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転職論 
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今の仕事を辞めるべきか。 

自分には何の仕事が合っているのか。 

どうやったらよい仕事に巡り合えるのか。 
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１． はじめに 

このレポートは、仕事においてなかなかうまくなじめない方や、どうしても仕事に不満を感じて

しまう方、自信を持つことができない方、仕事で結果を出せない方、上司とうまくいかない方、すぐ

に会社を辞めて転職を繰り返してしまう方など、様々な理由で転職をしなければならず、人生がう

まくいっていない、生きづらいと感じている人など困っている人に読んでもらい、少しでも役に立

ちたいという思いで書きました。 

 

転職のミカタでは履歴書・職務経歴書の作成代行サービスや面接対策サービス、多くの転職相談、

そして求人情報の紹介や企業へのあっせんなど、数多くの方々の転職のサポートをしてきました。

特に、職務経歴書の作成では、1 時間程度のお時間で、その人のこれまでの仕事を通した人生のダイ

ジェストをまとめさせていただくのがお仕事であり、どんな仕事をしてきた人がどのような成長を

遂げ、成果を出して社会に貢献してきたかとか、どんな人がどんな考え方で仕事に臨んでいたため

に、転職を繰り返して結果的に窮地に立たされていることなど、多くの人の仕事を通した人生を見

させていただいています。 

 

多くの人にとって、「仕事＝人生」ともいえるような、仕事で充実していない人は人生を楽しめて

いないと感じています。それは残業時間が長いからとか、給料が安いからとか、そういうことではな

いように思います。特に男性は稼ぐことを求められる状況の方がほとんどです。ほとんど「仕事＝人

生」にも関わらず、ワークライフバランスを重視して、残業の少ない会社へ、という方が増えてきて

います。これは目先の充実に目を奪われて将来の充実を失うことにもならないのではと感じること

もあります。 

 

 筆者は、過去の自身の転職経験、転職エージェントとしての経験、経営コンサルタントとしての多

くの企業を見てきた経験、企業における人事担当者としての採用側の経験、経営者としての経験な

ど多くの経験を通して職務経歴書だけでも優に 10,000 人を超える方々の職務経歴書を見てきまし

た。それらの多くの方々の人生を通して、こういう生き方や考え方の人はうまくいく、こういう考え

方の人は成果が出せずに会社を辞めることになる、じり貧だ、というような傾向を感じてきました。

その傾向は大体のケースで当てはまります。そのすべてを書き出すには相当なボリュームが必要に

なりますので、ここではその中でも重要であろうと考えることをお伝えすることで、転職を考え、人

生を拓きたいと考えているすべての方々のお役に立つことができるのではないかと考え、まとめて

みました。 

  

本書に記載する内容に否定的な考えを持つ方もいると思います。そのような方は考え方や意見が

異なりますので、単なる考え方違いであり、見方を変えれば意見が変わるのも当然だと思います。議

論するようなことではありませんので、違和感を感じる際には読むのを控えていただけますようお

願いいたします。 

 皆さまの今後の人生においてお役立ていただけますと幸いです。 

※本書は全て著作権は「転職のミカタ」にあります。無断転載は厳禁とします。 



２．転職活動を始める前のマインドセット 

転職活動をはじめようと考えるようになる時には、家庭の事情などの止むを得ない事情で転職を

しなければならいという場合や、自分の成長スピードに会社の成長が追い付いてこない場合を除い

ては、多くの方の転職理由が「不満」にあると思います。 

 

契約社員や派遣社員の方の場合は契約期間満了などの契約上の問題や会社側の都合による雇用の停止ということもあるかと思います

が、ご自身も正社員とした想定で読んでいただけますと幸いです。 

 

 ほとんどの方は、入社した時には希望に燃えて不安を持ちつつも「頑張ろう」と決意して高いモチ

ベーションで入社したのではないかと思います。しかし、難しい仕事に向き合ったり、人間関係が生

まれたり、生活が安定したら出費が増えて収入が足りなくなったりすることで、徐々に自分の思い

通りにならないことやコントロールできないことが増えてしまい、徐々に自信がなくって来たり不

満が高まってきてしまうのではないかと思います。元々高い気持ちだったのが、頑張ろうという気

持ちがなくなってしまい、不満や不安を感じるようになり、転職を考えだすようになるのだと思い

ます。自分が提供できるインプットに対して発揮できるアウトプットが至らなかったり能力が足り

なく会社の中での立場が不安に感じてしまったり、それに対する人間関係も含めた評価とのバラン

スが崩れてしまうからです。そして、転職をする方々は転職し環境を変えることによってその問題

を解決しようと考え解決策として転職という方法を選ぶのだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事にも自信があって成果を出すことができ、会社が提供できるサイズが自分の成長に合わなく

なってきているという方やより高いスキルを身に着けたいという方はより大きなステージに挑戦す

ることが最も良い対策となることだと思います。一方で、仕事での成長が実現できなかったり、成果

がなかなか出せずに評価が得られないという方や、人間関係が問題になる方というのは、環境を変

えることが対策にならない場合が多いのです。 

 

特に「転職回数が多い方」に多い傾向として、職場に強い不満を感じている方や人間関係がうまく

いかない方、自信の足りない方などが多いように思います。つまり、このような転職を繰り返す方々



は転職すること自体は問題の解決になっていないという事なのではないかと考えます。 

 

転職とは、仕事や人材において現状感じている問題点や解決したい悩みの解決策になっていなけ

れば、結局は同じ問題がまた発生してしまい転職を繰り返すことになってしまいます。転職を成功

させるには、「転職することが抱えている問題の解決策になっている事」であることが最も大切なこ

とだと考えます。 

 

元々は採用されたことに感謝の気持ちを持ち、高いモチベーションでスタートした仕事でしたが、

仕事で様々な人間関係や様々な問題に向き合うごとに、だんだんとモチベーションが下がってきた

り、感謝の気持ちがなくなり、不満が多くなってしまいます。つまり、環境に問題があるのではな

く、自分が新しい環境に合わせられなくなってしまって窮屈になってきてしまうのです。その時に、

自分の考え方ややり方を環境に合わせて変えずに、前の会社を辞めた自分のままで、次の会社で仕

事をしているので、結果的にはまた不満を感じてしまうことになるのです。 

 

せっかく転職によって環境を変えたのに、新しい気持ちをもって環境に合わせて自分を変えるこ

となく、以前の自分のままで新しい環境で働いているのです。環境を変えても自分が変わっていな

いので、以前と同じように環境が窮屈になり、環境に不満を感じるようになってしまいます。 

 

社会ではいろんな方に出会います。いろんな方々と仕事をします。会社を変えても関わる人は「人」

であり、自分のやり方や考え方に合う会社に出会うというのはなかなか難しいことであると思いま

す。つまり、「環境に適応しない」ことによって環境に不満が発生してしまうのですから、「環境に適

応する」ということを考えなけば同じ問題を繰り返すことになってしまいます。 

 

 

転職で解決したい問題を十分に考える 
 

大切なことは、不満を感じる原因となっている「問題を発生させている要因は何か」ということを

十分に考えて転職に臨んでいただきたいと考えています。 

 

・仕事に向き合う姿勢に問題はないか 

・スキル不足、技術向上、努力の量に問題はないか 

・人間関係やコミュニケーションの取り方に問題はないか 

・そもそもの仕事観に問題はないか 

 

このようなことを転職活動を始める前に、真剣に自分に向き合っていただきたいと考えています。

これらのことに問題がある場合、「自分に問題がある」ため、転職することそれ自体が抱えている問

題の解決策にはなりません。つまり他の会社に転職したとしても、自分の問題点が解決されていな

いので、同じ問題が発生してしまいます。 

 



スキル不足や技術不足、努力の不足、といったことが問題で結果が出せなくなり、それが原因で評

価が下がってしまったというような方は、そもそも努力が不足していたことが要因なので、転職に

よって会社を変えたとしても、自分が努力しないという事を解決しない限りは、新しい環境でもま

た同じ問題が発生します。 

 

また、人間関係やコミュニケーションにおいても、チームの中にいるにもかかわらず協調性が無

かったり、周囲の人に協力しなかったり、報告・連絡・相談がおろそかだったりするなど、自分の仕

事に臨む主体性に問題があることで、評価が下がり人間関係に問題が発生するなどもよくある話で

す。この場合も環境に合わせられない自分や集団生活が送れない自分に問題があるのですから、環

境を変えればできるという事ではないと考えます。とはいえ、社歴も長くなり、環境に慣れ過ぎてし

まい自分の力では新しい気持ちに変われなくなってしまっているという方は環境を変えるのが良い

場合もあると思います。 

 

自分の成果や評価に不満が高まってくると、自然に他者に対して不満を感じるようになってしま

います。特に上司や経営者に対する不満を感じるようになってしまいます。他者に対しての不満を

感じるようになったら、要注意です。パワハラとなり、精神的にもしんどくなっているようなら仕方

ありませんが、そこまでではないが、不満でストレスが溜まってしまうというような方は、「自分の

問題を人のせいにする」というサインです。このような方は、自分は正しい、他者が間違っていると

いう考え方に陥ってしまいがちなので、誰に何を言われても話が聞けない状態になっています。こ

のような方は自分が正しいと思っているので、面接でも当然のごとく不満を話してしまうので、他

者への不満は面接官も聞いていて気分が良いものではありませんので、結果として面接すら受から

ないという状況になってしまいます。 

 

大事なのは問題に真剣に向き合って発生要因を分析し、自分自身が「何が問題なのか」ということ

を理解しているということが大切だと思います。ぜひ転職活動を始める前に振り返りを行って自己

分析を行っていただきたいと考えます。 

 

仕事観を持つことが大切 
 

仕事観にも注意が必要です。最近はやりの「ワークライフバランス」という考え方などは、特に注

意が必要です。ワークライフバランスという言葉は、ワークとライフのバランス保って、人生を豊か

にしようという考え方なのだと思いますが、「残業をすることが悪」「仕事だけしていると幸せにな

れない」というような考え方が流布してしまっているのではないかと思います。しかし、その名の通

り、ワークとライフのバランスが重要なのであり、バランスは人によって異なります。特に男性にお

いては仕事は一生の生活の糧を得るものであり、人間形成の場、多くの問題解決能力を養う場、自己

実現をする場、成長する場など様々な要素を持った大切な場所であると考えます。 

 

若いうちは特に仕事で成長することや、能力を身に付ける環境であると思います。仕事において

は知識などの保有能力ではなく、知識を知恵に変えて結果につなげる発揮能力が求められます。発



揮能力を養うには、多くの場数が必要であり経験が必要です。そうなるとどうしても「量」が必要に

なりますので、若いうちは特に頑張って働かないと「力」が付きません。若いうちに力をつけること

ができなければ、年齢を重ねていったときに管理職など出世やキャリアアップができず、将来の収

入や地位といったものが保証されなくなってしまいます。 

 

将来を保証するものは自分の能力以外にないのです。それを勘違いして会社が保証してくれるも

のだと思って安定企業に求めたり、プライベートの時間の充実に求める方が多いようです。もちろ

ん人によって価値観が違いますので、だれがどのような考え方をしていても構いませんが、このよ

うな考え方の人は、今、目の前の満足ことしか見えておらず、気が付いたら、後輩や年下が上司にな

り、成長する機会を逃してしまい、ある程度の年齢になると、コストカットの対象になってしまった

り、リストラの対象になったりします。このようなことは机上の空論ではなく現実的に多くの方が

陥っています。 

 

 このようなケースは「仕事とは」ということに対する考え方が確立していないからなのではない

かと思います。もしくは、仕事の優先順位を極端に下げてしまうからなのではないかと思います。そ

うなってしまう原因は、仕事で成長や達成感、充実感を感じられずに、やりがいを感じなくなってし

まうから、仕事以外にやりがいを求める結果なのではないかと感じています。 

 

また、好きなことを仕事にする、という考え方も最近増えてきた考え方ですが、これも注意が必要

です。なぜかというと、「好きなこと」と「できること」と「稼げること」はそれぞれ違うからです。

ほとんどの場合、相当な準備や計画を立てている以外は、好きなことを仕事にしようと思って会社

を辞めたとたんに収入はなくなります。食べていけるようになる人は非常に少数で、「自分の趣味を

仕事に変える能力」を持っている人が食べていけるようになるのです。つまり、マーケティング力や

営業力、経営力です。趣味が仕事になるには、そもそも世の中にニーズがあるものなのかを把握する

ことが重要であり、趣味を商品に変える能力やそれをニーズのある人たちに届ける力、そして伝え

る力、そしてそれをやり続ける経営する力が必要になってきます。 

 

別の視点で考えてみると、好きなことではなくても、長くやり続けることによってプロフェッシ

ョナルになることができるのではないかと考えます。得意ではないことでも長くやり続けることに

よって他の人よりも得意に上手に行うことができたら、それは好きなこと、と言えるのではないか

と思いますし、得意なことでなければ稼げません。また、得意だとしてもニーズが無ければ稼げませ

んので、稼げる仕事かどうかも重要な要素です。 

 

 多くの方のカウンセリングや多くの方の職務経歴書、そしてその作成などを通して、成果を出し

ている方、力をつけている方、高い評価を得ている方というのは、必ず仕事に自分の「情熱」「想い」

「挑戦」「哲学」「成長の場」など、このような価値観を持って向き合っている方が仕事で結果を出し

てきているのだと思います。逆に、仕事に不満を持ち、特に会社や人間関係に不満を感じている人の

ほとんどは「目標をもっていない」という方がほとんどです。 

 



 別の視点でお伝えしておきたいこととして、20 代で頑張った人は 30代で成果を出して 40代、50

代でもある程度のポジションや収入を確保している方が多いということです。また、若いうちに大

変な仕事を経験した人はその経験した仕事が大変であればあるほど、それらを乗り越えてきた人は、

年を重ねるうえで、大きなポジションや役割を担う方が多くなっています。つまり、若いうちに力を

つけた人が、その力を認められてより責任の大きな役割を担い、収入も大きくなっています。若いう

ちは家庭などのプライベートの充実ももちろん大切ですが、自分の将来を築くために仕事の優先順

位を上げている方の方が結果的に安定したポジションを築いています。仕事を「成長の場」であり、

「力をつける場」として臨んできた人は、将来的に、「貢献の場」を得られているのです。 

 

これは原因・結果という物事の道理であると考えます。将来の結果を得ようと思ったら、今その原

因を作らない限り、将来得るものはありません。将来を保証するものは今の自分の働き方であると

感じています。 

 

また、仕事は収入を得る場、というだけでは不十分です。「お金をもらっても嫌だ」と思うような

仕事や人間関係というものもたくさんあると思います。仕事はやりがいを感じるものでは無ければ

なりませんし、やりがいというのは成長を感じることができて、初めて感じることができ、その先に

は、多くのフィードバックが無ければなりません。誰も必要としないものを作っても、会社からは良

いフィードバックは得られませんし、経済的フィードバックは得られません。人や世の中の役に立

てていなければ自分の価値を感じることが無いでしょう。役に立つことが大切であり、その役に立

つ範囲の大きさがやりがいにつながるのであると考えます。つまり「貢献度」です。 

 

貢献するには、力が必要です。「力」とは「仕事で結果を出す力」であり、「結果を出し続ける力」

であると考えます。それは、知識や仕事のコツ、ノウハウなどのうまくいく方法を「再現する力」や

「問題を解決する能力」が力なのではないかと考えます。「再現する力」は、何度も挑戦しなければ

たどり着くことはできませんし、「問題を解決する能力」は、多くの問題を解決することによって養

われる能力です。また、問題解決能力というのは責任を背負っていなければ身に付かないものであ

ると考えます。責任を負うためには、仕事の能力を高めて任せてもらうという事が必要になってき

ます。そのためにはやはり頑張って沢山働く機会がその能力を養う原因になるのではないかと考え

ています。 

 

人の役に立つために成長し、貢献するということに意欲を燃やしているような「仕事観」を持つ方

は成果を出しているように思います。 

 

「会社」というものの理解 ～会社は潰れるようにできている～ 
 

転職する際に、条件優先で転職する方がいます。もちろんそれは仕事で生活の糧を得る以上、当然

のことであると思います。しかし、休日は何日で、残業が無くて、退職金があって、等云々。事業へ

の関心や自分の仕事のパフォーマンスの発揮や最大限の能力の発揮を大前提とせずに、待遇優先に

考える考え方も不満が生まれやすい考え方です。会社の制度は必ずしも保証されるものではないか



らです。 

 

「休日は何日で、残業がありません。」と言っていても、例えばコロナ禍のように産業構造や消費

構造そのものが変化するような環境下においては、会社がつぶれるかもしれない時に、休んでいる

場合ではない、売上が下がってきたら払える給料がなくなるかもしれないというようなときに、特

に「正社員」ならば、休んでいる場合ではないという状況も起きることは想定しておかなくてはなり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社というものは、従業員の給料は売上から支払われます。どれだけ大企業になっても仕組みは

同じです。売り上げが無ければ支払いするお金もないというのが仕組みです。企業が存続する上で

は、売上が無くても支払いが発生するのです。人件費や家賃などの固定費というのは売り上げがゼ

ロでも発生する支払いです。支払いができなければ貯金を切り崩して支払うのは個人と同じです。

支払いする貯金がなくなれば、会社は潰れます。これが会社というものの仕組みです。 

 

そこで、従業員はまずは会社の売上や元となる信用が上がるように努めなければならないという

のが義務であり、その活動の対価として、給与などの待遇があるのです。その義務と対価のバランス

が保たれ正しいルールで運用されるために労働基準法などのルールがあるだけで、基本的な概念は

変わりません。 

 

また、日本では正社員、契約社員、派遣社員、アルバイトなど、雇用形態が分かれており、それに

伴い責任の範囲が変わってきます。派遣社員は仕事の内容が契約によって決められたもの以外でき

ないようになっていたり、契約していた時間以外の労働は派遣会社と交渉しなければならなかった

りするため、直接雇用関係があるわけではない分、責任はありません。アルバイトも同様に正規雇用

ではなく非正規雇用または臨時雇用という雇用形態で、責任の範囲は非常に小さいものになります。

しかし、正社員というのは「会社側の人」であり「会社を守る人」であるのが正社員です。そこには

その「会社の人」としての責任が発生します。そのような義務と権利のギブアンドテイクの関係性を

「対等」と認識している人がいますが、対等ではありません。労働者が提供する義務が先に提供され

なければなりません。そうでなければ固定費倒れで、会社は潰れてしまいます。 

 

このようなベースとなる社会人としての考え方も身に付けていないと、義務の提供を求められて



いるにもかかわらず権利の主張ばかりをしてしまい、会社側との関係もこじれてしまう事にもつな

がります。また、転職における目的として「お金」という方も同様です。特に日本ではお金を求めす

ぎると敬遠され、「事業に興味を持っていない」という印象を与えて面接でも通りづらくなりますし、

転職を通じて給与アップを目指す方も、自分の発揮能力の高さを証明できる根拠がない限りは、働

く前に求めすぎるのもあまりお勧めできません。 

 

会社側はその会社が大切にする価値観を守ってもらいたいと思っており、経営理念や社是を大切

にしていたり、会社によって考え方は異なります。正社員となるからには、その会社の考え方を理

解、共感し、その実践を求められるでしょう。また、その実践が評価される項目になるでしょう。会

社の考え方が理解できないというような不満を感じるのは、仕組みから言ったら一般的には「間違

い」なので、その理解に努めるか、環境に合わせない限りは、転職によって他の会社に代わるしかあ

りません。 

 

ここでも、自分に発生する問題の解決策が、転職でしか解決できないのか、転職したら解決できる

のかを見極めなければなりません。 

 

短期離職は市場の評価を下げる 
 

自分のニーズと会社のニーズが合ってない場合や、上記のように自分のニーズの優先順位の方が

高すぎて会社に不満を感じてしまうという場合も注意していただきたいのは、ニーズのミスマッチ

による「短期離職」です。短期離職というのは一般的には 1 年以内の転職、または 1 年程度の転職

ですが、見る人にとっては 2 年以内でも短期という方もいます。短期間で転職をしてしまうと、何

が問題かというと、「辛抱強くない」とか「ジョブホッパー」という印象を持たれてしまい、「入社し

てもまた短期で辞める」という印象を与えてしまうため、人物の行動特性に対する不信感から採用

されづらくなってしまいます。ニーズが合わずにミスマッチしてしまうと短期離職になる、でも働

かないといけないので、またとりあえず転職して、また短期離職を繰り返す、という方も多くいま

す。きっかけは会社のニーズと自分のニーズのミスマッチです。つまり、環境に適応できなかったと

いう事です。自分の要求や条件ありきの転職はお勧めできず、あくまでも自分の成長につながると

か、事業や会社に興味がある、その会社で働きたいという「想いを優先」した転職をお勧めいたしま

す。 

 

転職の目的を明確にする 
 

そのため、転職する際には、「自分の問題点は何なのか」「何が問題なのか」を考え、その解決策と

して転職がベストな場合にのみ転職をしなくては、その後も問題が解決されずに転職を繰り返すこ

とになってしまいます。そこで、「転職の目的を明確にする」ということをまず初めに向き合って考

えていただきたいと考えています。 

 

この作業を行った結果、「転職をしない」という結論に至ることもあると思います。当然自分に問



題があると考えるなら、「問題解決能力が足りないから問題が解決できないのであって、転職しても

問題解決能力が上がるわけではない」と感じるのも自然であると思いすし、だからこそ転職すると

いう考え方もあると思います。どちらでも真剣に向き合った結果納得して決断するならそれぞれ良

いと思います。 

 

「やりたいこと」と「やれること」は違う 
 

転職の目的を明確にする作業を行うことで、何のための転職なのか、何があれば解決されるのか

基準が明確になります。これが明確になると、求人企業や業種、職種、企業の規模、従業員の数、待

遇の有無などが明確になってきます。しかし、注意していただきたいのは、希望だけではダメだとい

う事です。入りたいと思っても入る資格や能力、学歴や転職回数などで限られてしまいます。大手企

業であれば、新卒採用しか行っていないような会社もありますし、大卒以外は採用しない、或いは転

職回数は 2 回まで、などと言った基準を設けている会社もありますし、卒業している大学はこのレ

ベルの大学以上でないとは入れない会社なども多くなっています。つまり「やりたいこと」と「やれ

ること」は違うという事です。 

 

 転職では、できる限り良い評価で入社することが大切になってきます。高い評価で入社するのと、

仕方なく採用されるのとでは、入社した時の周囲の目線や見方、任せられる業務や収入にも大きく

営業が出てくるでしょう。できるだけ良い評価で入社するには、「自分の得意なことをアピールする」 

ということを意識してください。未経験の職種に挑戦する場合でも同じです。なるべく自分のスキ

ルや経験が活かされる環境に挑戦するべきです。得意なことを知るためには、しっかりと自分のス

キルや経験の棚卸を必ず行うようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３． 転職活動の進め方 

  

転職の目的や、転職で実現したいこと、転職で解決したい問題を明確にしたら、いよいよ具体的に転

職活動を始めていきます。 

 

転職活動のステップ 
 

 転職活動はいくつかのステップに分けられます。大きな流れとしては 

・企業に応募して 

・面接を受けて 

・入社する 

というシンプルな考え方になりますが、実際はもう少し細かいステップに分かれます。 

 

まず、多くの方は求人情報から探し始めます。ああいう仕事はいいな、こういう会社はいいな、と求

人情報探しをネットで行います。徐々に転職熱が過熱してきて、転職エージェントに相談してみた

り、知り合いに相談してみたりしながら、気になる企業が出てきたときに応募しようかという流れ

になるのではないかと思います。 

そこで必要になるのが、履歴書や職務経歴書です。転職のミカタでも、これから転職活動を始めると

いうタイミングの方が、転職活動の進め方に関する相談がてら職務経歴書の作成を申込むケースが

もっとも多くなっています。 

 

そして職務経歴書を作成したら、求人情報に応募するのですが、求人情報の探し方も多くの手段

があります。※以下は正社員（契約社員）の求人情報の場合です。 

 

・ハローワーク 

 ハローワークの求人情報は厚生労働省が運営する職業安定所が提供する求人情報のことです。 

特徴：企業側が無料で求人募集を出すことができるので、幅広い企業の求人情報を見つけること

がメリットです。 

   一方で、無料で募集できるので、人材採用に費用を掛けたくないという企業も多いです。 

   また、インターネットが使用できない世代の方々の応募など、多くの層の方々からの応募

が多く、採用側はハローワークからの応募は期待していないことが多いです。逆に考える

と穴場かもしれません。 

ポイント：インターネットを使用できない世代の方からの応募や、ハローワークからの紹介状を

添付する必要があったりするので、紙での応募が中心の為、企業側からは封筒の開封作業

や紙の手続きが面倒がられることが多いです。おすすめは、ハローワークで求人情報を見

つけたら、窓口に相談せずに、企業のホームページから直接応募するのが良いのではなな

いかと思います。応募の際には紙ではなくネットでの応募やメールでの応募をお勧めしま

す。 



 

・企業のホームページの採用情報 

  

特徴：企業のホームページは穴場です。ハローワークだけで募集を出していたり、積極的な募集では

ないがよい方がいたら採用します、という会社もホームページで採用情報を出しています。

また、募集していなくても、良い方がいたら採用を検討する、という会社もあります。気にな

る会社があったら、ホームページの採用情報を確認して、メールアドレスやフォームなどか

ら応募してしまうのが良いのではないかと思います。 

ポイント：ホームページからの応募は、社内メールに直接応募情報が流れてくるので視認率が高く

なり、選考に進む可能性が高くなります。 

 

・求人情報サイトでの求人広告 

特徴：求人情報サイトでの求人広告は、ある一定の期間に多くの応募を集めて選考をしようという

手法での募集です。そのため、多くの応募の中に埋もれてしまったり、切られやすくなってし

まいますが、企業側は採用意欲が高い状態なので、ニーズにマッチすると採用確率も高まる

のではないかと思います。 

ポイント：求人情報は、募集期間というのがあります。大きな募集広告プランでは 1 か月程度の募

集期間ですが、小さな枠での募集では 2 週間など短い場合もあります。募集期間は、企業側

にとっての募集期間ではなく、媒体との広告契約期間なので、広告が応募期限切れになった

場合には企業ホームページから直接応募することをお勧めします。 

 

・人材紹介会社（転職エージェント）からの紹介 

 

特徴：人材紹介会社というのは、厚生労働省からの認可を受けた公式な転職支援事業者です。人材紹

介というのは、企業から求人情報を預かり、企業に広告の代わりに求職者に求人情報を紹介

し、紹介につなげるサービスで、求職者の代理人として、企業への推薦やプッシュ、条件交渉

など幅広く交渉してくれる完全無料のサービスです。非公開の求人情報やエージェントから

みて合うのではないかという求人情報の紹介も可能です。 

ポイント：エージェントによっては企業とのつながりがある場合などは企業への推薦力が向上しま

す。また、面接の際には企業に関する多くの情報提供ができる場合があります。 

   また、面接対策などの転職活動のサポートも受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

転職のミカタでは転職エージェント事業を行っており、全国・全職種を対象として求人情報の 

ご紹介や転職の支援を行っています。 



応募～書類選考～面接 それぞれのステップを引き上げる 
 

求人情報に応募する際には、応募する企業のニーズにマッチしているかどうかを重視してくださ

い。応募する企業の、募集する人材や求める人物像などのニーズにマッチしていれば、採用される可

能性は高くなりますが、ニーズにマッチしていなければ、どれだけやりたくても採用される可能性

は低くなると考えるべきでしょう。例えば経験者を募集しているのに、未経験ならば採用される確

率はほとんどありません。応募するにはできるだけ、過去の経験やスキルが活かせる環境に応募す

るようにしましょう。 

 

書類選考は、ニーズがマッチしていたら、あとは自分の経歴がどう伝わるのかという事がポイン

トになります。自分の経歴が伝わらなければ採用されることはありません。書類選考の目的は、採用

することではありません。書類選考によって「面接するかどうかを決めることが目的」です。「なる

ほどこういう経歴なのね、会ってみていい人だったら採用しよう」というのが書類選考で、実際に会

って採用するかどうかを決めるのは面接です。 

 

そして面接での中心は、人物像の確認です。企業側が面接する目的は、良い人だったら採用しよう

という「採用するための人材の見極めのため」というのが面接の目的です。書類選考は会うかどうか

を決めることが目的であり、面接は採用するかどうかを見極めることが目的です。それぞれに着目

されるポイントは異なります。職務経歴書もどれだけ良い資料を作って高い評価を受けたとしても、

面接で高い評価を得られるかどうかは別なのです。 

 

そして、面接を通過することができなければ、入社できる可能性は０パーセントです。それにもか

かわらず、面接の対策を十分にしない方が多いのです。書類選考に通過したということは、書類上は

合格点には行っているという事です。しかし、面接の際には対策を十分に行わないことにより、元々

合格点だったのに面接での人物評価で減点されてしまって面接に受からないという事になるのです。 

 

書類選考は、書類の書き方や表現の仕方、見せ方で工夫することができますが、面接でよい印象を

与えなければ入社できません。応募する会社のニーズとのマッチング率、書類選考通過率、面接通過

率それぞれのステップにおいて、確率を高めることが、転職活動成功のポイントであるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．履歴書と職務経歴書の目的と機能、書き方 

 

履歴書の目的と書き方 

 

履歴書は、一般的には書式にも JIS 規格でも指定されているような「正式書類」です。しかし、どの

企業でも JIS 規格（日本工業規格）の履歴書を使用しなければならないものではなく、一般的にある

程度書式や記載する情報には型があるというような書類です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業の求人情報に応募する際には、求人企業から JIS 規格の履歴書の指定が無い限り、特に JIS 規

格のものを使用する必要はありません。ネットなどでダウンロードして入手するような履歴書でも

構いません。また、企業から手書きの指定がある場合以外は、手書きで提出する必要はありません。

なるべく、パソコンで作成した履歴書を提出することをお勧めします。パソコンで作成することで

パソコンスキルがある（と思っていただだける）という評価をしてもらうことにもつながります。そ

のほか、履歴書を作成する際には以下のポイントを押さえてください。 

 

・年数は西暦で記載する 

 履歴書は年号で記載し、職務経歴書は西暦で記載している方が最も多い傾向です。しかし、提出す

履　歴　書 年 月

 ふりがな

 氏　　名

※

男・女

 ふりがな  電話

配偶者 配偶者の扶養義務

１．鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。　　２．数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。

３．※印のところは、該当するものを○で囲む。

月

（満120歳）

年 月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 電話 ふりがな

 連絡先　〒 （現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

記入上の注意

 現住所　〒

年

2020年7月14日現在

生年月日

※ 有・無 ※ 有・無

約　　時間　　分

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

免　許・資　格

 本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入）

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど

人　

　扶養家族数（配偶者を除く）

　通勤時間

写真をはる位置

写真をはる必要が
ある場合
1. 縦 36～40mm

横 24～30mm
2.本人単身胸から上
3.裏面のりづけ



る書類のそれぞれ記載方法が異なる書類というのは提出書類としては好ましくありません。また、

年号表記では年数計算がしづらいため、すべて西暦で統一することをお勧めします。 

 

・A4 縦 2 ページで作成する 

 ほとんどの履歴書は見開きで 2ページで構成されています。多くの方は履歴書はA３で設定され、

職務経歴書は A4 で印刷設定している場合が多いのですが、提出書類としては、サイズが異なるの

は親切ではありません。A４サイズがビジネスサイズですので、A4 サイズで 2 枚になるように、

または、2in1 で A4横 1ページになるように印刷設定して提出してください。 

 

・アルバイト歴は記載しない 

 左ページの職歴には通常は正社員、契約社員、長期の派遣社員を記載します。一般的に社員として

勤務してきた経験と言えるようなものです。短期のアルバイトなどは書かないことが多いのです

が、空白期間の説明がつきづらい時には、右ページ上部の欄に、その他の経歴という表示にして、

アルバイト経歴を記載するなど工夫して記載してください。 

 

・正式名称を記載する 

 （株）や（有）など、会社名を省略する書き方は失礼な書き方に当たります。「株式会社」や「有

限会社」など正式名称を記載しましょう。 

 

職務経歴書の目的や機能 
 

転職活動の武器となるのは職務経歴書です。しかし、この職務経歴書の目的や機能を考えずに作

成している人がものすごく多いように思います。ネガティブな情報も正直に記載したほうが良いと

思ってなんでもかんでも記載してしまうことで、逆にマイナスポイントになり、書類選考を何回出

しても通らないという方もいます。 

 

職務経歴書の目的とは、「あなたの経歴に興味を持ってもらい面接に進むため」ということです。つ

まり「書類選考通過が目的」です。書類選考に通過する職務経歴書は良い職務経歴書で、書類選考に

通過しない職務経歴書は良くない職務経歴書です。但し、書類選考に通過しない理由は、それだけが

理由ではなく、市場の状況やニーズに合っていない場合も通りませんので、ニーズが合っているの

に通過しない、という場合のみ、職務経歴書の作りが悪いと考えた方が良いでしょう。 

 

・職務経歴要約 

・職務経歴詳細 

・保有資格 

・スキル、活かせる経験など 

・自己ＰＲ 

・志望動機 

 



これらの情報を記載するのが良いでしょう。あくまでも興味を持ってもらうことが重要です。 

職務経歴要約では、これまでの経験を事実ベースでダイジェストにまとめるもので、10 行以内程

度の文章で、特徴、アピールポイントなどをまとめて表現するのが良いでしょう。 

職務経歴詳細は、これまでの経験を具体的に記載する場所です。どんな役職でどんな職種で、どん

な業務に携わりどんな実績を出してきたのかを記載することで、業務や能力のイメージを持っても

らうために表現する場所です。 

 

保有資格はその名の通りですが、アピールにならない情報は記載する必要はありません。アピー

ルにつながる資格を記載するようにしましょう。例えば、TOEIC800 点あるのに、英検 3 級を記載

しても意味がありませんし、英語が話せないなら英検 3 級を書いても仕方ありません。売り込める

情報はどんどん出した方が良いですが、売り込めない情報は無い方が良い場合もあります。 

 

スキルや活かせる経験などは、これまでの特徴や強みを表現する場所です。わかりやすく箇条書

きで記載しましょう。 

 

自己 PR は、これまでの経験やスキル、仕事に臨む姿勢などアピールしたい情報をここで記載しま

す。自己 PR を記載することによって、採用側の興味をさらに高める機能があります。 

 

志望動機は、応募する会社を志望する動機または転職する動機などを記載することで、なぜこの

会社を受けたのかという事を記載します。書類選考において志望動機を重視する会社もありますが、

多くの会社ではあまり書類選考時点で志望動機は重視して見ていません。より志望動機が重要にな

るのは面接時です。そのため書類選考時点での志望動機には、想いがしっかりと伝わり、前向きな印

象を残せるよう、志望動機でネガティブな要素は入れずに前向きに記載するのが良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転職のミカタでは履歴書・職務経歴書の作成代行・添削サービスを行っております。60分程度

のカウンセリングのうえ、強みを発揮する職務経歴書を作成します。 



５．面接対策 ～面接への臨み方が、人生を拓く～ 

 

 面接に通過しなければ採用される確率は 0％です。どれだけ良い職務経歴書を作成して書類選考

に通過しても、どれだけその会社に入社したくても面接で合格とならなければ入社することはでき

ません。そのため書類選考に通過したら、面接対策が重要になってきます。 

  

 なぜタイトルで「面接への臨み方が人生を拓く」と書いてあるのか。それは、高い評価をされるよ

うな人物でないと入社後も力を発揮して成果を出すことができないからです。もっと言うと、高い

評価を得られる人物が高い実績を出すのです。 

 

 面接では「高い評価」を得ることがとても重要になってきます。ほとんどの面接では会議室で 1対

１のような候補者は自分のみで受ける面接がほとんどだと思いますが、求人広告を出しているよう

な企業での面接は実際には数十人、場合によっては 100 人以上のライバルがいます。そのため、そ

れらの目に見えないライバルよりも高い評価を得られなければ入社できないのですから、高い評価

を得ることがとても重要になります。 

 

 ほとんどの企業では高い評価を得られる人材というのは共通点があります。 

 

・礼儀正しく 

・清潔感があり 

・謙虚さがあり 

・コミュニケーション能力があり 

・仕事に臨む姿勢が前向きで健全であり 

・自分の考えをしっかりと持っている人 

 

このような方はどこの会社でも高い評価を得られます。なぜかというとこのような方が仕事でも高

い成果を出すからです。 

 

 具体的には数多くの押さえるべきポイントがありますが、大切なことをいくつかご紹介します。 

 

暗くて元気のない人は採用されません 

 

まずは、企業に応募するこうどうとは、「これから一生懸命働きますので雇ってください」という事

の一連の活動であると思います。これから一生懸命働きますという意欲が必要なのですが、暗くて

元気のない人は、意欲があるように思われません。そのような方は採用されません。 

 

条件優先の人は採用されません 

 



 よく聞く話で「面接はお見合い」という事をよく聞きます。まさにその通りだと思います。これか

ら結婚しましょうという話をするお見合いで、本人に興味を持たずに、年収やら職業やら乗ってい

る車やら、親の職業やら、住まいは戸建てかとかそういう事ばかりを聴いていたら選んでもらえま

せんよね。転職活動でも同じです。条件ではなく「あなたに興味があるんです」という気持ちが伝わ

らなければ、一緒に働こうとはなりません。 

 

面接で前職の文句を言う人は採用されません 

 

面接の場で今いる会社或いは前職の不満をたらたらと話す人がいます。このような人は採用されま

せん。前の会社の不満、上司の不満、待遇への不満など、様々な不満を言う人がいますが、このよう

な人は「不満を言う人」という印象を与えます。自社に入社しても不満ばかりいうというイメージを

もたれるため採用されません。 

 

自分のことを話過ぎる人は採用されません 

 

面接官というのは、普段自分の仕事が忙しい方がほとんどです。忙しい中で時間を割いて面接に臨

んでいますので、良い人材に巡り合いたいと思っており、有意義に時間を使いたいと思っています。

事前に履歴書や職務経歴書にも目を通して、しっかりと見極めようと思って面接に臨んでいるので

すが、候補者が自分の訊いてほしい話を延々とし始めたら、「この話はいつ終わるのか」という気持

ちになり、イライラしてしまいます。面接官が聞きたい話は、あなたの話ではなく、自分が質問した

いことの答えを知りたいのです。 

 

面接で仕事の姿勢を評価する～姿勢 8 割～ 

 

 面接官というのは、面接でのコミュニケーションを通して、実際に仕事でどのようなコミュニケ

ーションを取るのか、仕事にはどのような心構えで臨むのか、といったように実際に仕事をしたと

きの様子を思い浮かべながら面接を行っています。そのため上記のような姿勢の方々は「使えない」

と思われるため、採用されません。面接官が「一緒に仕事をしてみたい」「もっと話をしたい」と思

ってもらえるような面接をすることが重要です。 

 

そのためにはしっかりと心構えを作って臨むことが大切であり、しっかりとした準備をして臨むこ

とが大切です。職務経歴書に書いてある仕事のスキルや経験、レベルなどはある程度書類上で合格

点が出ているから、書類選考を通過して面接に進んでいるわけですから、書類上の確認は 2 割程度

だと思った方がよいでしょう。それよりも面接の重視するポイントは姿勢や考え方などの人物面で

す。思考特性や行動特性などを面接によって確認したいのです。 

 

面接での質問への答えについても、インターネットで検索したら多くの面接で質問されるパターン

が掲載されています。それらの準備ももちろん大切なのですが、それよりも大切なことは、「答える

際の姿勢」です。姿勢が間違っていたら、何をどう答えても「無いな」と思われてしまいます。ここ



では「テクニックよりマインド」です。 

マインドを大切にして、準備をしっかりと行ってください。 

 

そして、面接対策の際に準備した「高い評価を得られるようなマインド」で仕事や人生に臨むこと

で、仕事でも成長を遂げて成果を達成することにつながると考えています。「良いマインド」で面接

に臨み、入社を勝ち取って、そのマインドで仕事に向き合い、成長や成果を勝ち取って人生を豊かに

して行っていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

※ここで記載した内容は経験や事例に基づくいち参考意見ですので、結果を保証するものではあり

ません。 

※本書の内容は予告なく変更、更新いたします。 

※本書は全て著作権は「転職のミカタ」にあります。無断転載は厳禁とします。 
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転職のミカタでは、 

・履歴書・職務経歴書作成代行・添削サービス 5,000 円（税込） 

・面接対策アドバイスサービス 5,000 円（税込） 

・転職相談（無料） 

 

※職務経歴書作成サービスを行っていただいた方には求人情報をご紹介する転職エージェントサービス

（無料）を提供しています。 

 

※詳しくはホームページをご覧ください。  

https://tenshokunomikata.net/ 

転職のミカタでは履歴書・職務経歴書の作成代行・添削サービスの他、90 分～120 分程度の面

接対策アドバイスサービスも提供しています。 

https://tenshokunomikata.net/

