
求人票の案内だけでなく、書類の相談に
も乗っていただけた。同じ担当の方に相
談できたので、話しやすかった。業界、
業種にこだわりが強かったため、なかな
か決まらない毎日を過ごしていました。
それでもめげずに応募を続け、書類も一
から見直し修正したことで、内定を頂け
たと思っています。 

（２２歳女性。営業販売） 

応募書類作成の段階から親身になって相談に乗っ
てくださったり、面接のアドバイスをいただいた
りと親切に対応していただけたところがとても良
かった。             
          （２４歳女性。経理事務） 

履歴書や職務経歴書の書き方を細かく教えて
頂けて本当に良かったです。 
担当の方が探して下さる所が、自分では避け
ていたり、無理だと決めつけたりしていたと
ころで、自分一人では探せない様な仕事先を
見つけていただけたのも良かったです。職務
経歴書の書き方を教えていただいてから、書
類選考によく通るようになりました。 
       （２７歳女性。事務） 

職務経歴書の書き方を勘違いしたまま作成していて、ど
の様に書いたら、採用者の目に留まるようになるか？を
指導していただけたのが良かったです。 
大企業で働いてみたくて、派遣社員として８年近く勤め、
社員になる話を頂き、お願いしましたが、そのまま立ち
消えになってしまいました。年齢も３５歳になり将来が
不安で、正社員になりたい!!という気持ちが強くなり、
思い立って派遣社員を退職し、就職活動を始めました。 
１ヶ月間自分なりに動いてみましたが、書類選考で落ち
る日々。。そんな時わかハロの存在を知りました。相談
員の方に履歴書職歴書を見直して頂き、手直しをして、
応募を再開したら、書類選考が通るようになり、やる気
も出てきました。もし一人で活動が行き詰っている方が
いたら、わかものハローワークに通われた方が良いと思
います。就職にグンと近づきます。     
             （３５歳女性。営業事務） 

様々な転職サイト等がありますが、大手が多
かったり、数が膨大で絞り切れないことがあるの
で、自分の求めている求人案内を要領よく探せ
ることが出来て良かったです。担当者の方が新
設かつ的確に意見や求人を報告して下さった
ので、スムーズに就職活動を進めることができ
ました。 

（２２歳男性。営業） 

とても親切に対応して頂きうれしかったです。自
分だけでは検索できない会社等を紹介していた
だき良かったと思っています。 

（２５歳男性。プロモーター） 

公務員試験に失敗したことで、将来に悲観的
になっていましたが、相談人の方が親身になっ
て私の悩みを聞いて下さったことで、民間への
就職活動に対して前向きになることができまし
た。 

（２４歳男性。営業・事務） 

担当からの連絡が都度あったこと。PCで書類
の作成が出来ること。予約制であることが便
利だった。 
        （３０歳男性。製造業） 

色々と細かく条件を付けて求人を探すことが出来る。
同年代の人が多いので、居づらいということが無い。
いつも担当の方が親身になって話を聞いてくれたり、
相談にのってくれるので、面接とかで何か嫌なことが
あってもまた頑張ろうと思える。 
          （２５歳女性。ECサイト関連） 

書類の添削があったことが、わかハロを利用し
て良かったです。 
       （２１歳女性。臨床検査技師） 

就職活動のアドバイスだけでなく、担当制にして
個人をよく理解し、精神面のケアをして頂いたこ
とが良かったです。決まればOKというスタンスで
はなく、自分が会社に合っているか、この先働い
ていけるかという内面的なことも真剣に考えてく
れたことも良かったです。          
          （２４歳女性。営業事務） 

一人だと就活しないから、一緒に考えてくれ
たおかげで、行動でき、無事に社会人になれ
ました。自分の思い描いたハローワークのイ
メージと異なり、広々ときれいなわかハロで
した。 
   （２２歳男性。製造・技術） 



細かなところまでご親切に教えていただき、不安
な就職活動もこれからの自分の人生の大切な時期
なんだと考えることが出来ました。頑張る意欲が、
いつ行ってもわいてきました。お世話になりまし
た相談員さんには感謝の気持ちでいっぱいです。
何もしなくてもその日一つ実りがあると思える就
職活動になりました。皆様におすすめしたいです。
ありがとうございました。 

（３０歳女性。接客） 

就活のこと、会社のことなど何もわからない状況
を、一から全て教えていただけた。 
不安が少しずつ解消していき、職員の方に応援し
て頂き、自信につながった。結果、希望する月に
無事内定を頂くことが出来て、本当に良かったで
す。             
           （２４歳女性。事務） 

履歴書の書き方を知らなかったので書き方を
教わったり、職務経歴書の書き方すら知らな
かった私に丁寧にご指導いただき、本当に役
に立ちました。面接も自信がなかったけど練
習させていただき、結果の電話がなければ次
の所を紹介していただいたりと、常に気にか
けていただき助かりました。 
ＰＣや応募書類作成が利用できるのはすごく
良かったです。 （２８歳女性。歯科受付） 

ジョブクラブに参加し、自己分析～面接トレーニングを
経験することで、自身の中にあるもの、ないものを確認
できたことや仲間が出来た。 
また、アドバイザーの方がつき、色々と相談でき、自信
をつけてもらった。    （２６歳女性。事務） 

一度も就職活動をしたことがなく、とても不安で
したが、親身になって一緒に自分に合った職
業を探して頂き、応募書類の作り方なども教え
ていただきました。面接の練習もして頂き、自
分の欠点もよくわかり、とても勉強になりました。
自分なんて本当に内定がもらえるのかと、最初
は自信がありませんでしたが、担当の方の言葉
を信じて就職活動をしていくなかで、だんだん
と自分に自信もついてきました。これも、全て担
当の方のおかげだと思っています。本当にあり
がとうございました。他のスタッフの方も、いつも
優しく接して頂いたので、毎回来るのが苦にな
りませんでした。本当にありがとうございました。 

（２３歳男性。営業・販売） 

担当者の方、スタッフの方がとても親切に、就
職活動を手伝って下さいましたので、就職活動
に対して、恐怖心を持っていた私もすんなりと
進めることが出来ました。 

（２７歳男性。営業、事務、広告関連） 

書類の作り方、話を聞いての求人紹介、選考
に当たっての相談など、丁寧にやってもらえる
ことがとても良かったです。 

（２５歳男性。営業） 

親切に就職活動のサポートをしていただけまし
た。自分一人ではわからなかったことばかりで、
面接の練習などもしていただき、本気で就職活
動出来ました。 

（２６歳男性。営業） 

ジョブクラブに参加して、自分の特徴・長所
を知ることが出来た。 
応募書類の添削や面接練習を行ってもらった
ことで、就活が気持ちよく進められた。自分
の思いを相手に的確に伝えられた。 
        （２２歳男性。倉庫業務） 



担当制で毎回親切に対応していただけるところが
よかったです。定期的に通うことで就活のモチ
ベーションを維持できました。自分に合いそうな
求人を探していただいたり、求人票の見方、書類
の書き方、面接対策と、就活に関して不安な準備
を全てわかハロですることができます。 
また、ジョブクラブに参加すると就職活動の仲間
を作ることができるのもよかったです。 
            （２２歳女性。事務） 

一人で就職活動をしていると進め方がわからなくなって
くることがありました。 
わかハロで担当者と話をしていく中で、具体的な就職活
動の進め方がわかり、不安もなくなりました。 
自分に向いている職種も一緒に考えてもらい、やりたい
仕事が見つかりました。 
迷っている時、悩んでいる時にアドバイスしてもらい、
本当に良かったと感じています。              
               （２６歳男性。事務） 

一緒に就職活動を進める友達が出来た。一時
やる気が減退したが、なんとか続けることが
出来た。 
        （２７歳男性。研究開発） 

私は９月卒業だったので、普通の求人や大学
に来ている求人が少なく、とにかく求人を探す
ために利用しました。わかハロに来てみると、求
人はたくさんあるし、スタッフの皆さんは親身に
相談にのってくれました！！エントリーシートの
ことで主にお世話になりましたが、就職に限ら
ず、これからのワークライフバランス（←この言
葉もおしえていただきました。）において、大切
なことも学ぶことができました。 
わかハロに来たことは本当にラッキーでした!! 

（２２歳女性。不動産 営業） 

一人ではなかなか進まず思い悩んで行き詰っ
てしまうことが多々あったが、担当の方との
二人三脚で乗り越えていけた。とにかく「一
人じゃない」というのが大きかった。 
自分だけでは手に入らなかった情報や他人目
線でのチェックが就活に加えることができた
のがよかったです。 
          （２５歳男性。技術） 

就職活動に関することを何でも質問することが出来、不
安を解消できました。 
自分が受けている、受けようとしている会社だけでなく、
私が興味ある食品に関わる会社を紹介して下さったりし
てとても参考になりました。 
そして何より「社会人になる」ための常識や考え方につ
いて沢山お話してくださり、学ぶことが多くありました。 
一つ目の内々定がでて妥協しそうになった時も、助言し
て下さったおかげで、最終的には志望していた会社に受
かったので、本当に有難く思います。     
  （２１歳新卒女性。栄養士、研究開発、品質保証） 

相談窓口の人が親身になって就職探しをしてくれて、助
かりました。高校時代を思い出して、良いニート生活を
送ることが出来ました。ありがとう。     
           （２２歳男性。体を使う仕事） 

若者向けのセミナーや担当の方が親身に
なってやってくれたことが、わかハロに来てよ
かったことです。 

（２１歳男性。営業） 

相談にのってくれる人がいて、頑
張った時にはほめてくれて、詳し
い求人情報があって、自分一人で
の就活ではなく、スタッフの方の
支えがあったからこそ面接で勇気
が出て、自分に自信を持つことが
出来ました。         

（２３歳女性。事務） 



私の場合、家族と彼女以外に転職することとは
言ってなかったので、わかハロのように親身に
なって話を聞いていただける場所というのは、本
当に心の支えにもなり、就活に集中できました。
ありがとうございました。 

（２４歳男性。福祉専門販売員） 

担当の方がとても丁寧に対応してくださったので、
安心して活動していくことができました。ちょっ
とした疑問にもきちんと応えていただけたので、
気軽に何でも相談することができました。 
          （２２歳女性。学会事務） 

いつも親身になって担当者の方が話を聞いて
下さること。私は自分の方向性がなかなか定
まらずにいました。ですが、担当者の方のア
ドバイスや提案により、「自分が仕事におい
て大切にしたいこと」が見えてきて、今回内
定を頂くことが出来ました。内定を頂いた会
社も担当者の方が紹介して下さいました。自
分の視野が広がり、新しい職種ですが、これ
からがとっても楽しみです。担当の方には、
感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありが
とうございました。 
        （２６歳女性。歯科受付） 

書類の作り方、面接のマナーなど何も分から
なかったので、担当の方に相談し、ていねい
に教えて頂けたのが、とても心強かったです。
また、ジョブクラブに参加し、就活の準備を
みっちり出来たこと。面接トレーニングで自
分の面接をご指導頂けたことも、わかハロで
教えていただいたことは全て役に立ちました。 
         

（２５歳女性。営業事務） 

担当の方が適切なアドバイスをしてくださっ
たこと。他のスタッフさんもいつも声をかけ
て下さったこと。とても励みになりました。
ありがとうございます。 
   （２９歳女性。一般事務・営業事務） 

・年齢層が３５歳未満なので、ほぼ同世代。 
・１対１でしっかり対応してくれる。担当が決められる。
（書類作成なども可） 
・ジョブクラブ、心理相談、セミナーなど充実している。 
・書類作成がその場ででき、CD-Rももらえる（PC,印刷
機械あり） 
             （２５歳女性。一般事務） 

一人では分からないことが多く、不安に感じ
ることもありましたが、丁寧に説明していた
だいたり、相談にのっていただけたので、納
得のいく就職活動ができたと感じます。 
     （２６歳女性。療育専門指導員） 

色々な職を知ることや就職活動のイロハを知れ
てよかったです。 

（２４歳男性。スーパー店員） 

自分と同じくらいの年代の方が多かったので気
軽に利用できた。同じ担当の方にずっと面倒を
見ていただけたのが心強かった。 
職員の方も親切な方が多かった。 
ジョブクラブは楽しかったし、ためになった。 
模擬面接をして頂けたことも、本当に有難かっ
た。 

（３１歳男性。企画営業） 

検索だけでなく、担当者の方と個別に面談し
て、就職先を考えることができるので、とて
もよかった。職務経歴書も相談することがで
き、大変良い物ができあがった。 
     （３３歳男性。学校教職員） 

就職活動について、何もわからなかったですが、
一から親切に親身に教えていただけたのがと
ても良かったです。 

（２５歳男性。不動産営業） 

若年者と対象としたハローワークだったため、と
ても通いやすかったです。私はアパレルを中心
にお仕事を探していたのですが、求人票を出し
ている企業が多く、様々な企業の選考を受けら
れた点も良かったです。 

（２６歳男性。営業） 
書類が通らなくても友人が出来たことで気持ち
を落とさずに続けることが出来たのがとても良
かったと思います。 

（２５歳男性。営業） 

書類が通らなくても友人が出来るたことで、気
持ちを落とさずに続けることができたのが良
かったと思います。 

（２５歳男性。営業） 



ジョブクラブに参加して友達が出来たことが、わ
かハロを利用してよかったと感じたことです。 
ハロワで顔を合わせたり、心強い存在でした。わ
かハロそのものも、同世代の人達が多いので、気
遅れせずに就活出来ます。 

（２４歳女性。販売） 

一人のスタッフが固定で担当してくれた点が本当
によかったと思っています。 
これまでわかハロ以外のハローワークを何度も利
用していましたが、窓口のスタッフさんとはその
場限りの付き合いで求人票を発行したらそれで終
わりという場合が多かったです。しかし、このわ
かハロに初めて行った時、紹介状を発行したら、
志望動機をこの日に見せてねとか履歴書にのせる
自己ＰＲを見せてねというように、次につなげて
くれるお声をかけていただけました。 
これまで自分一人で就活していたため、どうして
もサボってしまったりしていた自分としては、マ
ンツーマンで面倒を見てくれる職員さんの存在が
非常にありがたかったです。 
また、就活が長引き考えも凝り固まっていので、
屈折した思考になっていました。そんな自分の些
細等な悩みを親身になって真剣に相談にのってく
れて励まし続けてくれた点も本当に本当に感謝し
ております。 
        （２２歳女性。データ入力） 

ハローワーク渋谷に比べて、年齢の制限があ
るため、利用しやすかったです。 
求人検索や書類作成など待つことがあまりな
く、キャリアカウンセラーも予約がとりやす
かったです。 
受付の人からキャリアカウンセラーの人、ど
の方も優しく丁寧に接してくださる人ばかり
でした。 
何よりも担当のキャリアカウンセラーに方に
は、とても親切に相談にのってくださいまし
た。 
仕事の事以外のことでも親身に話を聞いてく
ださり、いつしかわかハロが心の拠りどころ
になってました。 
私に合う仕事があったら、連絡をくださった
り、キャリアカウンセリングの予約を入れて
いない日でも時間を作って話を聞いて下さい
ました。 
常に私のことを気にかけて下さっているとい
うのがとても伝わったし、利用者一人一人を
大切にされているということがわかりました。 
        （２８歳女性。医療事務） 

話を聞いてアドバイスをたくさん頂けました。 
面接の練習や書類を丁寧に見ていただけまし
た。 
心理相談にものっていただき、自分の中にた
まっていた思いを聞いてもらえて楽になりま
した。 
        （２５歳女性。商品管理） 

応募の仕方や志望動機など、就職活動におけ
る全てのことを教えていただきました。 
また、ジョブクラブに参加できたことも良
かったです。 
一人でやっていたら、もっと仕事に就くこと
が遅くなっていたと思います。ハローワーク
のたくさんの人にお世話になり、その分、喜
びも倍増しました。 
        （２３歳女性。事務） 

個人で職をさがすといろいろ用意が必要で苦労
したと思うが、わかハロだとすべてにおいてサ
ポートしてくださるので助かりました。 
         （２９歳男性。商品管理） 

自分の得意分野や志望動機について、丁寧に
お話を聞いてくださり、担当の方がマンツー
マンで対応してくださったことが、わかハロ
を利用して良かったことです。 
悩みなども、とても相談しやすかったです。 
大変お世話になりました。     
      （２２歳女性。旅行雑誌編集） 

私は自分だけの力で就職活動を進めて限界
だと思い、わかハロを利用することにしました。
活動に関して悩んだり迷ったりしていたとき、
相談員さんにアドバイスしてもらい、気持が
楽になりました。もし、一人で活動に取り組ん
でいたら、まだ書類作成の段階でつまづい
ていたでしょう。 

（２６歳男性。営業） 



添削前は書類通過がなかなかできず、困り果
てていましたが、担当の方の丁寧な指導によ
り、わかりやすく見やすい職務経歴書を作り
上げることができました。書類が通るように
なってからは、面接で何度も落ちてしまい、
そのたびに落ち込んでしまいましたが、温か
い励ましの言葉と希望条件の求人を紹介して
くださったことで頑張ることができました。
担当の方には本当に感謝しております。わか
ものハローワークを利用して本当に良かった
です。 
        （２６歳女性。経理事務） 

担当の方が毎回対応してくださるので、自分
の就職活動の経緯や性格・希望職種などを理
解していただいたうえで、企業を紹介してい
ただけるのがとても良かったです。 
面接や書類に対するアドバイスや相談にも親
身になって聞いていただき、とてもありがた
かったです。 
        （２２歳女性。一般事務） 

わかハロを利用して良かったこと。 
・優しく、わかりやすく、丁寧にアドバイス
をくださるところ。 
・通常のハローワークと比べて、待ち時間が
あまりないところ。 
・どんな相談でものってくださり、力になっ
てくれるところ。 
・一人一人ときちんと向き合って対応してく
れるところ。 
        （２５歳女性。一般事務） 

わかハロを利用して一番よかったことは、ジョブ
クラブに参加したことがとても良かったです。共
に頑張る仲間ができて大変心強かったです。あと
は、応募書類作成のＰＣがあったことが大変役に
立ちました。 
相談もとても丁寧に対応していただき、すごく助
かりました。  
  （２１歳女性。鞄職人（ランドセル製造）） 

・性格診断や行動診断などで自己分析を行うこと
ができる。 
・応募企業への手続きをスムーズにして頂ける。 
・履歴書や職務経歴書の書き方、面接の準備など
職員の方から丁寧に教えてもらえる。  
     （２３歳男性。サービスエンジニア） 

今までのいくつかのハローワークを利用しま
したが、こんなに親身になって相談に乗って
頂いたのは初めてでした。私のやりたい事や
適性を見極めて、的確なアドバイスやお仕事
の紹介をしてもらえたので、やる気が出て、
自分が少しずつ変わっていくのがわかりまし
た。直接話している時だけでなく、ことある
ごとに電話をくださり、はげましてもらった
り、楽しい雑談もできたり、本当に大きな支
えでした。モヤモヤしていて先が見えなかっ
たのに、いつの間にか就活が楽しくなってい
ました。担当していただいた方には本当に感
謝しています。ありがとうございました。そ
れから、職員の方が優しくて、明るい雰囲気
なので、他のハローワークよりも入りやすく、
利用しやすかったです。 
          （２２歳女性。事務） 

今まで一切就職活動をしたことがなく、右も
左もわかりませんでしたが、親身になって一
つ一つ相談にのっていだけました。お陰さま
ですんなりと内定が決まりました。本当にあり
がとうございました。 

（２４歳男性。企画営業） 



自分の希望している職業に就くことができた。 
担当の方の対応、アドバイスがとても良
かった。     
         （２２歳女性。栄養士） 

「ずっと同じ方が担当してくださったので、
希望の職種をスムーズに探すことが出来たこ
と、また、担当の方がすごく親身になって、
一緒に考えてくださったこと。」がわかハロ
を利用してよかったことです。良い求人が
あったときにお電話をくださって、すごく
感謝しています。 
        （２５歳女性。法律事務） 

担当していただいた方が親身になって話を
聞いていただき、アドバイスや紹介をしてい
ただいたので、落ち着いて考えることができ
ました。予期せぬ就職活動となり、焦ってしまっ
たのですが、自分を見つめ直す良い機会となり
ました。約１か月での再就職となり、納得の行く
就活でした。ありがとうございました。 

（３５歳男性。営業） 

・職務経歴書等書類を作成する上で書き方を教え
て頂けたこと。 
・自己アピールの伝え方のアドバイスを頂けたこと。 
・面接前に練習をさせていただけたこと。 
が、わかハロを利用してよかったと感じています。 

（３５歳男性。営業） 

自分は年齢が３０歳とわかハロでは比較的高年
齢だったので多少居づらかったが、窓がたく
さんあり、スペースが十分設けられているの
で窮屈に感じない。また就活の糧となる資料
が閲覧できることも良かった。相談にのってく
れる係の方の対応の仕方が「否定的なことは一
切言わず、肯定的にくみ取ってくれること」で
非常に親身になってくれた。 
        （３０歳男性。総務事務） 

「休む時は休んでいい」とまず言われた
時すごくホッとしました。履歴書の文章
も確認して下さったり、担当の方が優しく
ほめて下さって就活をするやる気がますま
す出ました。 
突然相談にのってほしいと言っても、嫌な
顔せず相談にのってくれた。面接日にも応
援の電話をくれました。担当の方がいたか
ら早く就職できたと思います。わかハロに
出会えてよかったです。ありがとうござい
ます。 
       （２３歳女性。歯科全般） 

相談員の方が毎回親切に相談を受けてくれたの
で、小さな悩みもすぐに解消できた。そのお
かげで、企業の面接も自信を持っていけました。
本当に感謝してます！！ 
         （２３歳女性。営業事務） 

企業の“就職活動とは”というセミナーは、“企
業にとって”こういうやり方がよい！！という
目線で話されているなーってことに、ジョブク
ラブに参加して気付きました。 
“私が感じることを信じて””自分のペースで
“”一日一歩ずつ“めげずに就職活動をつづけ
る就職活動生のための、就職活動を続けてい
く味方として、わかハロは存在してくれてる
なーって思ってました。きっと怖がってる人は、
わかハロに来て、焦らず落ち着いてって言う就
活のやり方をやってみてほしい。私は、全然辛
くないやり方でぽーんって決まりました。窓口
の人たちが本当に賢くてやさしくて安心する
の。”ジョブクラブ“がとーっても就活はじめる
のに役立った。     
           （２５歳女性。事務） 

求職活動開始から採用内定までとても親身に
なって対応していただいたところがありがた
かったと思います。 
若者世代が多かったので、あまり萎縮せずに、
自分の意思を伝えられたと思います。 
          
         （２３歳女性。一般事務） 



初めての転職で分からないことだらけだったの
ですが、転職活動の手順から応募書類の作り方、
面接対策までフォローして頂けたのが、とても
助かりました。また、担当の方には本当に親身
になって相談にのって頂き、心の支えになりま

した。求人紹介も自分では見つけられない
様な案件を見つけて下さったり、自分の希
望、職種、性格などを考慮して下さった案
件などご紹介頂き、転職活動がスムーズに
進められました。本当に感謝しています！    
          （２７歳女性。事務） 

通常のハローワークと異なり、担当制を導入
されており、選考の進行状況や私自身の
心理状況まで配慮して下さり、常に万全の
準備を整えて、面接に臨むことが出来まし
た。 
いつもサポートしてくださる専任のスタッフの方
が励まして下さったことが、あきらめない姿勢を
保つことができました。この部分が最も良かった
と感じる点です。 

（２４歳男性。営業（保険）） 

親身になって話を聞いて貰えた。的確なアドバ
イスや応援をしてもらえてうれしかった。 
       （２２歳女性。ソフトウェア業） 

最新の求人情報が見られる。 

若年層に特化して求人情報が効率よく探せ
る。      
         （２７歳女性。経理） 

親身になって話を聞いてくれた。履歴書・志
望動機を見直してアドバイスをくれた。自分

に合った求人を紹介してくれた。毎日通う
ことで自分のやる気を引き出すことが出
来た。 
        （２２歳女性。事務） 

すごく親身になって書類を見ていただき、今
まで気付かなかったことを知ることができ、

何より自分をアピールできるものが作れ
てよかったです。相談もとても親切に聞い
て下さったので頑張ることができました。あ
りがとうございました。 
        （２６歳女性。事務） 

求人検索から応募書類の書き方まで、丁寧に相
談して頂けたので、就職活動を安心して行うこ

とができました。また、適職診断やインター
ネット環境など設備も整っていたので、便
利でした。        
       （２２歳女性。調理・栄養士） 

ずっと同じ方が担当して下さったので、希望
の職種をスムーズに探すことができたこと、
また、担当の方がすごく親身になって一緒
に考えて下さったこと。よい求人があった時
にお電話をくださって、すごく感謝しています。 
         （２５歳女性。法律事務） 

○エントリーシートの添削 
企業に提出するエントリーシートのより
詳しい書き方や表現の仕方についてのア
ドバイスがとても参考になりました。特
に私は文字数を少なくする書き方が役に
立ちました。 

○面接に向けてのアドバイスや振り返
りを一緒にして頂いたこと 
面接に向けての悩みや気になる点を相談
することでアドバイスを頂けたのがとて
も勉強になりました。また、選考が進む
たびにそれまでの面接に対する振り返り
と対策を一緒にして下さったのが本番に
とても役に立ちました。 
    （２２歳新卒女性。総合職） 

親身になって、一人の方に一貫してサ
ポートして頂ける点が、とてもよかった
と思います。応募書類の書き方や面接の練
習まで教えて頂けて、その相談の時に、次回
の相談の予約ができたのも、私にとっては、
非常にありがたかったです。求人検索をした
後で、インターネットを利用して、その企業
の事を調べられるのも便利でした。 
      （２５歳女性。経理事務） 

私は主に履歴書・自己紹介書の添削をお願い
していました。誤字脱字のチェックや全体のレ
イアウトの書き方を教えて頂き、本当に助かりま

した。その他、面接時の対応やセミナーの
情報など自分が就職活動に専念できるよう
な環境を作ってくれました。また、わかハロに
しばらく行っていないと心配の電話もいただけ
て、うれしかったです。 

（２２歳男性。販売） 



一番良かったと感じたのは、担当者の方がとれ
も親身になって相談にのってくださったことで

す。営業職から事務職への転職を希望して
いたので、スキルもなく不安に感じていま
した。そういった不安な気持ちも「大丈夫！あ
なたならできる！」と励まして頂き、とても心
強く思いました。 

（２３歳女性。事務） 

以下の３点が良かったと感じる点です。 
１．労働条件に関する知識を教えて頂けたこ
と 
２．履歴書の書き方を教えて頂けたこと 

３．親切な対応がうれしかったです。 

（２８歳男性。営業） 

きめ細やかな相談を１週間間隔でしていただ
いて本当に助かりました。助けて頂きたいとき
にしっかりとしたフォローを頂き、感謝しており
ます。わかハロに来てよかったです。今はただ
「ありがとう」と伝えたいです。 

（２３男性。事務） 

志望動機を練り上げる際、色々と助
言を受けることが出来ましたので、
個人で考えるよりもはるかに良いものを作
ることが出来ました。 

（２３歳男性。営業） 

利用して良かったと思ったことは以下の点で
す。 

・書類の書き方がわかるようになったこと 
・ジョブクラブを利用し、自分の事を見つめ
直すことが出来たこと 

・不安に感じていることを職員の方に相
談できたこと 
・数多くの求人を紹介してもらえたこと 

（２５歳男性。経理） 

他のハローワークより利用しやすい雰囲気
でした。 
担当の方がついてくださるので、安心して利
用できました。 

（２８歳女性。一般事務） 

履歴書や職務経歴書の書き方を丁寧に教え

て頂き、自信を持つことが出来ました。自
分一人ではわからないことにも気付くこ
とができました。ひとりじゃないんだと支
えになり、つらくても頑張ることが出来ま
した。初めての就職活動でしたが、あきら
めずに頑張れたのは、わかハロのおかけで
す。 

（２５歳女性。営業事務） 

様々な自分に合った職を見つけることが出
来、新卒以外の大手中小の募集も簡単に見
つかるので、短時間に多くの情報を得られ
る。 

担当者が本当に親身になってくださる
ので、居心地も良い。 
自己ＰＲなどの対策や面接に必要なアドバ
イスが得られる。（しかも的確） 

（２２歳新卒女性。一般事務） 

親身になって相談を受けてくださる方
にお会いできたことです。自分の気持ち
を正直に話せたことで、自身がどのような
方向に進みたいのかを整理することが出来
ました。 

（２３歳女性。事務） 

一人の方が求人紹介から書類作成、面接の
アドバイスまでサポートしてくださり、親
身になって相談に乗って頂けたので、本当
にありがたかったです。その中でやりたい事
や職種を見つけていきました。私はわかハロを
利用して本当に良かったです。ありがとうござ
いました。 

（２９歳女性。事務） 

正面から向き合い真摯な対応してくだ
さったおかげで相談をする際にも正直な気
持ちを出しやすかったと思います。 

（２２歳男性。営業） 

とても親切に話を聞いていただいて自分に自
信をもつことができた。 

（２４歳男性。営業） 

同年代の人が多くて、通いやすかった。担
当者がつくので、話が進めやすかった。    
（２５歳男性。営業） 

新卒採用ばかり見ていたので、ハローワークに
来てから一般求人という方法を知ることが出来

た。履歴書や志望動機の添削をすぐにして
くれるので、早く就活し、内定することが
出来た。親身になって相談にのってもらえた。 
       （２２歳新卒女性。デザイン） 



退職して自信を失っていましたが、職員の方
が親身になって話を聞いてくださったことで、

少しづつ自信を取り戻して、前向きに就職
活動を行うことが出来たと思います。 

（２３歳男性。営業） 

個別に指導して頂き、少し下がっていた就
職活動のモチベーションを高めることがで
きました。いろいろと相談にのって頂き、本当
に良かったです。ありがとうございました。 
        （２２歳女性。事務） 

新卒の就職活動を途中でリタイアし、二年間ア
ルバイトで生活していました。何がいけなくて

落とされたのか分からない就職活動が怖く、
ここに来るのも勇気が必要でした。そんな
私に、担当の方が、自分がだめだから落とされ
るのではなく、その会社に自分が合わなかった
だけだ、会社も人を選ぶが、自分も会社を選ぶ
のだというような言葉をかけてくださり、気持
が楽になりました。 

（２５歳女性。事務） 

書類の書き方から面接まで、１から教え
て頂き、就職活動が楽しくなりました。
特に書類は今までは大丈夫だと思っていたこ
とが実は違っていて、訂正出来てよかったで
す。 

（２６歳女性。一般事務） 

応募書類の書き方や面接のコツなど、とても

わかりやすく教えて頂きました。自分には
どのような仕事が合っているのかなど、
一緒になって考えて頂き、やりたい仕事
を見つけることが出来ました。 

（２２歳女性。一般事務） 

求人の数が他のサイトより多く、見やすい。

設備が整っている。面談の担当者の方が勇
気づけ、一緒になって求人を探してくれ、
「絶対就職しましょう。正社員で！」と
いう言葉でやる気が出せました。添え状や
自己ＰＲの書き方、添削もしてもらえて、い
たれりつくせりです。また、同年代の若者が
利用していることから、良い刺激になりまし
た。  

     （２３歳女性。ﾌｫｰﾜｰﾀﾞｰ事務） 

現在自分の置かれている状況、今後の転職活
動の方向性について、親身になって話を聞い
ていただいたり、アドバイスをいただいたり
することができ、安心して転職活動に臨めま

した。客観的かつ的確なサポートにより、
内定をいただけたと思っています。 

（２４歳女性。事務） 

きれいで、広く色々な施設があり、利用し

やすかった。同世代の人が周りにいたの
で、やる気が起こしやすかった。親身に
なって相談にのって頂いて、とても助かっ
た。 

（２２歳女性。一般事務） 

職員の方々が懇切丁寧に接してくれること。 
ジョブクラブで就職活動に必要な知識が一通り

学べたこと。ジョブクラブにより就職活動で
共に励ましあえる仲間と出会えたこと。職員
に経験豊富な方々がたくさんいて、有益なアド
バイスが多かったこと。 

（２８歳男性。経理・財務） 

就職活動は右も左もわからないことばかり
だったが、担当のスタッフが一人固定で親身
になって対応してくれたため、何でも気兼ね

なく相談することが出来ました。書類の作り
方等の実際的なことだけではなく、就職
活動に対する心構えについてもアドバイ
スを頂き、不安を和らげることが出来ま
した。また、ジョブクラブでは自己分析から
応募書類の書き方、面接トレーニングなどあ
らゆる面について参加者相互で疑問点を話し
合うことが出来、大きな刺激になりました。 

（２２歳男性。貿易事務） 

自分の持っている能力、長所などが分からな

かったので、相談を通して、自分のＰＲ出来る
所を見つけられたところ。一人では気付けな
かった自分のＰＲ出来る所が見つかった。 

（２６歳女性。販売） 


