのことを考えてお金は遣わないようにしてください。 

 

 

２９．休日も訓練日と同じように過ごす 

 

 せっかく規則正しい生活をしているのだから、同じように時間も使わないともったいな

いです。 

 緩みたい気持を少し抑えて、持ち時間を最大限に使うことができるよう私生活にも工夫

を入れてみてください。 

 

 

３０．家族を味方に付けておく 

 

 求職者支援訓練や公共職業訓練を受講している立場で、給付が確保されている状況であ

っても、職に就いているわけではないので、無職であることは自覚しないといけません。 

 給付もありますし、２４時間を自由に使える立場に居るので、生活が完全に保護されて

いるように錯覚してしまうのですが、そのままの気持ちで居続けると訓練期間が修了して、

間延びした無職者がただ居るだけという状況になるので、訓練中も気持ちを引き締められ

るように家族に協力を得るようにしておいてください。 

 本来は活動しながら、受講しているという二重生活です。 

 その状況を説明した上で理解を求めてください。 

 

 

 

 



３１．訓練後も大事にしておきたい人を決めておく 

 

 お互いが異業種出身で訓練校に集結するという出会いがあるので、いろいろな方と交流

ができて楽しい生活を送ることができます。 

訓練修了後もしばらくは交流が続くことがありますが、３ヶ月経ち、半年経ち、１年、

２年、５年、１０年と過ごすにつれて、関係は希薄になります。 

実際は、どこと交流ができるのかというと、成長力のある方は、横ではなくタテでのつ

ながりが持てるようになります。 

 講師の方に近付かなくても、力が付けば自然に会う機会が出てきます。 

 資格に関しての講座を受講して、資格を取得した後に、実際に交流を深めた経験がある

方には理解されると思いますが、当事者がどこまで伸びるのかにかかってきます。 

 無理をしなくても会える人には会えますし、会えない人には会えません。 

 微妙な物言いになるかもしれませんが、受動的に訓練を使ったのか、能動的に訓練を使

ったのかにもかかわってくるかもしれません。 

 

 

３２．毎日求人情報をチェックする 

 

 現実的なお話をします。職業訓練生、求職者支援訓練生といえども、目的は就職内定で、

よほどの事情がない限り、希望業種への業種転換だと思います。 

 受講当事者がどこまでの吸収力を持っていて、どこまで実現可能性を高めるのかは、志

望動機の固め方と、意志表示の仕方、情報収集力にも影響を及ぼします。 

 どこまでも貪欲に情報を集めることで希望職種への転換の実現力が高まると言えるので

はないかと思います。 

 そのためには欠かさず最新の情報をつかみ続けることではないかと考えます。 

 仕入れる情報は多ければ多いほうがいいのですが、情報が手に入れられないとしても、 

情報を手に入れる姿勢は維持し続けてください。 

 たくさんの情報を仕入れられるから、どういったものが必要になるのかが見えてきます

し、どのような求められ方がされるかまで見えてきます。 

 身動きができない状況であったとしても、身動きができるように態勢は整えていてくだ

さい。 

 

 

 

 

 



３３．合同説明会日程、情報を管理する 

 

 採用に関する書籍を読むと、なぜ合同説明会を開催するのかが分かります。 

 詳しい理由は割愛しますが、その割に採用側がなぜか年代にこだわっています。 

 いい人と直接話をしたい、その場でいい人材が居れば、そのまま採用まで持っていきた

い会社もあると思うのですが、機会損失がそこでも発生していると個人的に感じます。 

 求職者の立場なら何も考えずに知らない振りして行ってしまえばいいと考えています。 

なぜ、予約制なのだろう？なぜ、第二新卒対象なのだろう？不思議なことだらけです。 

 いい会社があれば、本当に何も気にせず行ってください。 

【合説どっとこむ】で検索すると、合同説明会に関してのイベントが出てきます。 

 転職者用も検索すればヒットしますので、合同説明会、県名、中途採用と検索してみて

ください。 

 

 

３４．新卒と同じだけの行動量を目指す 

 

 情報化という好い言葉ではなく、機械化が進んでしまい、自分たちがつくり上げたシス

テム化に振り回されている気がしないではないのですが、新卒採用と同じ流れを企業が採

用してしまっているので、情報が画面の中にしかなくパソコンを持っていない人はどうし

ようもないのではないかと疑ってしまいます。 

 履歴書を一通送って休んで、データ入力して返事を待って、といった期待をしながらの

就職活動をしていると業種によっては、あっという間に枠を奪われてしまいます。 

 書類一式が大丈夫になったら、面接での抜けがないかも確認してもらい、次から次へ行

動できるよう段取りを進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 訓練直後に向けての自分管理 ） 

 

３５．なりたい自分像を描いておく 

 

 なりたいものとやりたいことは違います。 

最終的になりたいものと今の自分がやりたいことは同じですか？ 

 最終目標に向かってステップアップしていく、その最終形がなりたいもので、今の目線

で、今の能力でぶつかってみたいことがやりたいことです。 

 失礼な言い方をすると、本筋か小手先かの違いです。 

 やりたいことに気持ちを傾けてしまい、内定が出て何ヶ月か経って、就業能力が上がる、

飽きる、人間関係で嫌になる、気分が腐ってしまった状態で仕事をする、辞める。 

 なりたいものが存在して、その途中に会社組織が介在していれば、自分の能力を最大限

に発揮できる期間が存在します。 

 「何が何でもやりたいことが天職になる」という文言をどこかで見たことはありますか？ 

 どれだけの困難があってもやり遂げなければならないこと、使命のように重い意味合い

も兼ねています。 

 そこまでのものがなかなか見つかるものではないですが、そうでなくても、この分野に

おいては自分の他に変わりは必要ない、と言えるくらいやり通してみたい仕事はありませ

んか？ 

 好きなものではなく、それを奪われてしまうとどうしても困るもの、そういった仕事が

含まれている会社を選んでください。 

 

 

３６．自分の５年後の理念と会社の５年後の理念をすり合わせておく 

 

 考えることが非常に難しいと思いますが、５年後の理想の自分をつくっておくと就職先

として向き合いたい会社が少しずつ明確になってきます。 

 今度はそれに会社が５年持つのかも計算に入れる必要が出てきます。 

 何となく働いて、何となく毎日を過ごすのがもったいないと感じられる仕事でないと、

あなたも会社も続かない時代になると思って行動してください。 

 

 

 

 

 

 



３７．採用者の立場で採用される人物像を想定する 

 

 求人票をながめながら、どのような人が採用されるのかをイメージしてみてください。 

 どのような人を望んでいるのか、その望んでいる人になることができるのか、今なれな

くても、将来的に会社の希望に沿った人になっているのか、どこまでも相手の気持ちで想

定して考えを練り込んでください。 

 

 

３８．自分が雇いたいと言われる人になっているか確認する 

 

 「あなたが欲しい」ではないですが、この人が絶対欲しいと言われるくらいになってい

ますか？ 

 ちょっと忙しいから今だけ使いたいというような、小手先だけで今欲しいという会社も

ありますので注意が必要なのですが、自信をつくり上げれば、欲しいと思わせられるだけ

の気持ちはつくることができると思います。 

 自信をつくるというのは、自分がこの仕事を請け負うと必ず高い評価を得られることが

できるという気持ちの根拠をつくることです。 

 未経験から突き抜けたい場合はそこまでの意欲を買ってもらうつもりで会社と向き合っ

てください。 

 

 

３９．訓練後どれだけの期間で就職内定させるのかを決めておく 

 

 期限を切るのが最重要になります。 

惰性に流れるまでの期間、自分の気持ちが折れずに突き通せる期間、この期間なら限界ま

で頑張れそうという期間を決めてください。 

 準備は入念に行うので長期戦で行い、決戦は勢いをつけて短期で臨んだほうがいいので、

訓練後どれだけの期間で就職内定させるのかを事前に決めておいて、訓練最終月には助走

態勢に入れるように仕上げておいてください。 

 

 

４０．訓練終了直後からの時間繰りを作成しておく 

 

 家族を巻き込んで応援してもらえるよう全期間、全時間を就職活動に費やしてください。 

 

 



（ 求職者支援訓練への総括事項 ） 

 

４１．積極利用しない限り見返りはないものと心づもりをしておく 

 

 あらゆる人、モノ、情報を駆使してください。 

 求職者支援なので、あなたが就職活動の主人で、わたしたちは陰で支える役割です。 

 このように言われてしまうと、何も教えてくれないのかと感じるかもしれませんが、空

からお金が降ってくるような錯覚を起こしてしまいかねない状況なので、いったい人の意

志はどこにある？と感じてしまう場面にも何度か遭遇すると思います。 

 訓練期間が長くなるほど、平和ボケしていき、緩い空気は蔓延します。 

 どこかで引き締めるのかではなく、初めから引き締めた状態で一切緩めることがないよ

うに取り組んでください。 

 

 

４２．どうしても資格が必要なら補助として働きながら備える 

 

 資格に関する事務所などで働きたい場合、どうしても資格が必要になることがあります。 

 職種だけにこだわり、会社の色や風土を問わないのであれば、資格補助業務が出るまで

待つか、資格補助業務をしながら業務に従事させてもらえないかなどを交渉してください。 

 書類送付時に自己ＰＲ文を作成して、応募書類に付記して様子を見るなどの方法もあり

ます。 

 

 

４３．前職種と同じ業種に戻るか戻らないかを確定させておく 

 

 非常に難しい選択になると思いますが、実際の選択肢として最も多くなるのではないか

と考えています。 

 こころのクセが付いているのは前職種、即戦力になりやすいのも前職種、履歴書に主張

しやすい条項がたくさんあるのも前職種です。 

 何があっても戻りたくないのなら、退職した時点で完全に頭の中から前職種を切り捨て

てください。 

 

 

 

 

 



４４．最悪想定（就職のための最低条件）を決めておく 

 

最低妥協ラインを割り込む本当の最悪想定を決めておいてください。 

自分を維持できる最低条件です。 

この場合、これだけは譲れないという条項を何項目かつくって、ぜいたくばかり言い過

ぎない線引きをしておいてください。 

 

 

４５．必要資格の対策を同時進行させる 

 

 就職において必要な資格があるとすれば、その対策に関しては自腹で学習を深めるよう

にしてください。 

 自腹で学習をすると、自腹で学習をしている仲間に出会えます。 

 金銭的な問題があり、やむを得ず訓練を受けなければならない人も含まれますので、比

較するのはよろしくないのですが、お金を出して学習する人と、お金を受け取りながら学

習する人の意欲の違いを肌で感じて欲しいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― あとがき ― 

 

 誰のために訓練があり、誰のために訓練が行われているのか、どれだけの予算がどのよ

うに使われているのか、考え出すときりがないくらい、疑問点があり矛盾もあると感じま

すが、訓練を実施する運営校や訓練に送り出す支援担当者が実際の訓練を受講していたの

かどうかという根本的な問題はどのように説明すればいいのでしょう？ 

 離職と就職の間にある訓練制度を活かし切れる方はどれだけ存在しているのでしょう？ 

 訓練期間にも就職支援に際しての授業を行う人が居て、応募書類を手直しまではいかな

くても、見直しや指摘はしてもらえます。 

 授業時間内にできることの範囲、授業時間外でできることの範囲、各校によっても異な

っていると思います。 

 いろいろ述べましたが、最終的な結論は理由理屈ではなく、初めに戻って本当に訓練が

必要かどうか考えるというところに行き当たってしまいます。 

 求職者支援訓練がステップアップに感じられる人にとっては、本当に訓練が役に立ちま

すし、半年に一度の公共職業訓練の時期と重なって、本格的な受講を望むことができるの

なら、かなりの収穫はあるかと思います。 

 契約期間満了といった言葉が当てはまらない、一部の派遣労働者や非正規労働者、フリ

ーター以外の方の場合、離職制限との絡みで受講されている方もいらっしゃると思います。 

 その場合、危険な物言いですが、マイナスに作用しかねないこともあります。 

 時間が奪われてしまう部分があまりに大きいので、授業時間以外の余力管理を充実させ

られないと、数か月の金銭面が救われただけで状況は何も変わっていなかった、というこ

とになりかねません。 

 それなら離職制限中も含めた期間すべてを使って、本格的な就職活動をしていた方が遥

かに身を結ぶ可能性が大きくなります。 

 語弊を承知、批判を覚悟して言わなければならないのですが、本当の職業訓練といえる

だけの高レベルのものがまだまだ揃っていない段階です。 

 今後はどうなるのか分かりませんが、ただ一つ言えることは、フリーターや非正規労働

者の境遇から出る一つの手段として有効であることは間違いありません。 

 フリーター、非正規労働者の境遇から降りて訓練を受講する場合、降り方を考えるとこ

ろから真剣勝負しなければならないという大事なことを忘れないでください。 

 年齢が高い長期非正規労働者であった場合、本当に一歩も踏み外せない状態になるので、 

降り方、受講科目選び、その段階での貯金状況、時間繰り、書類の作成方法、面接でのや

り取りと想定問答、ハンデがある中で苦労も多いかもしれないのですが、同じ無職者同士

での期間を過ごしていくうちに、自分も同じラインで話ができるから大丈夫といった感覚

になります。 

 ぜひとも積極受講できる環境をつくり上げて、橋渡しに利用して欲しいと思います。 


