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　現在、10万人以上の新卒生が既卒生となっている。フリーター人口は 200 万人
とも言われている（その半数が20代 の若者）。その中には「働きたくても働けない」、
「働くチャンスが与えられない」若者が大勢いる。

　また、入社 3年以内での離職率は 35％と高水準のまま推移している。職に就い
ても「自分の成長に繋がる仕事」、「やりがいを感じられる仕事」を求めて退職して
いく若者も大勢いる。

　既卒生（第二新卒を含む）3,000 人以上のキャリアカウンセリングを通して、若
者が様々な悩みを抱きながら就職・転職活動に取り組んでいることを毎日感じてい
る。ある程度は自分自身で悩みながら答えを見出すことも必要かもしれない。しか
し、就職・転職活動はただでさえ身体的、精神的に『しんどい』イベントであるこ
とは間違いない。結果的に妥協してしまい、諦めてしまう若者も大勢いる。

　私は 3,000 人のキャリアカウンセリングを通して、就職・転職に関する膨大なノ
ウハウを蓄積させていただいた。それであれば、「このノウハウを若者に還元しな
ければならない」という思いに駆られてこの小冊子の作成に至った。この小冊子は
就職・転職活動に取り組む若者に共通する「９つの悩み」に対する私なりのアドバ
イスをまとめている。

　この小冊子が少しでも多くの「働きたくてUZUZ（ウズウズ）している若者」の
就職・転職活動の悩みを解決する一助となるよう願っている。

株式会社UZUZ　代表取締役 兼 キャリアカウンセラー　今村邦之

はじめに

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと

UZUZしている若者たちへ！



CASE1　新卒ではあんなに通った書類審査が通らない！

　さあ、いざ内定目指して頑張ろうというときに、書類審査で躓いてしまうことは
皆さん経験があるでしょう。新卒の頃は書類審査はほぼ通過していた。なのに、既
卒（第二新卒）になった途端に書類通過率が悪くなってしまったとショックを受け
ている方は少なくないでしょう。何故このようなことが起こるのでしょうか？その
答えは簡単です。既卒（第二新卒）の採用枠が新卒の採用枠に比べて『非常に少な
いから』です。採用人数が少ないということで求人倍率が上がりますから、年齢、
学歴、職務経歴に関する採用条件もより厳しく審査されます。その影響で書類通過
率が悪化することは必然なのです。このような新卒アドバンテージを産み出してい
るのが、日本が従来採用している『新卒一括採用システム』です。

　現在のような『新卒一括採用システム』では、大学生は 3～ 4年時に就職活動
を行って、卒業と同時に仕事を始めます。一般的に、企業は有能な人材を確保する
ため、こぞって新卒を採用しようとします。だから、新卒対象の求人が多いのです。
裏を返すと、新卒での圧倒的アバンテージを活かすことができないと、既卒（第二
新卒）においてはその分がビハインドとなって重く伸し掛ってくることを意味して
います。自分の実力不足で内定を勝ち取ることができない場合であれば、納得もで
きるでしょう。しかし、近年のようにリーマンショック等の外的要因で、採用人数
が著しく減少してしまった場合、納得できるでしょうか？生まれた年によって就職
活動をする年度が決まり、そのまま人生全体の方向性まで決まってしまう。そんな
理不尽さを内包している仕組みが現在の「新卒一括採用システム」なのです。

②

②

どうして新卒の頃より通過率が悪いのか！？

新卒一括採用システムとは！？
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　書類選考における提出書類は履歴書、職務経歴書の２つです。その２つの書類の
内容としては、主に学歴、職歴、資格、自己 PR等があります。もちろん履歴書の
書き方や写真館で撮った写真を使用するといったような基本的なことも重要です。
しかし、これらは差別化というよりも必要最低条件です。では何を改善することが
最も効果的なのでしょう？ずばりそれは「自己ＰＲ」です。学歴・職歴といった経
歴に変更の余地などありません。資格を取ることも効果はあるでしょう。
しかし、活動に影響を及ぼす程の資格を取るには時間がかかり
すぎてしまいます。自己ＰＲの改善はすぐに取り組むことが
でき、効果は絶大です。さあ、自己ＰＲの内容を改善して、
他の求職者との差別化を図り、採用担当者に響く書類を
作成しましょう。

③

③

書類の内容で差別化を！

自己PRをまずは改善すべし！
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　書類選考における提出書類は履歴書、職務経歴書の２つです。その２つの書類の
内容としては、主に学歴、職歴、資格、自己 PR等があります。もちろん履歴書の
フォーマットもあり、顔写真は写真館で撮った写真の方がベターといったような基
本的なことも重要です。しかし、これらは差別化というよりもどちらかというと必
要最低条件です。では何を改善することが最も効果的なのでしょう？ずばりそれは
「自己ＰＲ」です。学歴・職歴といった経歴に変更の余地はありません。資格を取
ることも効果はあるでしょう。しかし、活動に影響を及ぼす程の資格を取るには時
間がかかりすぎてしまいます。資格取得に失敗してしまうと取得に要した時間がそ
のまま空白期間として残ってしまいます。自己ＰＲの改善はすぐに取り組むことが
でき、効果は絶大です。さあ、自己ＰＲの内容を改善して、他の求職者との差別化
を図り、採用担当者の興味をそそる書類を作成しましょう。



CASE2　企業にウケる自己ＰＲってどう書くの？

　何事においてもそうですが、まずは相手のニーズを把握することから始めましょ
う。採用担当者の方興味は何でしょうか？あなたが採用担当者だったとしたら、ど
のような人材が欲しいでしょうか？『仕事ができる人材』が欲しいですよね？仕事
ができる人材はどこで見分けられるんでしょう？それはあなたの「仕事へのアプ
ローチ方法とその結果」から見分けられます。あなたがアルバイトや前職において、
どのように問題点を整理したのか？その問題点をどのように解決したのか？その際
にうまくいかなかったことは何ですか？そのとき意識していたことは何ですか？も
ちろんプロセスだけではなく、結果も重要です。なので、自己ＰＲのエピソードは
仕事へのアプローチが連想できる体験を紹介すると良いでしょう。何故ならあなた
が『仕事ができる人材』かを判断する材料になるからです。

　次に重要なことは、相手に「簡単に伝わる」文章の書き方を心掛けることです。
自己ＰＲを書く際、アピールすることをできるだけ多く記載した方がアピールでき
るように思われがちです。しかし、伝えたい内容が多すぎると、文章が必要以上に
長くなってしまい、要点がぼやけてしまいます。でもあなたが読み手の立場に立っ
て考えてみてください。採用担当者の方は１日に何十人もの自己ＰＲ
を読んでいるのです。長い文章は読んでいて疲れてしまいます。
つまり、無意識のうちに悪い印象を持たれてしまう可能性があ
ります。自己ＰＲのコツは「具体的に、簡潔に」です。下記
の注意点を意識して、採用担当者の方に優しい自己ＰＲを
作成しましょう。

④

④

あなたは長話を聞きたいですか？

企業にウケる書き方を教えます！
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①結果は数字で明示しよう
②文章の最初にはキャッチコピー（題名）をつけよう
③イメージしやすいエピソードを交えよう
④無駄な文章は思い切って削ろう
⑤構成は「問題点」⇒「改善（工夫）」⇒「結果」の順を心掛けよう
⑥感情を込めて文章は書こう

私は未経験からでも努力し、目標を達成できる人材です。
私は学生時代、バドミントン部に所属していました。未経験者で入部し、３年時に
は、関東学生リーグの大学代表として試合に出場できるまでに成長しました。未経
験者から成長できた理由は以下の３点だと考えています。
1）プレーの幅を広げるため、様々な他プレーヤーを観察しました。このとき
長所、短所の観点で観察するよう心がけました。自分のプレーに活用できるこ
とは積極的に取り入れました。
2）大学の部活では練習が週に３日でした。練習量が足りないと感じた私は地
元や知り合いの方のクラブの練習に参加し、週２日追加で練習をしました。未
経験者である私が経験者に追いつき、追い越すために「量」を意識しました。
3）練習をする際、がむしゃらに練習するのではなく、しっかりとした目的意
識を持って取り組みました。どんな小さな練習に対しても、その練習に目的（意
義）を常に意識しました。練習の制度を向上するため、「質」を意識しました。

これらの取り組みにより、１～３部ある都内のオープン大会の中でも最もレベルの
高い１部で優勝するまでに至りました。大学時代の部活の経験から、たとえ未経験
であっても、工夫し、努力することで追いつき、追い越すことができることを実感
しました。この経験から身に付けたことを活かし、貴社においても一日でも早く成
長していきたいと考えております。

⑤

⑤

内定者の自己ＰＲ（２２歳 /既卒 /男性）
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CASE3　志望動機が上手く作れません…

　志望動機は「造る」ものだと考えている方が多くいらっしゃいます。しかし、造
られた志望動機で面接に臨んだ際に、面接官に少し掘り下げられた質問をされ、答
えに窮してしまったという経験はないでしょうか？それは志望動機が自分の本音
ベースではないから対応できないのです。表面的な志望動機だけでは、
志望動機だけが浮いてしまい、他の質問に対する回答との一貫性
も取れなくなってしまいます。なので、志望動機（就職
活動の軸）となる部分はしっかり自分の「本音」から抽
出して、固めておく必要があります。

⑥

⑥

志望動機を「造って」はいませんか？

　具体的には「過去の経歴」、「現在何をやりたいのか」、「それは将来こうなりたい
から」の３つの軸に関して考えることが重要です。なぜこの３軸で固めていくかと
いうと、この３軸が希望の募集職種と合致していれば、面接官が「何でうちでその
仕事をやりたいのだろう？」といった疑問を抱かなくなるからです。理想としては、
就職活動を含めた過去から将来に通じる軸が希望の募集職種と完全に一致すること
です。もし募集職種にギャップがないのであれば、志望動機が面接官にとても納得
できる内容になるはずですよね？次に職種別の具体例を挙げますので、参考にして
みてください。

採用担当者の「何で？」を失くす！
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　私は貴社の営業職に挑戦させていただきたいと思っております。私は大学生の頃、
国際ボランティアサークルの一員として企業から協賛金を頂き、海外の貧困者に対
して援助を行う活動をしておりました。その活動における私の役割は、協賛企業を
募り、協賛金を集めることでした。そのために、国際援助の重要性、援助を行うこ
とによる企業の CSR 活動におけるメリットをプレゼンする営業活動を１年間行っ
て参りました。結果として、１年間で協賛企業 10 社から合計 50 万円の協賛金を
調達することに成功いたしました。この経験から、営業職における商品の価値と企
業側のメリットをしっかりと伝えることの重要性を肌で感じることができました。
それと同時に営業という仕事にとても興味を抱き、やってみたいと感じるようにな
りました。
　貴社においても営業職として、商品を多くの人に知って頂けるよう尽力したいと
考えております。

⑦

⑦

法人営業職での志望動機

　私は貴社のネットワークエンジニア職に挑戦させていただきたいと思っておりま
す。私は大学時代より IT 機器に非常に興味を持っておりました。しかし、文系学
部卒ということもあり、新卒での就職活動では営業職をメインに活動し、営業職で
の内定を数社いただきました。それでもやはり「IT エンジニアとしてキャリアを
築いていきたい！」という思いが捨てきれず、内定を辞退し、現在 IT エンジニア
を軸に再度就職活動を行っております。貴社では未経験者であってもエンジニアと
してのキャリアをスタートするチャンスを与えてくれるということで、志望いたし
ました。独学ではありますが、情報基礎に関しては書籍、インターネットを通じて
勉強を始めております。
　一日でも早くエンジニアとしてのスキルを身につけ、貴社に貢献できる人材にな
れるよう努力いたします。

IT エンジニア職での志望動機

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと



CASE4　転職って退職してから？それとも働きながら？

　転職をしたいと考えている方にとって、退職は切っても切れないイベントでしょ
う。何となく退職をしてから転職をした方が良さそうですが、しっかり双方でのリ
スクを把握し、自分にとってどちらがより有効かを考えて選択
しましょう。以下に双方のメリットとデメリットを整理します
ので、あなたにとってどちらの方が自分によりメリットが
あるのか考えてみましょう。

◆ メリット
　・選考企業が希望する面接時間に柔軟に対応できる
　・企業情報を収集する時間が多く、より精度の高い企業研究が可能
　・人事部の目線からも、離職中の方は入社までの期間が短いので、好感触を得ら
　　れる　
◆デメリット
　・経済的なゆとりが無くなることで、精神的なゆとりが無くなる
　・焦りから当初志望していた条件を妥協してしまう
　・転職願望が一過性であった場合、取り返しがつかない

⑧

⑧

双方に一長一短あり！

離職によるメリット・デメリット
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◆ メリット
　・経済的に安定している。
　・離職期間等の焦りがないため落ち着いて転職活動を行える。　
◆ デメリット
　・休日と定時後しか時間が取れず、転職活動に割く時間が不足し企業研究が　　
　　曖昧になる。
　・毎日の業務に追われ、転職活動へのモチベーションが低下する。
　・現職に不満があり転職したい場合、現職を続けることで精神的
　　に疲弊してしまう。

　転職活動を在職中に行うか、退職してから行うかの選択はあなたの人生にとって、
とても重要な選択です。だからこそ、最終的な判断は自分自身で決めることをオス
スメします。もしも、他人の意見で退職の決断を下してしまったときのことを考え
てみてください。その後、転職に失敗してしまい、前職に戻りたくとも戻れない状
況に陥ってしまった場合を想像してください。あなたは転職活動の失敗を退職を勧
めた人のせいにしてしまうかもしれません。だからこそ、他人のアドバイスを参考
にすることはもちろん必要ですが、最終的な決断は必ず自分自身で下すことを約束
してください。

⑨

⑨

在職によるメリット・デメリット
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自分の人生、自分で決めましょう！



CASE5　退職の理由を聞かれると困ります。

　誰しも退職の理由は答えづらいもの。なぜって？多くの転職活動をされている方
がネガティブな理由で退社されているからです。退職理由を聞かれた際、正直に話
してしまいたいと思う気持ちは山々なのですが、ストレートに表現することは採用
担当者の方に悪い印象を与えてしまうのではないか？もちろんネガティブな退職理
由はネガティブな印象を相手に植え付けますので、避けた方が良いでしょう。

　もし上司や経営陣への不満、不信感から転職する場合、あなたの口調には熱が入っ
てしまうはずです。しかしその熱意が採用担当者の方の共感を得ることはありませ
ん。あなたにしてみればその退職理由は正論でしょう。ですが、採用担当者の方は
会社側の心理でその話を聞いています。採用担当者の方からすると、あなたの退職
理由は自分に対する不満、愚痴のように聞こえてしまいます。

　それでは、退職理由にはどのように対処すれば良いのでしょう。答えはネガティ
ブな退職理由の中からポジティブな退職理由を見つけ出して話すことです。例えば、
「個人のノルマが辛すぎて退職した」という退職理由の場合を考えてみましょう。
この退職理由を次のように言い換えると不思議とポジティブに聞こえませんか？

⑩

⑩

みんなもネガティブな退職理由に困ってます！

会社の悪口など以ての外！

「ネガティブ⇒ポジティブ」に変換！
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　前職では、個人での結果が全てという会社の方針に疑問を感じていました。個人
での結果が全てなので、誰も協力して仕事を進めていこうという考えを持ち合わせ
ておりませんでした。私自身は周囲と協力しながら、チームで
仕事を進めた方が最高の結果が出せると信じています。「チーム
で団結し、共通の目標に向かって、最高の成果を挙げたい、
やりがいを持って楽しく仕事をしたい」という思いから、
退職するに至りました。

⑪

⑪

　この退職理由は次のようなプロセスにより掘り出されました。「個人のノルマが
辛い」→「集団での協力体制が希薄」→「チームで仕事をすることで最高の結果を出し
たい」→「自分の思いとのギャップ」といった思考の掘り下げです。
コツとしては、多角的に見てみることです。自分の退職理由を別
の視点で見ると違う表現ができないかを考えてみましょう。
さあ、ネガティブな退職理由からポジティブな退職理由を
見つけ出しましょう。

ポジティブな退職理由の例

さああなたの退職理由も変換してみましょう！
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CASE6　やりたい仕事がわかりません…

　自分のやりたい仕事とはいったい何なのでしょう？この問いに即座に答えられる
方は将来のビジョンがしっかりいる人に違いありません。しかし、みんながみんな
そのようにしっかり将来のビジョンを持っているとは限りません。
では、どのように自分のやりたい仕事を探し出せば良いので
しょう？それはあなたが考える、仕事に対する条件を洗い
出すことで見つかります。

⑫

⑫

仕事選びの条件は何ですか？

　まずは仕事をしている自分をイメージしてみて、条件の洗い出しを試みてくだ
さい。「自分で考えても全く出ない」ということであれば、誰かに相談しましょう。
そうすることで、自分の仕事に対する考え方を整理し、仕事に対する条件を洗い
出せるはずです。業務内容、仕事のやりがい、キャリアパス、給与、職場環境、
業界などに対して、自分がどのような条件を持っているのかを書き出してみましょ
う。他人との対話は効果的です。コミュニケーションを通して、自分でも気付か
なかった仕事に対する条件が引き出されるかもしれません。多角的に自分の仕事
に対する考え方を分析してみましょう。

いろいろな視点で条件を洗い出そう！

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと



⑬

　次に、洗い出した条件にプライオリティ（優先順位）をつけましょう。なぜプ
ライオリティ（優先順位）をつけるかというと、実際問題として厳しい採用事情
の環境下では全ての条件を満たす仕事があることは稀です。順位付けをし、どの
条件までは絶対に譲ることができないのか？条件としては存在するが、そこまで
自分にとって重要ではないものはないか？プライオリティ（優先順位）をつけ、
絶対に譲れない条件はどこまでなのかを把握しておくことが、実際問題として、
やりたい仕事を選定する作業においては大切です。

　最後に、業界、企業、職種などを調べ、自分の条件に合致する仕事がどのよう
な業界、企業、職種に存在するのかを把握しましょう。同時に条件のプライオリティ
（優先順位）によって、志望順位が決定します。この際、その道のプロである就職
エージェント等を利用することも情報を収集する上では有効な手段でしょう。以
上のプロセスを実践することで、今まで抽象的だった自分の仕事に対する考えを
より具体的に把握することができるでしょう。

条件にプライオリティをつけましょう！

さあ自分の条件に合う仕事を探そう！

条件①：家族 3人を養うため、年収は 600 万程度　　条件②：自分自身の成長
条件③：評価によってインセンティブがある　　条件④：将来は独立したい
合致する職種：営業職もしくはコンサルタント職でのキャリアアップ

将来は四人家族で一軒家に住みたい２３歳男性の例

⑬3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと



CASE7　転職ってどの位の期間が必要なの？

　平均的な転職までの期間は約３ヶ月です。とは言うものの、２週間で内定が出る
方も実際にはいます。それとは逆に半年経っても内定が出ない方ももちろんいます。
では、この転職活動期間のギョップはどこから生まれてくるの
でしょう？学歴や職務経歴でしょうか？それとも志望する職種
でしょうか？もちろん影響はゼロではないのですが、
転職活動の期間に対する影響力はあまり大きくあり
ません。転職活動の期間に最も影響を与えるのは、
「転職に対する本気度」です。

・ 性別：女性
・ 年齢：23 歳
・ 学歴：地方私立大学卒
・ 職歴：アパレル販売
・ 希望職種：営業職（１年未満）
・ 空白期間あり（大学卒業後１年間）

⑭

⑭

転職期間は「本気度」で決まる！

転職活動を２週間で終わらせた方のプロフィール

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと



　経歴だけを見ると、どちらかというと転職には不利な経歴に思えます。しかも、
この方は東京在住ではなく、静岡から始発で面接を受けに来ていました。アパレ
ルの販売員という激務の後、もしくは東京へ向かう始発の電車で
企業研究や面接の練習を欠かすことなく、転職活動に取り組み
ました。「もっとやりがいのある仕事がしたい！」、「自分の
キャリアを向上させたい！」と想う一心で転職活動に本気
で取り組んだ結果、経歴等のビハインドを跳ね返し、
２週間で転職することができました。

　もちろんこの方が他の方より優れている点はいくつかあったと思います。この方
は非常に明るい性格で、成長意欲に満ちていました。だからと言って、全てのベク
トルが転職に対して向いていなければ、結果は同じではなかったと思います。あな
たもスピーディに転職活動を成功させるために、真剣に転職後の自分、１０年後の
自分をイメージしてみましょう。そうすれば、より転職に対するモチベーションが
上がり、本気で取り組くむことができるのではないでしょうか？

⑮

⑮

経歴だけでは決まらない転職期間！

想いのベクトルを転職へ！

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと



CASE8　資格を取ってから就職活動した方が有利？

　「資格を取ってから就職・転職活動をするつもりです」と言う求職者の方はとて
も多い。資格を取らないにしても職業訓練所や独学で勉強してからの方が、自信を
持って就職・転職活動に臨めると言うのはごもっともな意見だと私も思う。
履歴書にも資格欄があり、立派な資格が書いてあれば、
書類選考通過率も向上しそうに感じてしまうのも無理は
ないでしょう。

　しかし実際問題として、企業はそこまで資格を重視していない場合が多いことは
ご存知でしょうか？簿記や TOEIC などの資格等を持っていても損こそはしません
が、直接業務に関連しないという理由で期待しているほど優遇されないことはよく
あります。なので、一概に資格が常にアドバンテージになり得るかというと眉唾も
のです。それどころか資格を取得するまでの期間が長引いてしまい、それによる空
白期間をネガティブに受け取られる場合すらあります。資格取得は時間に対する効
果が低いと言わざるを得ないのです。

資格の時間対効果を知っていますか！？

資格のメリット <費やす時間のデメリット！

⑯

⑯

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと



⑰

⑰

悪い例）簿記 2級は持っている。でも未経験採用での経理職はほとんどない状況。
税理士や公認会計士クラスの資格であれば、経理職での求人もあると予想し、何年
もかけて資格の勉強をして年齢を重ねてしまう。

悪い例）IT エンジニアを目指しているが、スキルと知識が全くない。まずは職業
訓練所でパソコンの基本スキルを身に付けてから就職活動を始めようと半年間を費
やす。

良い例）未経験 IT エンジニア職を希望している。情報基礎に関する書籍を購入し、
独学で勉強を進めながら、就職活動を行う。面接でも実際に勉強を始めていること
で質問に自身を持って答えることができる。

　関連知識を勉強してから活動を開始するという場合も同様です。独学での勉強を
することは活動中はもちろん、内定後に働きだした際であっても大切なことです。
しかし、だからと言ってある程度スキルや知識を身に付けるまで就職・転職活動を
先延ばしにすることは話が違います。業務を通じて勉強する（OJT）方が、業務と
マッチングした内容を短期間で経験でき、知識の定着も早いと思います。
結論として、関連するスキルや知識を独学で勉強するのであれば、
就職活動と平行して始めることをおすすめします。

OJTに勝る勉強はない！

資格取得の良い例、悪い例

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと



CASE9　やりたい仕事はあるけど、経験者採用です。

　「やりたい仕事はあるんだけど、エントリー条件が経験者採用のみ」
ということは既卒（第二新卒）の方には身に覚えのある話ではないで
しょうか？自分はその仕事に対して非常にモチベーションが高い
のだが、未経験者ではエントリーすらできない。でも、やりたい
仕事は諦めたくない。このようにスタート地点にすら立て
ない場合はどのようにしたら良いのでしょう？

経験者採用の壁を乗り越えろ！

　まずは就職活動の条件とプライオリティ（優先順位）をもう一度確認し、それに
合致する仕事が本当にその仕事だけなのかを考えてみてください。一見全く関連の
ない業界であっても、職種としては共通の条件に合致していることは少なくありま
せん。もし同じ条件を満たしている未経験者採用の職種があれば、自分のモチベー
ションを下げることなく働くことができるはずです。更にプライオリティ（優先順
位）を再検討することも効果的です。自分にとって本当に譲れない条件は何なのか
を考え直すことで、やりたい仕事の選択範囲を今よりも広げることができるかもし
れません。

条件に合うのは本当にその仕事だけ？

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと
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　次に自分の条件を満たす仕事が、他の業界での未経験者採用に存在しない場合は
どうすれば良いのでしょう？この場合は、最初から希望の職種に就くのではなく、
将来的にその希望の職種へのキャリアパスが存在する未経験者採用を探してみま
しょう。希望の職種での未経験者採用をいくら探しても、いつ求人が出てくるかは
わかりません。その間も時間は待ってはくれないのです。それであれば、希望の職
種ではないにしろ、その仕事をスタート地点として経験を積んでいき、希望の職種
にキャリアアップしていけば良いのです。それにキャリアパスが通じているという
ことは、知識やスキルにおいて希望の職種とも関連性があるということです。スター
ト地点での経験が将来無駄になることはきっとないはずです。　「そんな簡単に諦
められたら苦労はないよ」というご意見もわかります。しかし、チャンスのないと
ころでいつまでも停滞しているよりは、まず今の自分にできることから始めてみて
はいかがでしょう？目標があれば、その仕事にキャリアアップできるはずだと私は
考えます。

やりたい仕事への「道」を探す！

3000人の働きたい若者が悩んだ９つのこと
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最後に

　就職活動の悩みは少しでも解消できたでしょうか？ここに挙げた 9つの悩みは、
私がキャリアカウンセラーとして会った 3,000 人の求職者の方に共通した悩みで
した。このような悩みに対してアドバイスすることができるのも、求職者の方との
貴重な対話のおかげだと感じております。言い換えれば、私の中に求職者の皆さん
が「悩みと答え」を蓄えてくれていたのです。私に蓄えられたこのデータをより多
くの求職者の方に役立てていただきたいと思い、この小冊子を作成しました。就職
活動をする皆さんの悩み解消に微力ながら貢献できれば幸いです。

　弊社は「働きたいと本気で思う既卒（第二新卒）の方をサポートする！」をコン
セプトに日々楽しく働かせていただいております。キャリアカウンセラーが皆さん
と同年代ということもあり、同じ立場で話ができることが特徴だと
思います。１人で悩んでいるよりも誰かと共有した方が新しい考え
が生まれる場合もあります。考えが煮詰まったときは弊社
サポートをご検討してみてはいかがでしょうか？
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