
◆駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。◆

※雇用保険受給手続きを行った方は、「就活ガイドブック」を雇用保険説明会時に忘れずにお持ちください。

ハローワーク西尾
〒445-0071 0563-56-3622西尾市熊味町小松島41-1

ハローワーク西尾の

ホームページです。

こちらからご覧いただ

けます。

就職活動
ガイドブック

ハローワーク岡崎
〒444-0813

岡崎市羽根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎1階

0564(52)8609

ご利用時間

月～金 午前8時30分～午後5時15分

ハローワーク刈谷
〒448-8609

刈谷市若松町1-46-3

0566(21)5001

ご利用時間

月～金 午前8時30分～午後5時15分

ハローワーク碧南
〒447-0865

碧南市浅間町1丁目41番地4

0566(41)0327

ご利用時間

月～金 午前8時30分～午後5時15分

ハローワーク蒲郡
〒443-0034

愛知県蒲郡市港町16-9

0533(67)8609

ご利用時間

月～金 午前8時30分～午後5時15分

甲羅● あおい書店● マルス●

法務局●

●商工会議所

CoCo壱番屋● ●えびすや
うどん店

●来来る

●やすい小児科

●西尾衛生社

●寄住食堂 ●くまみファミリークリニック

●西尾税務署

三浦
接骨院●

●㈱イシグロ

臨時

駐車場

R3.12

ハローワーク西尾 駐車場のご案内

ハローワーク

駐

車

場

●たまゆら

ハローワークの駐車場は の部分です。近隣店舗や路上へは駐車しないでください。

駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※臨時駐車場は、西尾商工会議所第３駐車場のうち１３台分です。

点滅信号



ハローワーク西尾利用案内
◇窓口のご案内◇

求職申込、職業相談、紹介の窓口のご利用、求人検索機の

ご利用、雇用保険失業給付の受給手続、失業認定など、

最初に総合受付にお寄りください。

・５９歳までの方、母子（父子）家庭の母（父）の職業相談、紹介

・上記の方の雇用保険受給手続のための求職相談

・職業訓練の相談

・６０歳以上、障害者、外国籍の方の職業相談、紹介

・上記の方の雇用保険受給手続のための求職相談

・求人の申込など事業主に対する諸手続

・雇用保険受給手続、教育訓練給付受給手続

・事業所の雇用保険諸手続

総合受付

２
企業支援・専門援助

1

職業相談

3

雇用保険

①

③

②総合受付 求人検索

コーナー

求人検索

コーナー

記
入
台

待 合 待
合

入口

ハローワーク受付票 雇用保険受給資格者証

ハローワークに求職登録していただくとハローワーク受付票をお渡しします。来所する際は、

持参いただき職業相談や求人への紹介を行います。

全国のハローワークで利用可能です。

以前の登録データがあれば、新たに求職登録していただく必要はありません。ハローワーク

受付票を忘れた場合や、紛失した場合、久しぶりにハローワークを利用する場合は、登録が

あるか確認させていただきます。総合受付にてお申し出ください。

求職申込

雇用保険の受給手続きし、一定期間経過後に雇用保険受給資格者証をお渡しします。

お手元に届いたら「ハローワーク受付票」は保管していただき雇用保険受給中は「雇用保険

受給資格者証」を持参してください。

ハローワークにお越しの際は

「ハローワーク受付票」または、「雇用保険受給資格者証」を忘れずにお持ちください。

求職者マイページのご案内
求職者ﾏｲﾍﾟｰｼﾞはﾊﾛｰﾜｰｸｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ（ｵﾝﾗｲﾝｻｰﾋﾞｽ）の求職者個人のページです。

求職者マイページを開設するとできること
・ 求職情報の確認や変更、求職登録の有効/無効の切り替えができます。

・ ﾊﾛｰﾜｰｸｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽで求人検索する際、検索条件や気になった求人情報を

保存できます。

・ ﾊﾛｰﾜｰｸで紹介した求人内容や紹介状、応募履歴を確認することができます。

・ 応募した求人企業や団体の担当者とﾒｯｾｰｼﾞ機能で直接やりとりできます。

（※求人者側がﾏｲﾍﾟｰｼﾞを開設している場合に限ります。）

・ ﾊﾛｰﾜｰｸからの求人情報の案内やお知らせを受け取ることができます。

求職者ﾏｲﾍﾟｰｼﾞの開設はﾊﾛｰﾜｰｸの相談窓口にて、メールアドレスの登録が

必要になります。詳しくは、相談窓口にてお問い合わせください。

ご利用時間

平日 （月曜日～金曜日） 午前８時３０分～午後５時１５分

土日祝日 ・ 年末年始 （１２／２９ ～１／３）は休日となります。

※求職申込や職業相談には一定の時間がかかります。

午前９時～午後５時のご利用をお勧めします。
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ハローワーク西尾利用案内
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ハローワーク西尾のサービスメニュー

① 求人検索・閲覧 ＜ 求人検索システム ＞

日本全国の求人を見ることができます。まずは総合受付へ。

検索機の使い方は５・６ページをご覧ください。

＜ ハローワーク求人情報 ＞

毎月１０・２５日にハロ－ワ－ク西尾求人情報を発行してい

ます。玄関外側と玄関ホールに置いてありますので、ご自由に

お持ちください。

※ 求人番号が記載してありますので求人検索システムで詳細の

確認ができます。

＜ハローワークインターネットサービス＞

（URL：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/）
パソコン・スマートフォンなどを使って、インターネットで

求人検索ができます。

※ 一部の求人は求人者の意向で会社名が公開されていません。

ハローワークに登録して、ご自身の求職番号を入力すると事業

所名等を確認することができる求人もあります。

「どんな求人があるの？」

② 求職申込・職業相談
「求人に応募したい・・・」

「検索がうまくいかない・・・」

求職申込（登録）をしていただくことで、求人への紹介など、

ハローワークの様々なサービスを利用することができます。

職業相談窓口では、求人への紹介だけでなく、求人票の見方や

応募状況などにもお答えしています。また履歴書・職務経歴書の

添削など、就職活動についての様々な相談に対応いたします。

総合受付で「相談希望」または「紹介希望」とお申し出いただき、

お気軽にご相談ください。

④ マンツーマン相談
「求職活動のアドバイスをして欲しい・・・」

「１人の相談員と継続して相談したい・・・」

経験豊かな専門相談員が、マンツーマンで継続的に早期就職

のお手伝いをしていますので、気軽にお申し出ください。

⑤ セミナー・面談会

＜ 就職支援セミナー ＞ 週に１回、ハローワーク２階会議室で

ビデオセミナーを開催しています。所要時間は約３０分、テ

ーマは「自己分析」「社会人マナー」などです。応募前の自

己分析や心構えに役立ちます。また、面接対策や応募書類作

成のミニセミナーや若年者向けセミナーも毎月定期的に開催

しています。

＜ 面接トレーニング ＞ 月に１回、ハローワーク２階会議室で

対面式の「面接トレーニング」を実施しています。所要時間

は約２時間。面接する側、される側に立ってトレーニングを

することで、実際の面接に生かしましょう。

＜ 就職支援セミナー（外部委託） ＞ 外部委託によるセミナー

を開催しています。「基本コース」「応募書類対策コース」

等のコースがあります。

＜ 個別面談会 ＞ 定期的にハローワーク２階会議室で事業所の

採用担当の方と直接面談できる個別面談会を開催しています。

事前の予約は不要です。

「応募する前に何を準備するの？」

「書類選考が通らない・・・」

「面接で緊張してしまう・・・」

③ 職業訓練の相談
「応募したいけど資格がないので・・・」

「新しい仕事にチャレンジしたい・・・」

転職に必要な技能、知識、資格の習得や技術のスキルアップを

図り、早期再就職に役立てていただくものです。

訓練を受講することにより早期就職(訓練終了後３か月以内)

を希望する方が対象で、合格した場合はすべてのカリキュラムに

出席する必要があります。〈就職状況の把握調査があります。〉

パソコン・医療事務・介護など様々な職業訓練のコースがあり

ますが、申込は１コース、修了後１年間は再受講できませんので

ご注意ください。また入校時期や応募条件などが決まっています。

ご希望の方はお早めにご相談ください。

選考試験に合格し、雇用保険の要件に該当すれば、受講中手当

が支給される場合があります。

※受講料は無料（テキスト代等自費）です。3 4

※新型コロナウイルス等の影響によ

り、開催については変更になる場合

がありますので、窓口にてお問い合

わせください。

※詳細は所内の掲示やﾘｰﾌﾚｯﾄをご覧いただくか、窓口でお尋ねください。

こちらから、求人検索できます。

※ 選考試験があります。

「学生で就活中。どのように進めたらいいか・・・」

「オンライン面接があり、当日心配・・・」

学生や若年者を担当している相談員が、サポートします。

就職活動のことならどんなことでも大丈夫、お気軽にご相談

ください。

＜ オンライン相談 ＞

・ハローワークではオンライン職業相談もできます。

自宅などにいながら、インターネットを通じてリアルタイムで

相談できます。お互いの顔が見えるため窓口と同じ状況で安心し

てご利用いただけます。

・ＷＥＢ面接練習もできます。

採用選考においてＷＥＢ面接を導入する企業が増加しています。

そのため【ＺＯＯＭ】でつないで面接練習を行っています。

ネット環境、音声の確認などの事前準備を始め、ＷＥＢ上での相

手とのやりとりなど、ＷＥＢ面接ならではのポイントを押さえな

がら自宅から練習することができます。

※ オンライン通信アプリ【ＺＯＯＭ】を活用して職業相談を行うサービスです。

予約制となりますので、相談窓口やお電話でお問い合わせください。

3
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「新しい仕事にチャレンジしたい・・・」

転職に必要な技能、知識、資格の習得や技術のスキルアップを

図り、早期再就職に役立てていただくものです。

訓練を受講することにより早期就職(訓練終了後３か月以内)

を希望する方が対象で、合格した場合はすべてのカリキュラムに

出席する必要があります。〈就職状況の把握調査があります。〉

パソコン・医療事務・介護など様々な職業訓練のコースがあり

ますが、申込は１コース、修了後１年間は再受講できませんので

ご注意ください。また入校時期や応募条件などが決まっています。

ご希望の方はお早めにご相談ください。

選考試験に合格し、雇用保険の要件に該当すれば、受講中手当

が支給される場合があります。

※受講料は無料（テキスト代等自費）です。3 4

※新型コロナウイルス等の影響によ

り、開催については変更になる場合

がありますので、窓口にてお問い合

わせください。

※詳細は所内の掲示やﾘｰﾌﾚｯﾄをご覧いただくか、窓口でお尋ねください。

こちらから、求人検索できます。

※ 選考試験があります。

「学生で就活中。どのように進めたらいいか・・・」

「オンライン面接があり、当日心配・・・」

学生や若年者を担当している相談員が、サポートします。

就職活動のことならどんなことでも大丈夫、お気軽にご相談

ください。

＜ オンライン相談 ＞

・ハローワークではオンライン職業相談もできます。

自宅などにいながら、インターネットを通じてリアルタイムで

相談できます。お互いの顔が見えるため窓口と同じ状況で安心し

てご利用いただけます。

・ＷＥＢ面接練習もできます。

採用選考においてＷＥＢ面接を導入する企業が増加しています。

そのため【ＺＯＯＭ】でつないで面接練習を行っています。

ネット環境、音声の確認などの事前準備を始め、ＷＥＢ上での相

手とのやりとりなど、ＷＥＢ面接ならではのポイントを押さえな

がら自宅から練習することができます。

※ オンライン通信アプリ【ＺＯＯＭ】を活用して職業相談を行うサービスです。

予約制となりますので、相談窓口やお電話でお問い合わせください。
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検索する時の

★求職番号を入力すると、事業所名等を閲覧できることがあります。

★検索はすべての条件を入力せず、譲れない条件を入力してください。

★画面右上の【全て終了】や【×】をクリックすると最初の画面になってしまいます。

検索の途中でクリックしないよう、注意してください。

西尾公共職業

5 6

1 2

5

3

求人検索システムを使ってみましょう

表示画面をクリック!!

お知らせ情報表示

画面では、右下の

をクリック!!メニュー

希望条件を設定します。

正社員やパート、就業希望地域、

職種等を設定し

を クリック !!

希望条件の求人が表示されます。

をクリック　

すると、就業時間 や 休日 など

の詳細条件が設定できます。

画面スクロールすると、求人一

覧の続きが見られます。受付年

月日の新しい求人から、３０件

ずつ表示されます。

気になった求人の

をクリック!!

このページの一番上へスクロー

ルすると、条件を変えて、再度

検索できます。

求人検索画面です。

条件を変えて、検索をやり

直す時は、

をクリック !!

再度条件を入力し、検索

します。

最後、終了するときは

をクリック !!

をクリック!!
求人情報検索

詳細検索条件

検索

求人票を表示

求人票を印刷します。

クリック !!

上のプリンターから

求人票が出力されます。

印刷をしない場合は、

クリック !!

（求人票を閉じます。）

全て終了

＾ペ－ジ

最上部へ

4

6

7

全て終了

全て終了

全て終了

全て終了

全て終了

全て終了
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「求人番号」 

お問い合わせや紹介希望の際は、窓口で求人番号

をお伝えください。 

「仕事の内容」 

仕事の内容について、ハローワークの職員が

求人事業所に電話し、詳しい内容を確認する

こともできます。 

「雇用形態」 

以下の種類があります。 

◆フルタイムの求人の場合

①「正社員」：直接雇用で、雇用期間の定めがな

く、フルタイムのもの 

②「正社員以外」：契約社員、準社員、嘱託など

正社員以外のもの 

③「有期雇用派遣」：期間を定めて雇用される派

遣労働者のこと。なお、労働派遣事業者（派

遣会社）に登録して、仕事がある時だけ雇用

契約を結び、派遣先で働くいわゆる「登録型

派遣」については、既に派遣先が決まってい

る場合のみ、ハローワークで取り扱っていま

す。 

④「無期雇用派遣」：期間を定めないで雇用され

る派遣労働者のこと。 

（注）フルタイム＝正社員とは限りません。 

◆パートタイムの求人の場合

①「パート労働者」：正社員より就業時間が短い

もの 

②「有期雇用派遣パート」：期間を定めて、雇用

される派遣労働者のこと。なお、労働者派遣

事業者（派遣会社）に登録して、仕事がある

時だけ雇用契約を結び、派遣先で働くいわゆ

る「登録型派遣」については、既に派遣先が

決まっている場合のみ、ハローワークで取り

扱っています。 

③「無期雇用派遣パート」：期間を定めないで雇

用される派遣労働者のこと。 

「就業場所」 

事業所所在地と違う場合もあるので、よく

確認しましょう。 

「試用期間」 

多くの事業所で試用期間を設けて

います、 

試用期間中は賃金等の労働条件が

異なることがあります。よく確認

しましょう。 

「就業時間」 

パートタイム求人の場合、就業時間、労働日数は特に大切な条件です。「〇〇：〇〇

～□□：□□の間の△時間以上」と表示されている場合でも、シフトの都合で希望

の時間で勤務できないこともあります。 

一定期間の労働時間が変則的な「変形労働時間制」や「交替制」など、どのような

働き方なのか分からない場合は窓口でよく確認しましょう。 

「時間外労働時間」 

早出勤務や残業のことです。時期により残業時間に差がある場合があります。 

「加入保険」 

パートタイム求人の場合、労働条件によって社会保険に加入できる場合と加入でき

ない場合があります。 
雇用：雇用保険。失業した場合などに支給されます。 

労災：労災保険。業務上の病気・ケガなどの場合に支給されます。 

健康：健康保険。業務外の病気・ケガなどの場合に支給されます。 

厚生：厚生年金保険。老齢になった場合、障害が残った状態となった場合、死亡した場合など

に支給されます。 

財形：勤労者財産形成促進制度。働く人の財産形成促進のための貯蓄制度です。 

退職金共済：退職金を確実に支払うために企業が預金を社外に積み立てる制度です。 

７ 

求人票の見方 
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「賃 金」（税引き前） 

◆フルタイム求人の場合

月額（換算額）で表示されます。

◆パートタイム求人の場合

時間額が表示されます。日給制や月給制の場合も平均的な勤務時間により時間額に

換算されて表示されます。

賃金、就業日数・時間などに応じて、所得税や社会保険料（雇用保険、健康保険、

厚生年金、介護保険）などが引かれますので、実際の手取り額は少なくなります。

注意してください。

「固定残業代（ｃ）」

固定残業代とは、時間外労働の有無にかかわらず固定的に支給されるものです。「あ

り」の場合はその内容（固定残業代に相当する時間など）をよくご確認ください。

当面の間、ｂ欄に記載されている場合もあるのであわせてご確認ください。

「賃金形態等」 

この欄の表示には以下の種類があります。 

「月 給」：月額が決められて支払われる。 

「日 給」：日額×勤務日数で支払われる。 

「時間給」：時間額×勤務時間数で支払われる。 

「年棒制」：年額が決められ、各月に分けて支給される。各月の支給額の分け方は

いろいろ。 

「通勤手当」 

「実費（上限なし）」実際に通勤にかかる費用が全額支給されます。 

「実費（上限あり）」上限額を限度に、実際に通勤にかかる費用が支給されます。 

「一定額」：表記された一定額が支給されます。 

「なし」：通勤手当は支給されません。 

（注）通勤手当が実費でなく、会社規定の計算方法により、支給される場合あり。 

「昇給」「賞与」 

前年度の実績が記載されています。 

会社や個人の業績等により、変動することがあります。 

「事業内容」「会社の特徴」 

仕事の内容や労働条件など重要なことが記載されている場合があ

ります。漏らさず確認しましょう。 

「求人に関する特記事項」 

労働条件や応募条件など重要なことが記載されている場合があり

ます。漏らさず確認しましょう。 

「就業場所・選考場所の地図」 

就業場所や選考場所の地図は、窓口で求人を

ご紹介する際に、お渡しします。 

「フルタイム」 

正社員の他、正社員と同じ就業時間の従業員を募集する求人は、

雇用形態にかかわらずフルタイム求人になります。 

「パートタイム」 

正社員より就業時間が短い従業員を募集する求人は、パートタイ

ム求人になります。

（注）月給制＝フルタイム、時給制＝パートタイムではありません。
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応募書類を作ってみましょう

履歴書編

日 付

★ 郵送の場合は投函日を、持参す

る場合は当日を記入しましょう。

現 住 所

★ 郵便番号は７桁、マンション名

・部屋番号まで記入しましょう。

写 真

★ ３か月以内に撮った証明写真を

使用しましょう。スナップ写真

は不可です。

★ 服装はカジュアルな服装は避け、

スーツ等で撮りましょう。

★ はがれた時のため、裏に名前を

記入してから貼付しましょう。

学 歴

★ 高校入学から記入しましょう。

※中卒の場合は「中学校卒業」

から記入します。

★ 学部、学科、専攻学科も記入しま

しょう。

★ 学校名は略さず記入しましょう。

職 歴

★ 古いものから順に記入、会社名

は略さず正式名称を記入しまし

ょう。

★ パート、アルバイトも長いもの

は必ず記入しましょう。

免許・資格

★ 取得した順に正式名称で記入しま

しょう。

★ 取得予定の資格がある場合も、そ

の旨を記入しましょう。

志望の動機・特技等

★ 自己アピールする重要な欄です。

★ 職務能力や積極性、趣味なども交

え具体的に記入しましょう。

★ 文言の使い回しを避け、会社ごと

に工夫しましょう。

★ 職務経歴書と内容が重複しても省

略しないで記入しましょう。

本人希望記入欄

★ 必要最小限の希望のみを記入しま

しょう。（わがままと受け取られ

ることもあります）

★ 採用に有利になる事項は積極的に

記入します。（休日出勤可、夜勤

可、残業可など）

◎ 履歴書は、会社が皆さんの能力・やる 気などを測る重要な書類です。使い回しを避け、

次のことに気を付けて会社ごとに丁寧 に作成しましょう。

◎ 用紙はＡ４判（Ａ３用紙２つ折）用紙 をお勧めします。

◆ 黒のボールペンまたは万年筆で手 書きが一般的です。

◆ 間違えたら必ず新しい用紙に書き 直しましょう。

◆ 年号は西暦・和暦どちらでもよい が、どちらかに統一しましょう。

チェック！
◎ 書き終わっ たら、誤字・脱字・記入漏れのチェックをしましょう。

◎ 後で記入し た内容が確認できるよう、コピーをとっておきましょう。

Point

9 10

履　歴　書 　令和　○○年 　○○月  ○○日現在 年 月

 氏　　名

※性別

 ふりがな  電話

平成○○ 10

平成○○ 3

令和○○ 10

令和○○ 3

※「性別」欄：記載は任意です。未記載とすることも可能です。

平成○○ 5

月

月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

　日本商工会議所簿記検定３級合格

 ふりがな

あいちけんにしおしくまみちょうこまつじま

平成○○

　愛知県立○○高等学校　○○科 卒業平成○○ 3

令和○○

平成○○

090-0000-0000

平成○○

年
 電話

連絡先　〒 （現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

年

学　　歴

昭和　○○年　　○○月 ○○日生　（満　○○　歳）　　

西尾　ハロ子

 ふりがな 　にしお はろこ

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 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）

○○店　衣料部門に配属

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど

職　　歴

（ワード・エクセルは実務で使用可能です。）

　株式会社　○○　　一身上の都合により退社

○○大学○○学部○○学科 入学

○○店　惣菜部門主任に昇格

○○店　惣菜部門に配属

○○大学○○学部○○学科 卒業

以　上　　

スーパー○○店　惣菜部門勤務

　土日出勤・残業可能です。

　株式会社　○○百貨店　入社4平成○○

　株式会社　○○　入社

平成○○ 2

平成○○

　私はこれまでスーパー、百貨店にて約10年勤務し、接客・販売を
中心に仕入れ、品出し、在庫管理等の業務を担当しておりました。
この経験と能力を活かし、貴社の業務に貢献できると考え応募いた
しました。接客ではお客様の声に耳を傾け、臨機応変に対応する自
信があると自負しております。顧客満足度の向上と業績アップに尽
力し、何事にも責任感を持って取り組みたいと思います。

4

9 　株式会社　○○百貨店　店舗閉鎖により退社

12

免　許・資　格

　愛知県西尾市熊味町小松島41-1　ハローマンション101

4 　愛知県立○○高等学校　○○科 入学

　全国珠算能力検定２級合格

2

　現在、ワード・エクセル資格取得に向けて勉強中

　普通自動車第一種運転免許取得

 現住所　〒 445-0071

（0563）00-0000

写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

1. 縦

横
2.本人単身胸から上
3.裏面のりづけ

9
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★ 職務能力や積極性、趣味なども交

え具体的に記入しましょう。

★ 文言の使い回しを避け、会社ごと

に工夫しましょう。

★ 職務経歴書と内容が重複しても省

略しないで記入しましょう。

本人希望記入欄

★ 必要最小限の希望のみを記入しま

しょう。（わがままと受け取られ

ることもあります）

★ 採用に有利になる事項は積極的に

記入します。（休日出勤可、夜勤

可、残業可など）

◎ 履歴書は、会社が皆さんの能力・やる 気などを測る重要な書類です。使い回しを避け、

次のことに気を付けて会社ごとに丁寧 に作成しましょう。

◎ 用紙はＡ４判（Ａ３用紙２つ折）用紙 をお勧めします。

◆ 黒のボールペンまたは万年筆で手 書きが一般的です。

◆ 間違えたら必ず新しい用紙に書き 直しましょう。

◆ 年号は西暦・和暦どちらでもよい が、どちらかに統一しましょう。

チェック！
◎ 書き終わっ たら、誤字・脱字・記入漏れのチェックをしましょう。

◎ 後で記入し た内容が確認できるよう、コピーをとっておきましょう。

Point
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履　歴　書 　令和　○○年 　○○月  ○○日現在 年 月

 氏　　名

※性別

 ふりがな  電話

平成○○ 10

平成○○ 3

令和○○ 10

令和○○ 3

※「性別」欄：記載は任意です。未記載とすることも可能です。

平成○○ 5

月

月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

　日本商工会議所簿記検定３級合格

 ふりがな

あいちけんにしおしくまみちょうこまつじま

平成○○

　愛知県立○○高等学校　○○科 卒業平成○○ 3

令和○○

平成○○

090-0000-0000

平成○○

年
 電話

連絡先　〒 （現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

年

学　　歴

昭和　○○年　　○○月 ○○日生　（満　○○　歳）　　

西尾　ハロ子

 ふりがな 　にしお はろこ

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 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）

○○店　衣料部門に配属

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど

職　　歴

（ワード・エクセルは実務で使用可能です。）

　株式会社　○○　　一身上の都合により退社

○○大学○○学部○○学科 入学

○○店　惣菜部門主任に昇格

○○店　惣菜部門に配属

○○大学○○学部○○学科 卒業

以　上　　

スーパー○○店　惣菜部門勤務

　土日出勤・残業可能です。

　株式会社　○○百貨店　入社4平成○○

　株式会社　○○　入社

平成○○ 2

平成○○

　私はこれまでスーパー、百貨店にて約10年勤務し、接客・販売を
中心に仕入れ、品出し、在庫管理等の業務を担当しておりました。
この経験と能力を活かし、貴社の業務に貢献できると考え応募いた
しました。接客ではお客様の声に耳を傾け、臨機応変に対応する自
信があると自負しております。顧客満足度の向上と業績アップに尽
力し、何事にも責任感を持って取り組みたいと思います。

4

9 　株式会社　○○百貨店　店舗閉鎖により退社

12

免　許・資　格

　愛知県西尾市熊味町小松島41-1　ハローマンション101

4 　愛知県立○○高等学校　○○科 入学

　全国珠算能力検定２級合格

2

　現在、ワード・エクセル資格取得に向けて勉強中

　普通自動車第一種運転免許取得

 現住所　〒 445-0071

（0563）00-0000

写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

1. 縦

横
2.本人単身胸から上
3.裏面のりづけ
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職務経歴書編 職務経歴書はなぜ必要？

① 会社は中途採用者に対して実務能力の高さ【即戦力】と積極性【やる気】を期待しています。

最近では、履歴書に加えて職務経歴書を求めることが多くなっています。

② 職務経歴書を作成することで、皆さん自身の自己分析【今まで何をしてきて何ができるのか】

をすることができます。自分を知り、面接で失敗しないためにも求人に応募する前に作成する

ことをお勧めします。

③ 履歴書だけでは皆さんの能力レベルや潜在能力、積極性などが十分アピールできません。

面倒でも職務経歴書は自分をアピールするチャンスと捉えて作成しましょう。

魅力ある職務経歴書の作成は就職への近道

作り方は？

① 職務経歴書の決まった様式はありませんのでＡ４判横書き１～２枚程度で作成しましょう。

② 履歴書に書ききれなかったアピールポイントなどを自由に記入しましょう。

③ 読みやすいレイアウトを心がけ、誤字脱字のないよう注意しましょう。

④ 記入する項目は、「希望職種」「職務経歴（内容だけでなく実績なども盛り込みましょう）」

「取得資格」「自己ＰＲ」「活かせる能力」などがあります。

⑤ 職務経歴書は経験職種や経験年数により様々な書き方があります。ハローワーク窓口で相談し

たり、セミナーを受講してみましょう。

○ 勤務年数や経験が少なくて書くことがない・・・

学生時代に学んだこと、アルバイトの経験、ボランティア活動、趣味や特技なども大切な経

験です。希望職種に活かせそうなことを探しましょう。

※今までの経験以外でも、これからスキルアップを目指している分野、資格を取るために勉

強していることなどもＰＲするとよいでしょう。

○ 転職回数が多いので書ききれない・・・

会社ごとに書くのではなく、経験した職種や業務ごとにまとめるのも１つの方法です。

○ 働いてない期間が長いので何を書いたらよいか分からない・・・

ブランクがある場合は、資格取得のための準備期間など、ブランクに意味を持たせましょう。

病気・怪我・出産などの場合は、ありのままに記入し、現在は完治し就職に問題ないなどを明

記する書き方もあります。

Point!

職務経歴書

令和○○年○○月○

○日 

西尾 ハロ

子 

＜希望職種＞ 

  販売 

＜職務経歴＞ 

株式会社○○百貨店（正社員） 平成○○年○○月～平成○○年○○月（約〇

年） 

職務内容：衣料品部門に配属（約〇年） 

接客 レジ 電話応対 売上管理 在庫管理 発注 

 レイアウト 陳列 ポップ作成 

惣菜部門に配属（約〇年） 

弁当・寿司・惣菜の調理 材料の仕入れ パック詰め 

商品陳列 店頭販売 

株式会社△△（正社員） 平成○○年○○月～令和○○年○○月（約○

年） 

職務内容：スーパー○○店 惣菜部門に勤務 

弁当・寿司・惣菜の調理 材料の仕入れ パック詰め 

商品の陳列 店頭販売 新メニューの企画 ポップ作成 

売上管理 在庫管理 発注 

＜取得資格等＞ 

日本商工会議所主催簿記検定３級 

日本珠算能力検定２級 

ワード・エクセル実務で使用可能（現在、資格取得に向けて勉強中）

＜活かせる能力＞ 

◆お客様に寄り添った接客、コミュニケーション能力があります。

私は、接客販売業務の中でお客様に寄り添った接客を心がけ対応して参りました。お客様

の 

  ご要望を的確に理解し、販売促進に繋げました。コミュニケーション能力・接客技術には自

信 

  があります。 

◆パソコン(Excel・Word)を実務で使いこなせます。

売上管理や在庫管理、発注業務にてパソコンは日常的に使用して参りました。また、新メ

ニ 

  ューの企画では季節のお弁当・惣菜を提案し企画書、調理の作業手順書、また販売促進のた

め 

記入例

◆ パソコンが使える方はレイアウトを工夫して

分かりやすいものを作りましょう

◆ まとめる能力も見られていますので、２枚以

内にまとめましょう

◆ 提出日を記入しましょう

投函日または面接日になります

◆ 今までに どのような仕事をしてきたか、

具体的に記入しましょう

◆ 職業能力（何が

できる・何が得

意か）や免許・

資格などを表現し

ま

しょう
 

 

職務経歴書

令和○○年○○月○○日 

西尾 ハロ子 

＜希望職種＞ 

  販売 

＜職務経歴＞ 

株式会社○○百貨店（正社員） 平成○○年○○月～平成○○年○○月（約〇年） 

職務内容：衣料品部門に配属（約〇年） 

・接客 レジ 電話応対 売上管理 在庫管理 発注

レイアウト 陳列 ポップ作成

惣菜部門に配属（約〇年） 

・弁当・寿司・惣菜の調理 材料の仕入れ パック詰め

商品陳列 店頭販売

株式会社△△（正社員） 平成○○年○○月～令和○○年○○月（約○年） 

職務内容：スーパー○○店 惣菜部門に勤務 

・弁当・寿司・惣菜の調理 材料の仕入れ パック詰め

商品の陳列 店頭販売

・新メニューの企画 ポップ作成売上管理 在庫管理 発注

＜取得資格等＞

日本商工会議所主催簿記検定３級 

日本珠算能力検定２級 

ワード・エクセル実務で使用可能（現在、資格取得に向けて勉強中）

＜活かせる能力＞

◆お客様に寄り添った接客、コミュニケーション能力があります。

 私は、接客販売業務の中でお客様に寄り添った接客を心がけ対応して参りました。お客様の 

  ご要望を的確に理解し、販売促進に繋げました。コミュニケーション能力・接客技術には自信 

  があります。 

◆パソコン(Excel・Word)を実務で使いこなせます。

 売上管理や在庫管理、発注業務にてパソコンは日常的に使用して参りました。また、新メニ 

  ューの企画では季節のお弁当・惣菜を提案し企画書、調理の作業手順書、また販売促進のため 

  のポップ作成等を行って参りました。

記入例
◆ 提出日を記入しましょう

　  投函日または面接日になります

◆ 今までに , どのような仕事をしてきたか、

　  具体的に記入しましょう

◆ 職業能力 （何ができる ・ 何が得意か） や

    免許 ・ 資格などを表現しましょう

◆ 職務経歴の裏付けとなる

   ような経験やエピソードを

   交えてＰＲしましょう

◆ パソコンが使える方はレイアウトを工夫して

　  分かりやすいものを作りましょう

◆ まとめる能力も見られていますので、 ２枚以

　  内にまとめましょう
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職務経歴書編 職務経歴書はなぜ必要？

① 会社は中途採用者に対して実務能力の高さ【即戦力】と積極性【やる気】を期待しています。

最近では、履歴書に加えて職務経歴書を求めることが多くなっています。

② 職務経歴書を作成することで、皆さん自身の自己分析【今まで何をしてきて何ができるのか】

をすることができます。自分を知り、面接で失敗しないためにも求人に応募する前に作成する

ことをお勧めします。

③ 履歴書だけでは皆さんの能力レベルや潜在能力、積極性などが十分アピールできません。

面倒でも職務経歴書は自分をアピールするチャンスと捉えて作成しましょう。

魅力ある職務経歴書の作成は就職への近道

作り方は？

① 職務経歴書の決まった様式はありませんのでＡ４判横書き１～２枚程度で作成しましょう。

② 履歴書に書ききれなかったアピールポイントなどを自由に記入しましょう。

③ 読みやすいレイアウトを心がけ、誤字脱字のないよう注意しましょう。

④ 記入する項目は、「希望職種」「職務経歴（内容だけでなく実績なども盛り込みましょう）」

「取得資格」「自己ＰＲ」「活かせる能力」などがあります。

⑤ 職務経歴書は経験職種や経験年数により様々な書き方があります。ハローワーク窓口で相談し

たり、セミナーを受講してみましょう。

○ 勤務年数や経験が少なくて書くことがない・・・

学生時代に学んだこと、アルバイトの経験、ボランティア活動、趣味や特技なども大切な経

験です。希望職種に活かせそうなことを探しましょう。

※今までの経験以外でも、これからスキルアップを目指している分野、資格を取るために勉

強していることなどもＰＲするとよいでしょう。

○ 転職回数が多いので書ききれない・・・

会社ごとに書くのではなく、経験した職種や業務ごとにまとめるのも１つの方法です。

○ 働いてない期間が長いので何を書いたらよいか分からない・・・

ブランクがある場合は、資格取得のための準備期間など、ブランクに意味を持たせましょう。

病気・怪我・出産などの場合は、ありのままに記入し、現在は完治し就職に問題ないなどを明

記する書き方もあります。

Point!

職務経歴書

令和○○年○○月○

○日 

西尾 ハロ

子 

＜希望職種＞ 

  販売 

＜職務経歴＞ 

株式会社○○百貨店（正社員） 平成○○年○○月～平成○○年○○月（約〇

年） 

職務内容：衣料品部門に配属（約〇年） 

接客 レジ 電話応対 売上管理 在庫管理 発注 

 レイアウト 陳列 ポップ作成 

惣菜部門に配属（約〇年） 

弁当・寿司・惣菜の調理 材料の仕入れ パック詰め 

商品陳列 店頭販売 

株式会社△△（正社員） 平成○○年○○月～令和○○年○○月（約○

年） 

職務内容：スーパー○○店 惣菜部門に勤務 

弁当・寿司・惣菜の調理 材料の仕入れ パック詰め 

商品の陳列 店頭販売 新メニューの企画 ポップ作成 

売上管理 在庫管理 発注 

＜取得資格等＞ 

日本商工会議所主催簿記検定３級 

日本珠算能力検定２級 

ワード・エクセル実務で使用可能（現在、資格取得に向けて勉強中）

＜活かせる能力＞ 

◆お客様に寄り添った接客、コミュニケーション能力があります。

私は、接客販売業務の中でお客様に寄り添った接客を心がけ対応して参りました。お客様

の 

  ご要望を的確に理解し、販売促進に繋げました。コミュニケーション能力・接客技術には自

信 

  があります。 

◆パソコン(Excel・Word)を実務で使いこなせます。

売上管理や在庫管理、発注業務にてパソコンは日常的に使用して参りました。また、新メ

ニ 

  ューの企画では季節のお弁当・惣菜を提案し企画書、調理の作業手順書、また販売促進のた

め 

記入例

◆ パソコンが使える方はレイアウトを工夫して

分かりやすいものを作りましょう

◆ まとめる能力も見られていますので、２枚以

内にまとめましょう

◆ 提出日を記入しましょう

投函日または面接日になります

◆ 今までに どのような仕事をしてきたか、

具体的に記入しましょう

◆ 職業能力（何が

できる・何が得

意か）や免許・

資格などを表現し

ま

しょう
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郵送編

4 4 5 0 0 7 1-□□□□

添え状（挨拶状）を付けましょう

応募先の会社に履歴書や職務経歴書を郵送する場合は、簡単な添え状を同封しましょう。

（持参する場合は不要です。）

添え状を付けることで皆さんのビジネスマナーをアピールし、採用担当者の印象を良く

しましょう。

● 添え状には決まった様式はありませんが、職務経歴書と同様にＡ４判に横書き、

１枚にまとめると良いでしょう。

● 添え状には必ず「日付」「応募先」「自分の名前」を記入しましょう。

◆ 添え状記入例 ◆

発送するときは

職務経歴書

履歴書

ハローワーク

紹介状

添え状
◆ 封筒のサイズは応募書類を折りたたまないよう

角２（Ａ４判）が良いでしょう。

◆ 表書きの左下に「応募書類在中」と朱書きしま

しょう。

◆ 裏面に差出人(自分)の住所氏名を書きましょう。

◆ 書類は、添え状、ハローワーク紹介状、履歴書、

職務経歴書の順に揃えて送りましょう。

● 会社名は略さず（㈱㈲など）正式名称を使いましょう。

● 担当者名は「□□部 △△課 ○○○○様」と略さずに記入しましょう。

● 担当者名が分からない場合は「□□部 △△課 採用ご担当者様」と記入しましょう。

● 料金不足は最も印象を悪くします。不足のないよう切手を貼りましょう。

Point!

13 14

西
尾
市
○
○
町
○
丁
目
○
○
番
地

令和〇〇年〇月〇日

○○株式会社

人事課長 ○○様

445-0000
愛知県西尾市○○町〇丁目○○番地

西尾 ハロ子

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、この度ハローワークにおいて、貴社が○○職を募集してい

ることを知り、早速応募させていただきました。

私は、〇年間○○職として従事して参りました。

これまでに培った経験や知識を活かして、貴社の業務に寄与し

たいと思っております。

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、同封いたしました

履歴書及び職務経歴書をご覧いただき、是非面接の機会を賜りま

すようお願い申し上げます。

敬具

Point!
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郵送編

4 4 5 0 0 7 1-□□□□

添え状（挨拶状）を付けましょう

応募先の会社に履歴書や職務経歴書を郵送する場合は、簡単な添え状を同封しましょう。

（持参する場合は不要です。）

添え状を付けることで皆さんのビジネスマナーをアピールし、採用担当者の印象を良く

しましょう。

● 添え状には決まった様式はありませんが、職務経歴書と同様にＡ４判に横書き、

１枚にまとめると良いでしょう。

● 添え状には必ず「日付」「応募先」「自分の名前」を記入しましょう。

◆ 添え状記入例 ◆

発送するときは

職務経歴書

履歴書

ハローワーク

紹介状

添え状
◆ 封筒のサイズは応募書類を折りたたまないよう

角２（Ａ４判）が良いでしょう。

◆ 表書きの左下に「応募書類在中」と朱書きしま

しょう。

◆ 裏面に差出人(自分)の住所氏名を書きましょう。

◆ 書類は、添え状、ハローワーク紹介状、履歴書、

職務経歴書の順に揃えて送りましょう。

● 会社名は略さず（㈱㈲など）正式名称を使いましょう。

● 担当者名は「□□部 △△課 ○○○○様」と略さずに記入しましょう。

● 担当者名が分からない場合は「□□部 △△課 採用ご担当者様」と記入しましょう。

● 料金不足は最も印象を悪くします。不足のないよう切手を貼りましょう。
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面接準備

事前に事業所の情報をチェックしましょう

事業所の業務内容や企業理念などを調べて頭に入れておきましょう。ホームページ作成している

事業所もありますので、事前に熟読しておくと良いでしょう。

経歴・志望動機などを事前に整理しましょう
面接でよく聞かれる項目を整理し資料を見なくても明確に答えられるようにしましょう。

●これまでの職務経歴 ●志望動機 ●前職などの退職理由 ●希望条件

●長所・短所・特技 ●趣味 ●自己ＰＲ

面接時のみだしなみをチェックしましょう
面接は第一印象が大切です。服装や髪型は清潔にし、相手に不快な印象を与えないように心がけ

ましょう。

面接時間を厳守しましょう
事前に道順や交通機関の時刻表をチェックしておきましょう。当日は面接時間の１０分前には到

着するようにしましょう。

遅刻は厳禁です。やむを得ず遅れる場合は、面接時間前に電話で了解を取りましょう。

面接に行けなくなった場合は・・・
面接に連絡なく行かない行為は、たとえやむを得ない用事があったとしても大変失礼な行為です。

やむを得ず行けなくなった場合は、必ず事前に電話などで辞退または日時の変更の了解を取りま

しょう。

● 面接だけでなく、電話も自分を伝える大切な手段です。相手に悪い印象を

与えないよう注意しましょう。

● 電話をかける前に要件を整理しメモしておきましょう。

● 電話をかけたら自分の氏名を名乗り、要件を伝えましょう。

● 要件が済んだらお礼を述べましょう。

● 相手が受話器を置いた音を確認した後で自分の受話器を置きましょう。

注意!!留守番電話のメッセージは失礼のないものを使っていますか？
電話に出る時の第１声は「はい○○です。」と言うよう心がけましょう。

面接に出かける前にかばんの中身をチェック！

◆履歴書（写真貼付） ◆紹介状 ◆職務経歴書 ◆メモ用紙

◆筆記具 ◆面接先の地図、連絡先

◆その他指定されたもの

面接本番

事業所に着いた時から始まり、出て行くまでが面接です。受付や待合室での言葉使いや行動にも注意

しましょう。（携帯電話はＯＦＦにしましょう。）

人事担当者は、面接でどのような経験や能力を備えているか、職場でまじめにトラブルなく働いてく

れるかどうかを判断しようとしています。自分にとっても求めている職場かどうかを見極める機会です。

自分をしっかり表現するとともに、わからないことは率直に質問しましょう。

面接で気を付けること

ドアを開ける前にノックを忘れずに。入室の際は「失礼します」の一言を。

応募書類は、求められる前に担当者に渡すようにしましょう。

姿勢を正し、視線は面接担当者の口元からネクタイの結び目あたりに合わせましょう。

話し方は相手に聞こえるように、語尾をはっきりと。もちろん敬語を使い誠実な受け

答えを心がけましょう。

自分の言葉で飾らずに話しましょう。自分らしさが大切です。

自分を良く見せようと構えすぎるのは良くありません。

自分のセールスポイントを積極的に売り込みましょう。

経験のないこと、不得意なことは正直に伝え、今後どのようにスキルアップするかな

ど意欲・積極性をアピールしましょう。

労働条件については、内容をよく確かめましょう。自分から質問する場合は、仕事の

内容や必要な技能の程度など職務に関する事柄を中心に行い、休日や賃金については

面接の後半で確認しましょう。

面接結果の連絡日・方法の確認をして、面接の終わりにお礼の言葉を述べましょう。

電話の

マナー

面接後
★ 採用が決定した場合

★ 採用を辞退する場合

入社の意思がある場合は、労働条件等については書面の交付を

受け、後で疑問が残らないようにしましょう。

採用面接等の過程で労働条件に変更があった場合は、よく確認

するようにしましょう。

早急に電話で連絡し、辞退理由を丁寧に伝えましょう。

面接結果が連絡予定日を過ぎても届かない場合は、事業所へ問い合わせてみましょう。15 16

面接に臨みましょう

15
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ハローワーク岡崎
〒444-0813

岡崎市羽根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎1階

0564(52)8609

ご利用時間

月～金 午前8時30分～午後5時15分

ハローワーク刈谷
〒448-8609

刈谷市若松町1-46-3

0566(21)5001

ご利用時間

月～金 午前8時30分～午後5時15分

ハローワーク碧南
〒447-0865

碧南市浅間町1丁目41番地4

0566(41)0327

ご利用時間

月～金 午前8時30分～午後5時15分

ハローワーク蒲郡
〒443-0034

愛知県蒲郡市港町16-9

0533(67)8609

ご利用時間

月～金 午前8時30分～午後5時15分

甲羅● あおい書店● マルス●

法務局●

●商工会議所

CoCo壱番屋● ●えびすや
うどん店

●来来る

●やすい小児科

●西尾衛生社

●寄住食堂 ●くまみファミリークリニック

●西尾税務署

三浦
接骨院●

●㈱イシグロ

臨時

駐車場

R3.12

ハローワーク西尾 駐車場のご案内

ハローワーク

駐

車

場

●たまゆら

ハローワークの駐車場は の部分です。近隣店舗や路上へは駐車しないでください。

駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※臨時駐車場は、西尾商工会議所第３駐車場のうち１３台分です。

点滅信号


