
孤独なフリーターが７８日間で学卒無業後の自失

状態から抜け出し納得内定に向けて全力就職活動を

行う方法 

 

 

― 目次 ― 

（ 三つの誓い ） 

０１．家族と意見はぶつかっていい 

０２．不遇な働き方をしないために全力で活動する 

０３．身分、肩書きについて訊かれたら「 全力就職活動中 」と返答する 

 

（ こころの整理 ） 

０４．何でも話せる人を見つける 

０５．気がかりなことは信頼できる人にすべて吐き出しておく 

０６．知人に詳細を説明して有料で相談に乗ってもらう 

０７．過去のことは忘れて引きずらないようにする 

０８．昨日までの自分の悪い部分はもう背負わない。と毎朝自分に言い聞かせる 

 

（ 現状理解 ） 

０９．今の状態をまず自分が承認する 

１０．今を人生の下積み期間と考える 

１１．本末転倒生活になっていることを自覚する 

１２．自分を失ったのではなく、まだ創っていないと考える 

１３．学卒無業になれば誰でも自失状態になると捉える 

 

（ 決意 ） 

１４．自分を守るためだけの言い訳をしない 

１５．自分の未来を自分でつくると決めて甘えを捨てる 

１６．このままではいけない。という気持ちを何があっても忘れない 

１７．あきらめても誰も助けてはくれないので自力で変わる 

１８．周囲の視線を気にせず本気になる 

 



（ 計画作成 ） 

１９．１年プラス半年の計画を立てて毎日進捗報告してじっくり話し合う。と決めて 

親に一年半の期間をもらう 

２０．半年間を自己整理に次の１年間を再検討、再組み立てなどの期間に充てる 

２１．１年半の７８週間を７８日でこなせるように計画をつくり変える 

２２．期限と約束を守る 

 

（ 生活管理・時間管理 ） 

２３．起きる時間と寝る時間を決める 

２４．不摂生が疲れる根元につながることを理解する 

２５．規則正しい生活をする 
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２７．アルバイト（仕事）が休みの日、土日祝でも同じ時間帯で生活する 

２８．早朝時間を利用する 
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３１．毎日精一杯の生活をする 
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３３．時間もお金も行動もムダづかいしない 

３４．残業のない時給労働生活を送る 

３５．月々の最大貯金額を決める 

３６．最大貯金額に達しない場合、原因と理由を調べ尽くす 

３７．自分が使い切れる月々の最大持ち時間を集計する 

３８．最大持ち時間をつくり出せない、使い切れないときは原因と理由を追及する 

３９．遊びの誘いは基本的にすべて断る 

４０．コマ切れ時間を雑務、大きな時間は重要なことを考えるために使う 

４１．心の居場所となる隠れ家的空間を見つける 

４２．通信機器を持たない行方不明時間をつくり自分考察時間に充てる 

 

（ 興味探索 ） 

４３．自分は最終的にどのような人になっていたいか考える 

４４．やりたかったことを細かく書き出す 

４５．どれだけ些細なものでもいいので、自分が結果を出したものを全部書き出す 

４６．自分がハマって流されたものがどのように楽しくて流されたのかを分析する 

４７．学生時代も含めてアルバイト経験をすべて書き出す 

 



４８．身近に居るもしくは自分が思い浮かべる凄い人と自分はどう違うのかを考える 

４９．凄い人と自分の差の埋め方を考え尽くして、埋める作業をつくり出す 

５０．毎晩、自分は将来何になりたいのか？と寝るときに宿題を課して床に就く 

５１．週に半日はまっすぐ自分と就職と向き合う時間をつくる 

５２．したいことをどんどん人に話す 

５３．興味を目一杯広げてみる 

５４．どんどん「ブレて」いいと考えて自分を締め付けない 

５５．目一杯興味を広げた後で掘り下げるために調べ尽くす 

５６．楽しそうな仕事をさがす 

５７．死ぬまでに一度は働いてみたい仕事を考えてみる 

５８．どういう生き方をしてみたいのか自由に考えてみる 

 

（ 心構え ） 

５９．親のための就職ではないと割り切る 

６０．後ろめたい気持ちになることがらを想定してすべて書き出す 

６１．非正規労働は遠慮せずいつ降りてもいい 

６２．受け取りたい最低給与条件を確定させておく 

６３．堂々と胸を張れる仕事をさがす 

 

（ 活動準備 ） 

６４．求人情報を集めるために転職、就職サイトに登録する 

６５．アルバイト情報誌、新聞も忘れずに検討対象に入れる 

６６．職務経歴書に書き残すことができるほど献身的に働く 

６７．普段から正社員として認められるような働きをする 

６８．就業能力が不足しているなら絶望せずに感情を排除して能力を補う対処をする 

６９．興味のあることの非正規労働をする 

７０．これなら大丈夫といえる内定業界を一つ用意しておく 

７１．人をとかすほどの熱意を持つ 

７２．フリーター仲間とは深くかかわらない 

７３．単なる就職活動の延長戦と捉える 

７４．不安なときは動きを増やす 

７５．新卒用の就職活動書籍を読む 

 

 

 

 



― まえがき ― 

 

フリーター歓迎！という言葉への違和感 

 

 フリーターという言葉がない頃、学卒無業者は無職と解釈されていました。 

家事手伝い、花嫁修業中という懐かしい言葉もありますが、プー太郎、就職浪人といった

肩身の狭い想いをする呼ばれ方しかしていなかった気がします。 

 学卒で無業になると名称がありませんので、自分自身を名付けようとしたとき、所属を

どこに置けばいいのか分からなくなります。 

 今では、パートやアルバイトといった項目があるので、書面上での肩書きについて困る

ことはなくなりました。 

心情的な身分として、あなたはいったい誰なのですか？と訊かれたときに、即答できる

単語がありません。 

 学卒無業者がフリーターになってしまうのは、アルバイト雑誌や街なかの求人を目にし

たときにフリーター歓迎という言葉に反応して、アルバイトとして業務に従事してしまう

からです。 

 この時点で学卒無業者からアルバイトとして所属して、フリーターという肩書きに収ま

り、業務期間が終了した際に、もう一度、無職になります。 

 無職になった際に、正規労働者の求人に目を向けるのか、アルバイトとして所属してし

まう方に目が行ってしまうのか、という分かれ道が毎回用意されているのですが、どちら

を選択されていますか？ 

 抜け出す機会はいくらでもあるのですが、無職よりもフリーターという肩書きの方が、

まだ収まりがいいので、フリーターという気持ちに収まるほうに心が持っていかれるので

はないかと考えています。 

 お金もそれほどたくさん持っているわけでもなく、時間は持て余して、家に心の置き場

所がない、そのような状況で就職活動をするためのこころの準備が整っていない。 

 フリーター歓迎という言葉に誘われてしまい、もう一度、自分自身を流し込んでしまう。 

 気持ちは揺れていても、不安を抱え続けるわけにもいかず、都合良く、自分自身の居場

所を確保できて、ある程度のお金も貯めることができる。 

 心の余裕ができたときには、就職しなければならない本分をどこかに置き忘れています。 

 組織体としての会社は、フリーターになること、非正規労働者として業務に従事するこ

とを経費節減のために歓迎しています。 

 お互いの便宜のために、互いの肩書きを有効活用しているという構図に気付いて、一日

も早く、本分である正規労働者としての納得就職を内定させることに心を向けることを願

っています。 

 



（ 三つの誓い ） 

 

０１．家族と意見はぶつかっていい 

 

 親の言うことを聞きながら就職活動をしても、自分のためにならないですし、就職後に

嫌な想いをするごとに「親のために就職してしまったからこうなった…」とぶつけようの

ない怒りから後悔に変わり、就職したにもかかわらずすぐ辞めてしまう、というつまらな

い決断をしてしまうことになりかねません。 

 そうならないために、親が相手であっても、自分がしたいことをしっかり言えるような

就職先を見つけて求職活動をしてください。 

 

 

０２．不遇な働き方をしないために全力で活動する 

 

 今の気持ちがすごくつらくて、それを解消できないまま就職活動をしてしまうと、同じ

ような条件の求人しか見つけられず、もう一度、フリーターや軽作業派遣労働などの非正

規労働に戻ったほうがマシかもと思ってしまい、同じ状況に戻りたくなってしまいます。 

 そうならないために、今の気持ちがどれだけつらくても、自分の未来だけに目を向け、 

少ない時間であっても、気持ちに余裕がなくても、全力で就職活動をしてください。 

 

 

０３．身分、肩書きについて訊かれたら「全力就職活動中」と返答する 

 

 フリーターや非正規労働者です。とは言わないでください。どんどん肩身が狭くなり、

身動きできなくなります。 

 身分、肩書きについて訊かれたら、毎回「全力就職活動中」と返答してください。 

訊いたほうも「どんな仕事をしたい？」と次の質問が出しやすくなりますし、後ろめたさ

のない前向きな会話が続いていきます。 

 答え方次第で自分の居場所を確保できるようになります。 

言い方一つで心まで軽くなることにも気付いてください。 

 

 

 

 

 

 



（ こころの整理 ） 

 

０４．何でも話せる人を見つける 

 

 自分の境遇について心情を吐き出すところがなくなると、孤独になってしまったと思い

込むようになります。 

「誰もわかってくれない」とならないように、自分の気持ちを吐き出すところを用意して

ください。 

 

 

０５．気がかりなことは信頼できる人にすべて吐き出しておく 

 

 何でも話せる人を見つけたらその人に話を聞いてもらえばいいのですが、少しだけ気を

つけてほしいことがあります。 

 相手も人です。もたれかかってしまうと聞いている側も本当につらくなります。 

 ある条件を出して聞いてもらってください。 

 

 

０６．知人の詳細を説明して有料で相談に乗ってもらう 

 

 困っているからその場では、「何でもどうぞ」「何度でもどうぞ」とは言ったとしても、

本当に「何度でもどうぞ」にムリに付き合わすことには、遠慮の気持ちを持ってください。 

 一回限りで長い時間をつくってもらい、じっくり話を聴いてもらってください。 

 

 

０７．過去のことは忘れて引きずらないようにする 

 

 今これを読んでいる時間も含めて、流れている時間はすべて過去になります。 

過去の生活の中でのつらいことは、すべて過ぎてしまったことなので、これから生活する

ことの参考程度にするだけにして、気持ちの上ではもう整理済ということにしてください 

 

 

０８．昨日までの自分の悪い部分はもう背負わない。と毎朝自分に言い聞かせる 

 

 朝起きた時点で、毎回完全にリセットしてください。 

 



（ 現状理解 ） 

 

０９．今の状態をまず自分が承認する 

 

 あなたは学卒無業者です。こころをフリーターにしないでください。 

フリーター歓迎！という言葉があります。 

学卒無業であり、身分も肩書きもない、あなたの今のこころの不安定な状態に、本当に

ピッタリ当てはまるこの言葉に、誘われるまま流されないでください。 

 正社員として職業に就くのであれば、正社員として職業に就くために日常生活を送るこ

とが、あなたに課題として乗せられているはずです。 

 その状態が重すぎて、どこかへ逃げたくなっていることも重々承知の上で書いています。 

 逃げたい自分が居ることを心の奥底のどこか遠くでもいいので認めておいてください。 

 

 

１０．今を人生の下積み期間と考える 

 

 ほとんどの人が就職を決めて、自分ひとりだけが学卒無業者になったかもしれませんが、

それを貴重な体験と感じることができれば、生き方をプラスに変えることができます。 

 今まで何も考えなくても、多くの情報が自動的に降ってきて、どれが自分に合う正しい

情報なのかを選び切れず、面倒くさくなることもあったはずなのに、卒業してしまったら

今度は、正しいかどうかを判断できるほどの情報量さえもなく、情報のさがし方さえ分か

らなくなってしまいます。 

 情報がない状態から、一つずつ見つけてきては「よい、よくない」「合う、合わない」を

判断していくことになります。 

 今から行うことすべてを、自分に合う本当にいいものを見つける判断力をつけるための

下積み期間と考えれば、同じ年代で流されるまま就職を決めて、「こんなはずではなかった」

と考える人たちよりも、後々になって大きく差がつくことになります。 

 

 

１１．本末転倒生活になっていることを自覚する 

 

 うろたえるしかない、右往左往するしかない心境になってしまうのは、本筋と考えられ

る生き方から外れていて、気持ちの上で耐えられないからです。 

 「今の自分にピッタリ合うものをさがしたい」という、どこかに所属したい気持ちが浮

き上がってきて、何かを見つければそこに収まろうとします。 

 ですが、宙ぶらりんになっていることを自覚して、そのまま耐えてください。 



１２．自分を失ったのではなく、まだつくっていないと考える 

 

 かつての仲間や同期が無事に就職を決めたのは、就職を決めるだけの自力を、あなたが

知らないうちにつくっていたり、運が良かったり、と理由はさまざまですが、彼らには就

職が決まっていて実際に働いていて、あなたは就職が決まっていないことは事実です。 

 周囲と比べるのは自分がないから、自分を信じる力がないから、自分をまだ創っていな

いからです。 

 就職した人たちが持っていて、あなたがまだ持っていないものに気付いて、それを見つ

け出す、つくり出すことができれば、周囲と比べて自分が落ち込む必要がなくなります。 

 元々持っていたと思い込んで失ってしまったと感じてしまうと、喪失感から何もできな

くなります。 

 まだつくっていないのだから、これからつくり出せば解決できると思いませんか？ 

 

 

１３．学卒無業になれば誰でも自失状態になると捉える 

 

 冷静になって考えてほしいことがあります。 

同じ立場の学卒無業者が、日本全国で考えると他にもたくさん居ます。 

あなたの身の周りには居ないかもしれませんが、間違いなく同じ悩みを抱えています。 

あなた一人だけではなく、他の方も同じように自失状態になっています。 

 なった人にしか分からない気持ちは、なった人だけで共有すればいいと思ってください。 

学卒無業になれば自失状態になってしまうのは、何も悪いことではなく、当たり前のこと

だと考えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 決意 ） 

 

１４．自分を守るためだけの言い訳をしない 

 

 物事を前に進めようとするとき、前に進めなくする理由が数え切れないほど出てきます。 

「あなたは、なぜ就職しないのですか？」 

思い付く限り書いてみてください。誰が見ても通用する理由はどれだけありましたか？ 

「どうすればいいか分からないから」 

これ以外の理由は、敢えて落としてください。 

この「どうすればいいか分からない」の後、自分が毎日何をしていいのか分からなくなり、 

「就職するためには何をすればいいのか？」をていねいに考えて、一つずつ書き出して、

一つずつ解決させれば課題はすべて片付くのですが、アルバイト雑誌をながめて、毎日の

適当な過ごし方らしきものを見つけてしまいます。 

「どうすればいいか分からない」「日々の過ごし方が分からない」「時間を持て余している」 

なら、「就職するためには何をすればいいのか？」をていねいに考えてください。 

 その他の状況であっても、何をすればいいのかを同じように考えてください。 

 

 

１５．自分の未来は自分でつくると決めて甘えを捨てる 

 

 自分の未来は誰がつくるのでしょう？ 

忘れてしまいたくなるかもしれませんが、忘れてしまうと取り返しがつかなくなります。 

早ければ早いほうがいい、できれば他人の影響を受けず、自分の力でつくり上げたほうが

いいのですが、適度に人の力は借りてください。 

 自分の未来は自分でつくるという主題を抱えた状態で、人の意見を聞いて、目指す方向

が間違っていないかどうかを確認するという力の借り方をしてください。 

 

 

１６．このままではいけないという気持ちは何があっても忘れてはいけない 

 

 財政事情が苦しくなる、また、毎日の時間を持て余してしまって、アルバイトを始める

ようになったとしても、「このままではいけない」という気持ちは何があっても忘れないで

ください。 

今後、日々の生活が忙しくなり過ぎるかもしれませんし、「このままではいけない」という

気持ちを忘れた人たちに囲まれる生活になるかもしれませんが、それでも、あなただけは

何があってもその気持ちは忘れないようにしてください。 



１７．あきらめても誰も助けてはくれないので自力で変わる 

 

 日常生活が非日常生活なので、将来のことなんてどうでもよくなる瞬間がやってきます。 

一度や二度ではないから、アルバイトをして自分の持ち時間を無理やり埋めてしまって、

できるだけ考えることから離れてしまおうと自分そのものからも目を逸らしてしまいます。 

 空き時間も、できる限り気を緩めることができるところに行こうとしてしまいます。 

 結局、どれだけ居場所を変えても、現実を突き付けられる瞬間は必ずやってきます。 

 そのときになって、誰にも助けてもらえず身動きが取れなくなることだけは避けてほし

いので、自力で這い上がる力があるうちに、将来について真剣に考え直してください。 

 

 

１８．周囲の視線を気にせず本気になる 

 

 あなたが将来について真剣に考え直したときに、周囲の反応はさまざまだと思います。 

もし、フリーターとして非正規労働、派遣労働者として断続的労働に従事していた場合、

周囲の人は、これまで通り、いつも何も変わらないまま、日常生活としてアルバイト労働

をしていることになります。 

 家庭内でも、あなたの変化に気付くかもしれません。 

あなた一人だけが変わったことをしているように自覚するかもしれません。 

ですが、「誰のために将来を考え直そうとしているのか」を、気持ちに揺れが起きるごとに

何度も問い直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 計画作成 ） 

 

１９．１年プラス半年の計画を立てて、毎日進捗報告してじっくり話し合う。と決めて、

親に１年半の期間をもらう 

 

 本当に親にそのように告げて、お願いして欲しいのですが、そのようにしたとしても、

何らかの条件は出されると思います。 

アルバイトをして自分で生計を立てながら、生活費を家に入れて、その上で就職活動を

しなさい。と、どうにもならない交換条件を出されたりするかもしれません。 

 そうなったとしても、現実問題として、１年半の期間で就職を確定させることが必須に

なりますので、モタモタして、何年もフリーター生活に陥ってしまうことはなくなります。 

 

 

２０．半年間を自己整理に次の１年間を再検討、再組み立てなどの期間に充てる 

 

 １年半の時間をもらった安心がありますので、その１年半後に自分がどうなっているの

かをじっくり計画立ててください。 

 平日の暮らしは何をしていて、休みの日に何をしていて、と具体的に書くことができる

箇所もあるでしょうし、何となく目標を書いてみるだけで、どうしても具体的にならない

箇所もあるでしょうし、本当に難しく感じるかもしれません。 

 難しく感じるかもしれませんが、本当に大事なことは、親と話し合ったこと、自分の力

で計画を書き出したということです。 

 何をしていいのか分からないところから、何をしなければならないのか？というように、

あなたの中で課題ができて、行動の仕方が出てきたからです。 

 実際に話し合うこと、書くことを行って自分を変えるきっかけをつくってください。 

 

 

２１．１年半の７８週間を７８日間でこなせるように計画をつくり変える 

 

 計画表をつくってみると、何となくでも、あなたの普段の暮らしぶりと目標が見えてき

たと思います。 

今の時点で目指しているものは「１年半後のあなた」です。その間にいくつかの中間目

標点も出てきたと思います。 

１年半かけてじっくり取り組もうと考えている大枠での計画なのですが、この計画の中

にある中間目標地点にあることがらと、最終目標点だけを切り抜いてください。 

最終目標と中間目標ができ上がっていれば、時間短縮計画も作成可能になります。 



 理論上は、この最終目標と中間目標を最終日と中間目標の目安になりそうな日取りに置

いて、あとはスタート地点と結び付ければ完成します。 

 ７８週間は１年半です。７８日間は２箇月半です。 

約７分の１にするので忙しさが７倍になりますが、土日を使って、祝日を使って、年末年

始を使って、盆休みを使って、今の自分の性格を考えてなど、たくさんの背景がある中で

の作成だと思いますが、さすがに７分の１にしようとすると、何らかの工夫が必要です。 

 日常生活を変えるつもりで計画をつくり直してください。 

 無事にスタートとゴールがつながると実行に移すだけで目標まで到達できます。 

 

 

２２．期限と約束を守る 

 

 １年半の期間を守る。計画通りに進める。自分との約束を守る。 

 毎日しなければならないことに埋もれると思います。 

 何をすればいいか分からない生活から、優先順位を付けて、工夫までしなければならな

い目に遭ってしまいました。 

 念のために書いておきますが、計画通りに進まなくても、計画が終わると目標まで到達

していることだけは意識の外に追いやらないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 生活管理・時間管理 ） 

 

２３．寝る時間と起きる時間を決める 

 

 決まった時間に起きて、決まった時間に寝る。 

 当たり前のことなのですが、毎日、毎週、毎月、毎年のこととなると、どこかで崩れて

しまい、この当たり前のことを守ることができなくなってしまいます。 

 今日を区切りとして決め直してください。 

 

 

２４．不摂生が疲れる根元につながることを理解する 

 

 寝る時間が遅くなると、起きる時間も遅くなる。 

 寝る時間が遅いのに、起きる時間が変わらないとすれば、体がどんどん疲れていきます。 

 分かり切っていることかもしれませんが、改めて振り返ってみてください。 

 

 

２５．規則正しい生活を送る 

 

 決まった時間に起きて、決まった時間に寝る。 

 起きてから寝るまでの時間も、ご自身で管理してみてください。 

 どれだけ忙しくなっても、無理のない、無理をしない生活を心掛けてください。 

 

 

２６．早朝、平日夜、土日祝の使い方を整理する 

 

 アルバイトをすでにしているのなら、通勤前の時間、業務終了後の時間、アルバイトが

休みになっている日や土日祝など、行動を自由に決めることができる時間や日取りがある

と思います。 

 どれだけの時間が、常に残っているのかを一度計算してみてください。 

 ここでは、何時から何時までが空き時間で、どの曜日が休息に充てられているのかを確

認するだけで結構です。 

 

 

 

 



２７．アルバイト（仕事）が休みの日、土日祝でも仕事のときと同じ時間帯で生活する 

 

 周囲が働いているときに、自分だけが正社員として働いていない、自分だけが違うこと

をしている、といった不安に包まれて生活しているかもしれません。 

 平日が緊張感で埋め尽くされているので、休みの日くらいは周囲と同じようにくつろぎ

たい、休みたい、何もしたくない、ゆっくりしたい、のんびりしたい、といった気持ちが

あると思います。 

 苦しいときは休んでも構いません。ですが、アルバイトに備えて体を休め、アルバイト

のために休日を過ごしているのであれば、その状態が気付かないうちに最大限度になって

しまいます。 

 アルバイトのために生きているわけではないので、もう少しだけ突っ張って、次へ進む

ための余力を持ってください。 

 同じ時間帯で生活すると意識すれば、自動的に持ち時間が増えていると思いませんか？ 

 

 

２８．早朝時間を利用する 

 

 さきほど「早朝、平日夜、土日祝の使い方を整理する」と書きました。 

どこにも持ち時間がない場合、最後の手段として早朝時間を利用するのですが、初めから

早朝時間も自分の持ち時間として意識していてください。 

 この時間を増やすことができると、本当に毎日の早朝の時間が、自分のためだけにある

といった気持ちになります。 

 

 

２９．土日祝も早朝から活動する 

 

 土日祝が休みでない方は、仕事が休みの日と置き換えてください。 

 早朝しかも休みの日となると、緩んでしまうのがふつうなのですが、その時間も自分の

将来のために使うようにしてください。 

 

 

３０．１週間全１６８時間の過ごし方を書き出す 

 

 １週間は２４時間が７日あるので総計すると１６８時間になります。 

その１６８時間を規則正しく、早朝から活用することを心掛けると、毎日どれだけの時間

が使えるのかが分かります。１６８時間すべてをどう使うのか書き出してください。 



３１．毎日精一杯の生活をする 

 

 早朝、休日も含めた１週間全１６８時間の使い方を書き出しているので、書き出した通

りに生活すると、毎日精一杯の生活をすることになります。 

 この生活をして自分自身が変われないとすれば、変わる気がないか、変わるための行動

になっていないものが入っているか、実行していないかのどれかになります。 

 

 

３２．お金の動き、時間の使い方、行動の詳細を記録する 

 

 毎日、何にお金を使って、どのような時間の使い方をしていて、どのような行動をして

いるのかを実際に把握してください。 

 意外なところにお金を使っていたり、ついつい時間が過ぎていることが見つかったり、

どう考えても「これは違う」といった行動が目につく場面に遭遇します。 

 把握をしているだけで記録をしていないと修正の仕方が分からなくなるので、必ず記録

をして跡形が残るようにしてください。 

 

 

３３．時間もお金も行動もムダづかいしない 

 

 疑問符がついてしまう時間の使い方、お金の使い方、ムダな行動が把握できたのなら、

その反対になる行動をすれば解決します。 

 記録は残していますよね？ 

 記録が残っていれば、ムダの跡形が目に見える状態なので、どうすればいいのかを考え

ることができるようになります。 

 １円たりとも使わない、１分でもムダなことはしない、意味不明な行動は一切しない、

など理想を追い求めればキリがなくなりますが、ムダづかいしないということは、垂れ流

すような生き方をしないという意味であると考えてください。 

 

 

３４．残業のない時給労働生活を送る 

 

アルバイトをする必要がある状況になったとしても、残業のない会社を選んでください。 

残業生活のために持ち時間が限られている場合も、残業を断る交渉をしてください。 

 残業時間は、業務規定外のあなたの将来のための時間です。就職活動準備に入るので、

残業できなくなったのですが、と言ってみてください。 



３５．月々の最大貯金額を決める 

 

 アルバイトの面接のときに、持ち時間と生活費を無意識で計算していると思います。 

この時給なら、一箇月でいくらもらえて、一箇月いくらまで貯金できる、と計算が仕上が

っているはずです。 

 守れるか守れないかは別にして、初めの段階では設定をしていると思います。 

 その初期設定を書き出しておいて、最大貯金額を確定させておいてください。 

 

 

３６．最大貯金額に達しない場合、原因と理由を調べ尽くす 

 

 初めに決めた月々の最大貯金額に毎月達することはできませんよね？ 

決めた貯金額に達することができなかった場合、何らかの原因と理由が見つかるはずです。 

 その原因と理由について掘り下げてほしいのです。 

理想の金額と実際の金額でズレが起きるのは、就職活動もしなければならない、アルバ

イトもしなければならない、自分の居場所も欲しい、たまには息抜きしたい、など理由が

たくさん出てきます。 

 出てきた理由につながる原因も浮き上がってきます。 

「こころの揺れが起きてしまう不安定な状況に耐えられなくなっている」 

 無理やり集約するとこの一つに落ち着くのではないでしょうか？ 

 断続的労働を選択してしまい困窮から抜け出せないでいる、という理由も不安定からの

回避のために、思い切りのいい行動ができなくなったからではないかと考えます。 

 他にも個別の理由があると思いますので、思い当たる原因をさがしてみてください。 

 

 

３７．自分が使い切れる月々の最大持ち時間を集計する 

 

 お金と時間はつながっていないと感じるかもしれませんが、つなげて考えないと後々の

生き方を考えたときに行き詰まってしまいます。 

 早朝と休日も含めて計画は立てているので、持ち時間の集計もできますよね？ 

 まだできていないのなら、小学生の夏休みの計画表のようなものでもいいので、曜日を

７つならべて、労働時間がどれくらいで、家での用事の時間がどれくらいで、起きる時間

と寝る時間を決めて、空き時間をざっと集計してください。 

 １週間単位での空き時間が集計されましたので、その時間を憶えていてください。 

 

 



３８．最大持ち時間をつくり出せない、使い切れないときは原因と理由を追及する 

 

 あなたが１週間でどれだけの持ち時間があるのかを知らなかった場合、時給労働生活で

どこまでも流されてしまいます。 

 あなたが１週間での最大持ち時間を知っているのなら、その時間を有効活用すればいい

ですし、知らないなら持ち時間を有効活用するために知る必要があると理解してください。 

 つくり出すと表現しているのは、意識してつくろうとしない限り、時間の流れを自分の

方向へ引っ張れないからです。 

 つくり出すことができたら、今度は上手に使うことを意識してください。 

 時間をつくり出すほど忙しくない場合は、時間を使うことも意識しなくていいのですが、 

最終目的となる就職内定を達成するために、後々に持ち時間がなくなる可能性があるので、

順番を反対にして書いています。 

 つくり出せない、使い切れない場合は、どこかに原因と理由が落ちているはずですので、

その原因と理由をじっくり考え直してみてください。 

 

 

３９．遊びの誘いは基本的にすべて断る 

 

 当事者としてはものすごく長く感じる期間なのですが、少しだけ我慢すればいいので、

通常生活を送って暮らしている人からのお誘いはできるだけ受けないようにしてください。 

 

 

４０．コマ切れ時間を雑務、大きな時間は重要なことを考えるために使う 

 

 時間の浮き方がさまざまになると思いますが、コマ切れ時間は用事をこなすなどの雑務

に使い、大きな時間は大事なことを考えるために使うように意識してください。 

 雑務を寄せてコマ切れ時間にはめる、コマ切れ時間を寄せて大きな時間につくりかえる

ことも同じように意識してみてください。 

 

４１．心の居場所となる隠れ家的空間を見つける 

 

 「全力就職活動中」とどれだけ意識しようとしても、つらいものはつらいし、苦しいも

のは苦しいです。 

 自分を受け入れてくれる空間であれば理想ですが、自分が心から落ち着ける場所を必ず

一つ以上見つけてください。 

 



４２．通信機器を持たない行方不明時間をつくり自分考察時間に充てる 

 

 情報が入ってきて当たり前の時代ですが、情報を遮断しないと、考えが揺れる時期もあ

ると思います。 

 自分のことについて深く考えるときに、誘惑となる情報媒体が近くにある、考えること

を遮断されてしまう通信機器を持っていると、あなたがものを考えることに対してのスイ

ッチを入れたり切ったりしなければならなくなります。 

 さきほど書いた自分が落ち着ける場所で、自分自身について深く考えるようにしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 興味探索 ） 

 

４３．自分は最終的にどのような人になっていたいのか考える 

 

 遠すぎて分からないかもしれませんが、こどもの頃に考えた夢は大人になると叶わなく

なるのでしょうか？ 

 「なりたいものという想いがやりたいことという狭い範囲に変わってしまう」 

 会社で働くことに照準に合わせてしまうと、どうしても考え方が狭くなります。 

 もう一度、１年半後になっていたいものはどこから出てきたのか考えてみてください。 

 今の苦しさから逃げ込みたい一心で仕事を選んだのではないなら、そのまま深く掘り下

げてください。 

 誰のために役に立ちたくて、どのような生き方をしたいのか？ 

 自分を置きに行こうとしているだけなのか、本当に就職が内定した後も、職業人として

十分に育つ業界に進もうとしているかどうかを考え直してみてください 

 

 

４４．やりたかったことを細かく書き出す 

 

 なりたいものが思想で、やりたいことが小手先である、と仮定します。 

 小手先のものばかりですが、小手先のものを細かくたくさん書き出すと共通点が見つか

ります。 

 共通点に目を付けてください。 

 どういったものにやる気を起こしているのかという傾向が見つかります。 

 この傾向を大事にしてください。 

 

 

４５．どれだけ些細なものでもいいので、自分が結果を出したものを全部書き出す 

 

 成功体験を教えてください、という大げさなものではありません。 

 小さなものをたくさん書き出して集めてください。 

 どういったものにあなたは結果を残しやすいのかという傾向が見つかります。 

 この傾向も同じように拾い上げてください。 

 

 

 

 



４６．自分がハマって流されたものがどのように楽しくて流されたのか分析する 

 

 無意識のうちに流されてしまうものが、勝手に行動に移してしまうほど好きなもので、

理屈抜きで取り組んでしまうことがらになります。 

 理屈抜きで流されたことがらの仕組みが、どういったものであるのかが理解できると、

あなたの無意識での傾向も把握できるようになります。 

 ここでもあなたの傾向をつかむ一つの手段が出てきますので拾い上げてください。 

 

 

４７．学生時代も含めてアルバイト経験をすべて書き出す 

 

 面接に行って、働いたものすべてが何らかの興味につながっています。 

 １日で飽きたもの、面接だけで何となく違うと感じたもの、今後につながる材料として、

思い付く限り書き出してみてください。 

 

 

４８．身近に居るもしくは自分が思い浮かべる凄い人と自分はどう違うかを考える 

 

 あなたが感じる凄い人は、憧れで終わるかもしれないですが目標となる人です。 

 興味がなければ凄いとは感じませんし、何かが足りなくて、何かを埋めたくて関心を持

ち続けているからと考えます。 

 理念、信念、信条といった読みにくい思想背景から、目に見える格好良さ、雰囲気など

から、どこまでもイメージを深めて、どのような積み上げをして、その人が凄いと感じる

までになったのかを考えてみてください。 

 

 

４９．凄い人と自分の差の埋め方を考え尽くして埋める作業をつくり出す 

 

 実際に埋めるところまでは求めていません。 

 どういう具体的なことをすれば、その人により近付くことができるかを考え尽くして書

いてみてください。 

このようなことをすればこの部分が埋まり、こうしてみればまた別の部分が埋まるとい

うように、たくさんの過程が見つかれば、その過程の中に自分が足りないもの、自分が埋

めたいものが見つかります。 

 傾向と課題がここで完了しているはずです。 

 



５０．毎晩、自分は将来何になりたいのか？と寝るときに宿題を課して床に就く 

 

 何をすればいいか分からないとなっているくらいなら、毎晩、宿題を出して寝るだけで

済むので、それほど効率のいい取り組み方はないと思いませんか？ 

 悩み込むこともないですし、そのうち寝てしまいます。 

 何かが浮かんできたら、そのつど、どこかに書き残してください。 

 

 

５１．週に半日はまっすぐ自分と就職と向き合う時間をつくる 

 

 １週間のうち、どこかの曜日の午前と午後、どちらでもいいので自分と就職と向き合う

時間をつくってください。 

 この時間をつくらないまま過ごすと、何年も漂流してしまうことになります。 

 現実を見るのがつらい、だから見たくない、なら見ない、それで済むのならそれで構わ

ないのですが、何年も漂流するくらいなら、週に半日だけ立ち止まって、少しくらい辛い

思いをしてもいいのではないかと考えます。 

 

 

５２．したいことをどんどん人に話す 

 

 相手が居ないと始まりませんが、相手をさがすためには外に出ないといけません。 

想いを外に吐き出す方法はいくらでもあります。 

 紙に書くこともそうですし、ブログに書いてしまうことも吐き出すことになります。 

 大事なことは自分の想いを外に出すことです。自分で読み返すこともできます。 

 自分で読み返してみて矛盾点があれば、それが評価されない部分ですし、納得できるこ

とならその点は誰が見ても大丈夫なところのはずです。 

 言わなければ分からないし、言わなければ伝わりません。 

 どうせ言っても伝わらないからと何もしないことは避けてください。 

 

 

５３．興味を目一杯広げる 

 

 過去の傾向と課題は完了していますよね？ 

 なりたいもの群、やりたいこと群、と範囲を広げて興味を目一杯広げてみてください。 

 今の能力でできそうなこと、これから段階的に実力をつけて行いたいこと、自由に考え

てみてください。 



５４．どんどん「ブレて」いいと考えて自分を締め付けない 

 

 未来のことは誰にも分からないので、考えを広げているときは、自分の考えていること

をつぶさないようにしてください。 

 自分の可能性を自分でつぶすようなもったいないことはしないでください。 

 

 

５５．目一杯興味を広げた後で掘り下げるために調べ尽くす 

 

 浅く興味を広げた上で、今度は深掘りしていきます。 

深掘りすると自分の限界ラインを越えているかどうかも見えてきます。 

 調べるということは興味を深めることにもつながりますので、勝手に知識が付いていき

ますし、志望動機も自然に練り込むことにつながっていきます。 

 調べ尽くす段階になると飽きが来てやめてしまうことになるので、勝手に興味から零れ

落ちていきます。これで目一杯広げた興味が徐々に狭くなっていきます。 

 

 

５６．楽しそうな仕事をさがす 

 

 この仕事ならいつまででもできそう、自分のためにも人のためにもなりそう、と感じる

仕事をさがしてください。 

 寝る間も惜しんで働いてもいい仕事というように、楽しいという単語の感じ方を少しだ

け変えてください。 

 

 

５７．死ぬまでに一度は働いてみたい仕事を考えてみる 

 

 なぜ、その仕事なのか？という本当の理由がどこかに隠されています。 

 その根元にある理由をさぐってみてください。 

 

 

５８．どういう生き方をしたいのか自由に考えてみる 

 

 めぐりめぐって戻ってきましたが、初めと今とでどのように変わっていますか？ 

 自分の想いが先に来ていますか？それとも就職したいが先に来ていましたか？ 

 あなたの就職ですので、自分を流し込まないように自由に考えてくださいね。 



（ 心構え ） 

 

５９．親のための就職ではないと割り切る 

 

 誰が働き、誰がお金を手にして、誰が実際に日々暮らしていくのでしょう？ 

 そこまで考えれば、同じ場所に住んでいて、どれだけ大きく影響を与えられようとも、

あなたが結論を出すことに変わりないことに気付くと思います。 

 学卒無業者になると、家を針のむしろのように感じるかもしれません。 

 何も言われなくても、いつ何を言われるのか分からなくて、顔を合わせることがつらく

なるかもしれません。 

 そのことばかり気にしてしまい、どこでどう過ごせばいいのか分からなくなるかもしれ

ません。 

 それでも結論を出して行動するのは、あなたです。 

 実際に何を言われても、あなたのための就職活動であることは忘れないでください。 

 

 

６０．後ろめたい気持ちになることがらを想定してすべて書き出す。 

 

 どういったことがきっかけで、自分が後ろ向きになるのかを事前に書き出してください。 

 書き出した後、どのように対処すれば、後ろ向きの状態から出ることができるのかまで、

踏み込んで考えてください。 

 

 

６１．非正規労働は遠慮せずいつ降りてもいい 

 

 非正規労働で組み込むことが当たり前のようになっていますが、業務上の都合です。 

 会社組織という無機質なものに巻き込まれている状態が当たり前と感じないでください。 

 会社組織という無機質なものに所属している人は、その働き方を自己選択として契約を

結んで、今後もずっと非正規労働者として貢献し続けてくれるであろうと考えています。 

 その方が経費も削減されて助かりますので、個人的心情については考えてもらえません。 

 なぜ考えてもらえないかというと、個人の心理背景が会社組織運営の中で、表に出てき

てしまうと会社がつぶれてしまうからです。 

 そこまで理解した上で、あなたのためだけに就職活動をしてください。 

 就職が内定しましたという文言に逆らえる会社は、おそらくないと思います。 

代わりの人材はいくらでも居るので、遠慮なく就職して降りたいときに降りてください。 

 



６２．受け取りたい最低給与条件を確定させておく 

 

 時給労働の限界点を一度計算してみましょう。 

時給１０００円で週５日労働、午前９時から午後６時のフルタイム労働で換算します。 

 休憩時間を１時間とすると、実労働時間は８時間です。 

 １日での給与額面は８０００円、約２２日間で１ヶ月と換算します。 

１７６０００円が差引き前賃金額です。社会保険完備の場合、概算で月額３５０００円を

引かれるものとして計算します。 

 １４１０００円が手元に入ってくる賃金額です。 

 週６日にした場合は単純計算で１．２倍ですので、差引き前賃金額で２１１２００円、

最終的に手元に入る金額が１７６２００円と見積もりしてください。 

 週休２日制の場合は、１７６０００円以上で、週休１日制の場合は、２１１２００円以

上になる給与額面での労働を選択すると、自動的にフリーター、非正規労働者としての通

常ラインを超える最低給与条件に該当することになります。 

 これらを最低給与条件の選択の目安にしてください。 

 

 

６３．堂々と胸を張れる仕事をさがす 

 

 学卒無業からフリーター、非正規労働者として仕事をして、その延長線上で就職先をさ

がしてみようと考えることもあると思います。 

 延長線上で就職先を決めてしまって、その生き方で堂々と胸を張れますか？ 

 毎日が埋もれてしまいそうな生活を送ると、苦しさから逃れたいだけで、目の前にある

ものをつかんでしまうことをしかねないから何度も同じことを書いて喚起しています。 

 何のために学卒無業者になったのか、フリーターで居るのか、非正規労働者になってい

るのかを強気になって考え直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 活動準備 ） 

 

６４．求人情報を集めるために転職、就職サイトに登録する 

 

 就職するためにではなく、情報を集めるためです。 

登録しないと見ることができない求人もありますので、情報収集と割り切ってください。 

その後、就職サイトの会社に面接に呼ばれることもあると思いますので、そのときは履

歴書と職務経歴書のつくり方を学んできてください。 

 会社で働く人がどのように動いているのかを知るいい機会にもなりますので、何でも吸

収できる機会と謙虚に接してください。 

 

 

６５．アルバイト情報誌、新聞も忘れずに検討対象に入れる 

 

 非正規労働者として雇われてしまうと、求人情報に関する一切のものを見なくなってし

まいませんか？ 

 お金を稼いでいて時間もないし面倒くさいので、仕事を辞めてから見ることにする、と

いった心境になっていませんか？ 

 フルタイムの非正規労働者として日常生活を吸収されると、正規労働者と同じような時

間割で労働をすることになります。 

 その中で求職活動をするとなると、平日夜、休日、早朝がどうしても必要になります。 

 その時間を使って、非正規労働者として所属しながら情報収集に最も多くの時間を割い

てください。 

 地元求人紙は主要駅にあるので、情報収集のためにかき集める。 

 新聞の求人も図書館を隠れ家的空間にして利用して、その場で情報収集する。 

 仕事に関する興味は十分に掘り下げていると思いますので、対象求人については問題な

いと思います。 

 

 

６６．職務経歴書に書き残せるほど献身的に働く 

 

 意味を持って働かないと、職務経歴書には何も書き残すことができません。 

 懸命に頑張ったことではなく、どういった作業をしていたのか、自分はどのようなこと

を任されて、どのように工夫や試行錯誤をしたのかを少しずつ積み上げてください。 

 その作業すべてを具体的に書き記すことができなければ、経歴書には経歴として残すこ

とができないので、必然的に献身的に働かざるを得なくなります。 



６７．普段から正社員として認められるような働きをする 

 

 非正規労働者だから仕事ができないと思われるのは、悔しくないですか？ 

正社員登用ありといっても、いつまで経っても雇われないと感じている人も多い時代です。 

 雇う側から考えると、全員を正社員として登用できないことが分かると思います。 

 経費を節減している代わりに、非正規労働者としての労働は、責任ができるだけ残らな

いように工夫して回ってきていることは、非正規労働当事者が気付かないところでなされ

ています。 

 実際に非正規労働者が正規労働者として耐え得るかどうかは、雇用してみないと分から

ないのですが、ごく稀に正社員としても十分通用するにもかかわらず、非正規労働者とし

て仕事をしている人も居ます。 

 受け答えの仕方や一通りの作業の呑み込みの速度など、一目で違うと分かります。 

 実際に正社員登用の雇用対象に入る方はそのような動きをしている非正規労働者です。 

 どこで非正規労働をしても「正社員として働かないか？」と誘われるほど懸命に働いて

ください。 

 

 

６８．就業能力が不足しているなら絶望せず感情排除して能力を補う対処をする 

 

 正規労働者として不採用になる理由は、能力がないのではなく、現時点では能力が足り

ていないか、単に上位者が居たということです。 

 さすがに何度もその状況が続くと、非正規労働出身だからと感じるかもしれません。 

 実際はそうではなく、書類上の自己表現が足りていないか、面接でしどろもどろになっ

ているか、自信のなさが表情から見てとれるか、本当に縁がない会社に何も考えずにぶつ

かって行っているかのどれかになります。 

 書類のレベルを上げ、面接の練習をして、自分に合う会社を見つけて、内定を受け取る。 

 必要なことを備えて、迎え入れてもらうだけで解決します。 

 あとは、雇われながら鍛え上げられていく、ということになります。 

 

 

６９．興味のあることの非正規労働をする 

 

 正規労働者の枠がなくても、非正規労働での枠ならあるかもしれません。 

 そこに完全に収まってしまうのではなく、正規労働者として働いても十分に通用するほ

ど仕事をしながら、転職活動をしてください。 

 



７０．これなら大丈夫という内定業界を一つ用意しておく 

 

 あまりお勧めはしないのですが、どうしても正社員の肩書きが欲しくて、そうしないと

自分の気持ちが持たないときは、正規労働者としての肩書きを手に入れることができる業

界を一つだけ用意しておいてください。 

 不本意業種の非正規労働者から希望業種の非正規労働者、希望業種の正規労働者という

手順と、不本意業種の非正規労働者から不本意業種の正規労働者、希望業種の正規労働者

というもう一つ道のりを用意する手立ても考えてください。 

 

 

７１．人をとかすほどの熱意を持つ 

 

 熱意だけでもダメなのですが、熱意さえ感じられない場合、周囲に何も伝わりません。 

 話さなければならないことがたくさんあり過ぎて、それをまとめ切ることが大変なくら

い、自分が就きたい仕事についての想いを持っていないと、正規労働者同士での就職戦線

でも勝てません。 

 余裕がある人が勝ち残り、言葉をたくさん持っている人が勝ち残るとすると、勝ち残る

ために必要なものは、言葉をたくさん用意して余裕を持つことになります。 

 言葉をたくさん用意するために、熱意が必要なことは理解していただけたと思いますが、

その言葉をまとめた上で戦地に臨むことも忘れないでください。 

 

 

７２．フリーター仲間と深くかかわらない 

 

 アルバイト先で仲のいい人ができると思いますが、あなたに有用なものをもたらす人か

どうかを早めに判断してください。 

 ただ寄り添いたいだけで、休み時間も同じように行動したり、お昼休みも話し込んだり、

業務時間外に遊びのお誘いを受けるかもしれません。 

 ともに過ごすにつれて、自分の時間が奪われていくかもしれないので、アルバイト先で

の人付き合いに関しては注意をしてください。 

 

 

７３．単なる就職活動の延長戦と捉える 

 

 ハッキリ言ってしまうとフリーター、非正規労働者として所属している期間は単なる就

職活動の延長戦です。あなたの本分に戻ってください。 



７４．不安なときは動きを増やす 

 

 不安になればなるほど動きを取ることができなくなります。 

行動が行動を呼びますが、不安は硬直を呼び起こすと考えてください。 

行き詰まっても、行動を続けていれば凝り固まってしまうことはありません。 

 不安になったときは敢えて動きを増やすようにしてください。 

 

 

７５．新卒用の就職活動書籍を読む 

 

 卒業してしまうと既卒になってしまうので、参考書籍が何もない状態になってしまいま

すが、新卒用の就職活動書籍も利用価値が十分あります。 

 『面接の達人』は何の役にも立たないとレビューにも書かれていますが、本当にじっく

り読み込むと何が書かれているのかが理解できます。 

 自己紹介と志望動機をしっかり言えると内定が決まる。 

 それでも不採用であった場合、上には上が居ただけで、別の会社では迎え入れてもらえ

るかもしれません。 

 就職活動書籍の源流が『面接の達人』と考えていますので、個人的にはこれで十分と感

じます。 

 そして、もう一冊気になる書籍があるのですが、こちらは新卒とも転職ともかけ離れた

書籍になります。 

 『成功する４０代・５０代の転職術』佐々木一美著（敬称略） 

 非正規労働者からの就職に対しての解答が、中高年の転職にあるとは当事者からは想像

もつかないと思います。 

 こちらも余裕がありましたら、目を通していただければと思います。 

 

 

（ 最後に ） 

 

 文字数が最小限になるように、文章をつくり上げましたので、すぐに読み終わってしま

いますが、文章を読むだけでは解決にはつながりません。 

 計画策定や実際の行動に移す際に、踏み出せないことも数多く書いています。 

 当事者としての失敗、挫折も踏まえた上で、先回りして書いていることばかりです。 

 何もしなければ何も変わらない。１年半後を変えたいのなら、今を変えてください。 

 後の人生を買うために、今少しだけ苦労してもいいのではないかと考えてください。 

 



― あとがき ― 

 

 ワーク・ライフ・アンバランスとフリーター 

 

 低収入時給労働者としての所属、定収入確保のために、将来設計のための時間を削って、

非正規労働者として働き続ける。 

 非正規労働者としてのスキルアップをしながら、上位層に感謝され、そのまま本分を忘

れてしまうほど、忙しく働いてしまう。 

 会社はなぜ、フルタイム労働で残業まで望んでいるのか？ 

 会社は営利組織だからです。便利なものはあれば便利に使う。当然です。 

 会社という組織体に感情は一切ありません。 

感情を持った人が働いているにもかかわらず、感情を表に出さない。 

なぜか？それが仕事だからです。 

 フリーターや非正規労働者が、なぜ吸い込まれてしまうのか？ 

 非正規労働に進む入り口と正規労働に進む入り口の二つがあり、非正規労働を選択して

しまうからです。 

 初期動機の間違いを起こして、その後、感情を持たない組織に期待をする感情を持って

しまい、徐々に力をなくしていってしまう。 

 組織が入り口を頑丈に施錠しているので、一度間違えてしまうと二度と戻れなくなって

しまう錯覚を起こしてしまいますが、立て直しさえできれば、もう一度入り口まで戻って

きて、正規労働の入り口に辿り着きますし、施錠も解除してもらえます。 

 学卒無業者になっている場合、就職活動の延長戦を行う。 

 断続的労働の繰り返しにより、右往左往しかできない状況になっているなら、親に就職

宣言をして、資金面での相談をする。 

 工面してもらえるのなら就職活動に専念できますし、もしできなかったとしても、週４

日残業なしの労働で時間は確保できます。 

 月、水、木、土が労働日、火、金が就職活動日、日曜を調整日にする 

 火、木、土、日に働いて、月、水、金を就職活動日、調整日にする 

 土日に働いて、月、水、金、をダブルワーク日に持っていき、火、木を空ける 

 思い付くことさえできれば、吸い込まれることからすり抜ける方法はいくらでも出てき

ます。 

 あなた自身の手で、フリーターとしてのワーク・ライフ・バランスを手にして、その上

で、納得就職を確保するために全力で就職活動をしてください。 

 

 

 


