
応募したい求人があった場合、すぐその企業に連
絡をいれてもらえるところがよかったです。 
志望動機や面接などの内容を一緒に考えてくれる
ところもよかったです。 
          （２３歳男性。一般事務） 

何も分らない所から始まったが、丁寧且つ早く手順を
教えて頂き、無事就職できました。 

             （２１歳女性。現場監督業務） 
以前地元のハローワークを利用していました。
求人票から紹介はして下さいましたが、たび
たび行くと相談の方が変わったり、一から話
をいないといけないので、行くのをやめてい
ました。わかハロは、相談員の方々が私たち
をよく見てくださり、見捨てないでくれると
思いました。がんばろうと続けて良かったと
感じています。  

（２７歳女性。事務） 

一人では継続して活動することが難しく、わかハ
ロを利用しました。気にかけてくれる人がいるこ
とは活動を継続するうえでとても活力になりまし
た。一人で考えることは大事だけど、職員の方を
頼ってみることで先に進めたので感謝しています。  

（２８歳女性。一般事務） 

派遣での就業を試みたのですが、商材として扱わ
れる不信感からわかハロでの就活にシフトしまし
た。担当者の方が親身に相談にのって下さるので
利用して、本当によかったと思います。応募書類
の添削をして下さることも大変ありがたく、大学
のキャリアセンターのように無駄に示威的でもあ
りません。就活にまつわる全てに疲弊する前に利
用する価値は大いにあると思います。  

（２３歳女性。事務） 

担当の方が親身になって祖運にのっていただいて
よかったです。  

（２６歳女性。経理） 

担当制なので話がしやすい。書類作りも一から教えて
くださるので不安なく作れる。相談も聞いてくれるので
一人で悩んでいたことが解決した。 

（２０歳男性。ホテルフロント） 

・アドバイザーと相談しながら就活を進められる。 
・企画が充実している。 
・親切な人ばかりなので、気軽に質問できる。  

（２５歳女性。事務） 

応募書類・面接などでの具体的な事を分りやすく
指導して頂いて就活にとても大きな力をもらえたと
思います。また、沢山の求人を紹介して頂けて、
色々な自分の将来のビジョンを見ることができまし
た。 

（２０歳男性。営業販売） 

担当者はもちろん、職員の皆様が応募者の立場に
なって親身になって聞いて頂き、相談できる。就職活
動に専念でいｋる環境も整っている為安心できる。分
らないことや時間や日程の都合上、急な変更をする
時でも嫌な顔一つせずに対応して頂けること。私の
担当をして頂いた方は、私の性格、生活スタイル、趣
味を考慮した上で、応募の相談は真面目にメリハリを
大切にされ、私の好きな趣味を織り交ぜながら話をし
て下さるので、私のメンタルが折れそうになっても苦
になり過ぎず、楽しく前向きにやれました。何もできな
い私を最後まで諦めずに担当して下さった事に感謝
いたします。本当にありがとうございました。 

（２８歳男性。ルーｔ営業・一般事務） 

・履歴書や職歴書などを書く際にアドバイス
を頂けた。 
・自分にマッチングしぞうな求人情報を紹介
していただけた。 
・担当の方とお話ししていく中で、自分の希
望職種や条件・長所などを明確にできた。 
        （２５歳男性。一般事務） 

分らないところにつて、細かいアドバイスをいただけた
ので、とても助かりました。自分では気付けない所の
意見をもらえるのが一番助かりました。 

（２６歳男性。営業） 



・就職活動について全く知識のない状況でしたが、
一つ一つ丁寧にご指導いただけたので、安心して
活動することが出来た。 
・堅苦しくなく、なるべく自分の意思を尊重して
くれ、不安な点等については自信が付く様お言葉
をかけて頂けた。 
・お伺いする度、希望に合った求人の紹介をして
頂けたので、とても助かった。 
          （２６歳男性。一般事務） 

担当の方に相談するｋとで、自分が仕事に何を求めて
いるのかがわかりました。一人では、手当たり次第に
受けて、結局満足にいかない就職活動になっていた
と思います。自分の希望にあった仕事を見つけられた
ので、担当の方にはとても感謝しています。 

             （２７歳女性。保育） 

・履歴書をどういう風に書けば良いか教えて
もらえてよかった。 
・面接練習も、面接中の自分を客観的に見る
事が出来て良かった。  

（２５歳女性。一般事務） 

担当の方に親身に相談にのって頂いたことが
よかったです。私はとにかく面接が苦手で書
類が通過しても不安でいっぱいだったのです
が、面接でわからない点、反省点、困る質問
への対応など事前にアドバイスして頂けたの
で、集中して臨めました。とても一人ではで
きなかったと思います。ありがとうございま
す。 
模擬面接や書類の添削、応募書類作成にＰＣ
を利用できたこともよかったです。  

（２５歳女性。貿易事務） 

一人で心細く就活をしていた時と異なり常に一緒
に頑張れる気がして精神的に支えになった。自分
に合った求人をいつも選択してくれていたので、
安心して任せることができた。職務経歴書の書き
方も教えてもらい、自信を持って面接にのぞめた。  

（２３歳女性。事務） 

履歴書の添削から職務経歴書の書き方、面接の練
習など、一から丁寧に親身になり、ご指導して頂
きました。セミナーにも参加し、就職活動の進め
方や応募書類の作成の仕方などとても為になりま
した。 
挫けそうになった時もありましたが、担当の方に
時には励まされ、ご指導いただき、採用を頂ける
ことができました。  

（２２歳女性。営業事務） 

些細な相談にも真摯に対応して頂き本当に助か
りました。     

       （２１歳男性。技術） 

マンツーマンで相談出来るところが良かったです。 
自分は一度就職が決まり働いていたのですが、病気
でリタイアしてしまい、完治後もう一度お世話になりま
した。二度目にも関わらず親身になって相談にのって
頂き、新たな仕事を見つけることができました。自分一
人では無理だったので本当に助かりました。 

（３４歳男性。接客配送） 

いろいろなアドバイスを頂けた事や求人票の味
方（良い企業かなど）を教えて頂け、自分一人
で動くより、担当の方と常に連絡を取ることで
モチベーションを持って活動できて良かったで
す。 
他のハローワークより若い人が多く、いつ来て
も周りの求職者の方々からも良い影響がありま
した。     

        （２８歳女性。生産管理） 

予約を取りながら求人を探せたことがよかった
です。     

       （３５歳男性。倉庫業務） 

内定をもらった企業に出会えたこと。 
応募書類を添削してもらえたことがよかった
です。     

       （２３歳男性。施工管理） 

担当者が、求人ＰＣにはなかった情報を教え
てくれたことがよかったです。 

       （２６歳男性。調理師） 



自己分析が苦手だったのですが、熱心に添削して
いただきスムーズに選考に進むことができ、良
かったと感じました。 
求人検索や添削・相談など様々な面から担当者の
方がサポートしてくださり、感謝しております。 
            （２４歳男性。経理） 

・ネガティブな自分から脱却したことがとても大きかっ
たです。周りの皆さんも何かしらの同じような不安を
持っている為、一人じゃないんだなと思い、とても心強
かったです。 
・私が不安をもらしても、担当者の方が励まして下さっ
たので、乗り越えられました。 
・私の場合、求人数が少なく、外部からの求人も多く、
担当者の方はとても苦労されたと思いますが、自分の
やりたい仕事をつき通し続けた結果が報われたと感じ
ました。 
        （２７歳女性。ビューティーカウンセラー） 

初めての転職でやり方もわからず、困っている時
に、わかものハローワークを知りました。希望職
種の幅が狭いにもかかわらず、たくさんの企業を
紹介頂きました。 
履歴書職務経歴書の書き方から面接対策まですべ
てサポートしてくださり、安心して転職活動を行
うことが出来ました。ありがとうございました。  

（２０歳女性。アパレルプレス、事務） 

就職活動に疲れてきて、やる気をなくしていた時
も、色々な求人を紹介してくたさったり、はげま
しの言葉などで、またやる気が出てきて、内定を
いただくことができました。また、はじめは、自
分が何が本当にやりたいのか、どういう環境が合
うのか、わからず。前職をやめて弱腰になってい
たのですが、いろいろ求人を一緒に見たり、相談
していくうちに、入りたい会社や、「あっ、この
仕事やってみたいな」ということが出てきて、会
社に出会うことができました。本当に感謝してい
ます。ありがとうございました。  

（２４歳女性。事務） 

面接に苦手意識があったので、一対一で練習して
いただけたことで、客観的に自分を見直すことが
できました。敬語の使い方や受け答えの疑問にも
丁寧に教えていただき、自信がつきました。  

（２６歳女性。営業事務） 

・初めての利用時から、同じ担当の方が相談に
のって下さったので心強かった。 
・大量の情報の中から、自分で探すだけでなく、
担当の方にもピックアップしてくださり、参考
になった。     

       （１９歳男性。製造） 

・求職者の年代が同じで、多かったのでモチベーショ
ンが上がった。 
・担当の方が話しやすかった。 
・ＰＣが多かったので、検索の待ちが短かった。 

（２４歳男性。営業） 

・ジョブクラブに参加してよかったです。 
 即戦的内容と仲間ができたことで就活が楽
になった。 
・書類作成パソコンがあるのがよかった。 
 プリンタもあるので、応募書類が作りやす
い。 
・インターネットが使えるのがよかった。 
 企業のＨＰも印刷できるので、奇病研究に
役立った。  

（２３歳女性。事務） 

地方出身で東京での就職活動に不安を感じてい
たのですが、書類作成や企業選び、選考から内定
までの間さまざまな相談を親身になって答えて下
さったことが非常に心強く就職活動をしていくなか
で助けとなりました。書類作成などパソコン・プリン
ターを使わせていただけたのも大変助かりました。 

（２７歳男性。営業） 

職務経歴書の書き方や履歴書の書き方を１か
ら丁寧に教えて頂けた事。そのおかげで書類
の通過率も良く面接に進む事が出来た。 
自分の性格なども考えて頂いた上で合いそう
な会社をたくさん紹介して頂いた。 
その他毎回アドバイスや励ましの言葉をかけ
て頂き頑張ろうと思った。  

（２４歳女性。一般事務） 
・書類作成や面接対策のセミナーなど、きめ細
かい指導を受けることができた。 
・信頼できる相談員の方に出会えた。     

        （２６歳女性。司書） 

・自分では探し出せなかったであろう求人を紹
介していただけた。 
・応募書類の添削をしていただけ、応募書類の
書き方の例を見て書いただけでは内容的に不十
分だったので、担当の方にご指導いただいて、
働く姿勢や強みなど書き足したことが書類通過
につながったと思います。  

（２５歳女性。事務） 



一対一で書類作りから、企業の紹介まで、とても
わかりやすく的確に教えていただけて、スムーズ
に転職活動が出来ました。  

（２５歳女性。一般事務） 

・アドバイザーの方が親身に相談に乗って下さっ
たおかげで、右も左も分らなかった就職活動を自
分のペースで行うことができた。 
・自宅にWindowsのＰＣがなかったので、応募
書類を作る環境を無料で利用できたことも良かっ
たです。  

（２５歳女性。営業事務） 

・担当の方が熱心になってご対応してくれる。 
・少しの相談でも親身になってのってくれるのが
良かったです。 
・通いやすかったです。 
・同じような年代の方がたくさんいて安心するこ
とも出来た。 
・担当の方が時間をかけて一緒に考えてくれる。  

（２３歳女性。営業事務） 

・他よりも圧倒的に求人数が多い。⇒自分に合う
会社がある確率高い 
・１回３０分の面談・若者に特化したハロワの担
当さんとがっつり話し合える⇒自分らしい就活が
できる（ほぼ週１回通っていた） 
・場の雰囲気も明るく、常に利用者も多くいるの
で安心＆やる気ＵＰ 
☆見栄やプライドを捨てて、自分らしく就活する
のが基本☆  

（２９歳女性。事務） 

分らないことは個人面談で聞けば親身になって
サポートしてくれるので、すぐに解決できます。     
       （２５歳男性。建築現場監督） 

履歴書職務経歴書の添削をしてもらえたこと、面接の
練習をしてもらえたこと、何より相談を通して、転職活
動の辛さや不安を解消してもらえたことが一番大き
かったです。 

（２４歳男性。営業） 

企業紹介が丁寧で、就業に関して深く丁寧に対応
していただきました。面接対策等もしていただき、
実際に面接で応用できたと思います。  

（２２歳女性。一般事務） 

地方から出てきたばかりで、東京での就職活
動に不安を感じていたのですが、応募書類の
指導や面接練習などを丁寧にしてもらえて、
本番の際にも役立てることができました。  

（２８歳女性。一般事務） 

前職を辞めてしまった理由を親身になって聴
いてくださり、とても安心できました。ブ
ラック企業に勤めていたため、会社に対する
恐怖心がなかなか消えなかったのですが、
「やってみよう！」「絞らずにたくさん受け
てみよう！」などと担当の方から背中を押し
て頂き、自信を持って就職活動が出来ました。
また、毎回同じ担当の方と個別で相談が出来
たので、自分に何が合っているか、求人票を
見ながら話し合えました。私に会う求人票を
担当の方が提示してくださるなど、思ってい
た以上のサポートに本当に感謝しています。  

（２２歳女性。一般事務） 

就職活動を全く行わずに大学を卒業したため、
やり方が何もわからなかったので、まずはハ
ローワークに、と思い利用し始めました。 
最初は１年程度かけて就職するつもりでした
が、途中で状況が変わり、私のそのペースに
合わせてくださり助かりました。書類の書き
方、面接の受け方のアドバイスだけでなく、
いろいろなお話をしてくださったので、不安
はあまりなく頑張ることができました。本当
に感謝しています。ありがとうございました。 

（２３歳女性。事務） 

とても親身なり、力になってくれて感謝してい
ます。家族のように助けてくれました。     

       （３４歳男性。調理師） 

就職活動の流れがよくわからなかったり、希望職
種に対しての実務経験が少ないため、求人への応
募が消極的になってしまったりなど悩んでいまし
たが、こちらを利用させていただき、アドバイス
を頂いたり、自分の希望に合った求人を紹介して
頂けたことが、ありがたかったです。  

（２５歳女性。一般事務） 

就職活動をするにあたり、何から始めようか、
どのように仕事を探そうかと思っていましたが、
担当の方と話していくうちに、応募→面接とす
ぐに行動をすることができました。書類の帝政
もしていただいたので良かったです。仕事のこ
とやそれ以外のことでも相談にのっていただき、
就職活動の後押しをしていただき、有難く思っ
ております。     
        （２７歳女性。管理栄養士） 



履歴書、職務経歴書の作成や面接時のマナー等、
丁寧に指導して頂き、非常に良かったです。実務
経験者が優遇されやすい経理職ですが、私の他の
長所を活かして少しでも優位に就職活動を進めら
れる様にアドバイスしてもらい、大変助かりまし
た。 
            （２６歳男性。経理） 

自分が求める求人をいくつも出していただけましたし、
自分の思いなども色々と相談できるのが、とてもよかっ
たです。 
             （２３歳女性。ホール・店舗管理） 

仕事の悩みをとても真剣に聞いてくださり、以前
勤めていた職場をつらいと感じ、社会人はこんな
ものかな？と思っていたが、色々な話や求人票を
見て、他の企業と比べることができた。自分の条
件に合うようなところをすぐに見つけられ、非公
開求人を紹介してもらえるところがよかったです。  

（２２歳女性。医療事務） 

親身になって相談に応じてくれ、テンポよく応募
まで進めました。レジュメや職務経歴書をじっく
りと添削して頂け、一緒に企業の求人を見て、向
き不向きを話し合ってくれます。また、次のアポ
イントがとりやすいのも良かったです。  

（２６歳女性。マーケティングアシスタント） 

就職活動をほとんどしたことがなかったのですが、
担当の方が何から何まで教えてくれたり、アドバ
イスをくださったので、とても助かりました。ま
た、求人は、自分で探すだけでなく、担当の方か
ら紹介してもらえるので、自分では探せかなかっ
たような求人を見ることが出来ました。 
          （２４歳男性。営業事務） 

親身に相談に乗っていただいたので、自分には何
が足りないのか？足りているのか？を都度都度で
確認してもらって助かりました。ジョブクラブに
参加して、就活の概要、書類、面接対策について
知ることが出来、一緒に頑張る仲間にも出会えて
よかったと思います。  

（２４歳女性。医療事務） 

前職が専門職だったため、どんな職業があるのか
わからないところからのスタートでしたが、１か
らいろいろ相談にのって頂けて、自分の目指して
いるものがどんどんクリアになっていったので、
とても助かりました。  

（２６歳女性。事務） 

紹介している職種が多く検索しやすい。履歴書
の作成、印刷のサポートがある。相談員の方々
が丁寧に対応してくださった事。年齢が近い利
用者が多いので、なじみやすかったです。     

       （３０歳男性。加工員） 

他のハローワークと違い、若年者対象の求人がとても
多くあると感じました。また、書類の書き方、面接での
対応など段階的に選考のアドバイスを頂くことができ
て、とてもよかったと思います。 

（２４歳男性。営業） 

担当の人をつけてくれるので、今後の方向性など
を話しやすかったです。  

（２４歳女性。事務） 

対応がすごくよかったです。親身になって聞
いてくださり、とても心が和みました。色々
な情報も聞けて助かりました。  

（２７歳女性。一般事務） 

自分が考えているよりも、色々な職種があり、
やろうと思えば、仕事は見つかるのだと思い
ました。一人で色々悩むよりも、まずハロー
ワークに来てみることが大切だと思いました。  

（２４歳女性。歯科助手） 

待ち時間が短く、スムーズに就職活動を行うことが
できた。室内もキレイで、他のハローワークよりも活
気があり、就職活動の意欲がわいた。 

（２４歳男性。営業） 

担当者がいて、毎回その方が職業相談や紹介
をしてくれるので、希望の職種や条件などを
把握してくれていて、話しやすかった。  

（２８歳女性。営業事務） 

面接が苦手で、毎回緊張してしまい、上手く話すこ
とができなかったけれど、担当の方のアドバイス（１
００回練習）を実践したおかげで、スムーズに話す
ことができた。一回上手くいったことで自信がつい
た。今まで相談する人がいなくて、一人で抱え込
んでいたが、ハローワークで相談することで、心が
楽になった。長い間、本当に辛かったけれど、解
放されてうれしい。ありがとうございました。 

（２２歳男性。営業） 



面接トレーニングに参加し、入退室の仕方を学
んだり、面接ロールプレイでは客観的な意見を
聞けて、実践に活かすことができました。     
        （２６歳女性。新聞の調査） 

同世代の就職に向けて頑張っている人達がいて
モチベーションが上がり、職員の皆さんが親切
でよかったです。     

       （２５歳男性。技術職） 

職務経歴書のアドバイスをもらえ、面接後、何と
言えばいいかわからなかった点、うまく言えな
かった点を相談できたことがよかったです。次に
同じことを訊かれたら、こう言おうというのがわ
かって自信になりました。不安だったり、心が折
れそうなときに励まして頂けたので、心強かった
です。ありがとうございました。  

（２９歳女性。経理事務） 

担当の方に相談出来て、一人じゃないと思えまし
た。また、たくさんのアドバイスも頂き、自信を
つけて面接にのぞむことができました。書類の添
削もとても参考になりました。めげそうになって
も、わかハロに来て、担当者の方に会うと、また
頑張ろう！って気持ちになり、大変感謝していま
す。ありがとうございました！  

（２３歳女性。一般事務） 

若年者向けの求人を多く掲載しており、相談員の方も
丁寧に接してくださるので、安心して利用できたことが
良かった。また、場所が渋谷駅の近くで、雰囲気も明
るい感じなのが良かった。何より、就職に関する不安
を、相談員の方と話すことで少しずつ解きほぐすことが
できたことが、何よりも大きかった。 

（２９歳男性。営業） 

４月に東北から上京し、これからやっていく仕
事に迷っていたとき、ＮＨＫで特番を見て、踏
み出す一歩になるかもと、６月にこちらに来ま
した。大学でやってきた就活とは違い、良い意
味で切羽詰った感じではなく、自分のペースで
仕事を見つけることができました。担当の方が
とても明るく、就活はつらくて大変というイ
メージがガラッとかわり、おかげで大学時では
見つけることができないような求人を見て、身
軽に気後れせず挑むことができました。ありが
とうございました。     
       （２３歳女性。造園デザイン） 

毎回、担当の方についていただいて、丁寧に細か
く職務経歴書の添削や面接のアドバイス、相談に
のって下さって、本当に良かったです。 
面接の模擬練習も役に立ちました。 
ありがとうございました。  

（２３歳女性。事務） 

インフラが整っており（PCなど）、利便性が良かったで
す。職員の方が皆親切でよかったです。また、若年層
同志、仲間意識ができるのも良かったです。いつも同
じ担当の方にお願いしておりましたが、いつも適格か
つ前向きなアドバイスを頂き感謝しております。とにか
く前向きになれる環境揃っています。 

（２７歳男性。営業） 

一対一で親身になって、相談にのって頂け、今ま
での就職活動では、自分の軸や向いている業種職
種等全くわからず迷走していましたが、今回はじ
めて自分の希望に沿った活動をすることができま
した。一人でパソコンに向かうだけの転職活動よ
り、はるかに有意義な時間を過ごせました。有難
うございました！  

（２５歳女性。事務） 

個人に担当者がついてサポートがしっかりし
ているところが良かったです。希望職種の求
人数が少ないときでも、一緒に探してもらっ
たり、親身に話を聞いてもらえたりして、と
てもよかったです。 

（２７歳女性。医療事務） 

担当の方が同じなので話しやすい事、１対１
でお話しするのでわからない事や聞きたい事
など話しやすい環境で求人を探したりできる
ので、大変助かりました。書類作成、面接の
仕方など不安な点はあどばいすしていただけ
たりして、就職活動がスムーズに進めること
ができました。 

（２４歳女性。医療事務） 

相談の中で、「とりあえずやってみよ
う！」と言っていただいたことが、自分自
身前に進むきっかけになったので、その点
が、一番ありがたかったです。 
「とりあえずやってみる」うちに、自分の
やりたいことやするべきことを改めて見直
すことができ、自分の中で納得しながら、
就職活動を進めることができました。     
       （２４歳男性。書籍編集） 



希望を考慮しながら、求人を探していただけ、力
強くサポートしていただいたので、頑張ろう！と
モチベーションを保て、大丈夫！と言ってもらえ
て、自信が持てました。  

（２２歳女性。事務） 

担当者の方に親身になって相談にのって頂きまし
た。私は転職活動だったので前社を退職した理由、
次にどんな仕事に就きたいか、細かく聞いて下さ
り、毎回求人を用意して下さっていました。短期
間で内定をもらいたかったので、毎日予約を取り、
わかハロに足を運び、担当者の方とお話しするこ
とで、とてもポジティブになることができ、やる
気がわきました。職務経歴書の書き方のアドバイ
スを頂き、自己ＰＲなど簡潔に書くことで書類が
ほとんど通過できたので、色々な会社の面接を受
け、雰囲気など自分の目で感じることができたの
で、とてもよかったです。            
            （２４歳女性。事務） 

一人一人に担当の方がついてくださり、親身に職
業相談に応じてくださり、セミナー、模擬面接に
参加することで、自分を第三者的に視点で見直す
ことができた。PCや検索PC、筆記台等を利用す
ることで、待ち時間にも効率よく就職活動ができ
ました。丁寧なサポートのおかげで、心強く、又、
スムーズに就職活動を行うことができました。本
当にありがとうございました。            
      （２６歳女性。受付（医療事務）） 

履歴書、職務経歴書の書き方を丁寧にアドバイス
していただき、面接の前日にトレーニングもして
いただきました。自分に合う求人を定期的に紹介
していただきました。            
          （３３歳女性。営業事務） 

個人で相談できる担当制になっており、一緒に求
人を探してもらえ、自分に合っていそうなところ
を見つけていただけました。 
    （２７歳女性。貿易、英語関連の仕事） 

履歴書や職務経歴書を添削してもらえ、求人を紹
介してもらえました。また、面接対策も実施して
もらえました            
            （２６歳女性。事務） 

様々なことをアドバイスしていただけ、たくさん
の企業を紹介していただけました。また、面接対
策もしていただけました。 
            （２２歳男性。事務） 

たくさんの方から様々なサポートを受けられたの
で、わかハロを利用してとてもよかったです。志
望職種についての相談、応募書類の添削、面接指
導、求人を紹介してもらう等自分一人ではできな
いことをサポートしてもらうことでスムーズに就
職することができました。わかハロでサポートし
て頂いた方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。 

  （２６歳男性。コンサルタント） 

自分の合う求人を探すことができ、不安を話すこ
とができ、自分の弱点（面接など）を克服できる。
一人じゃないと思えるから、頑張ることができる。            
          （２４歳女性。経理事務） 

担当の方がついてくださるので、安心でした
り、心に余裕を持ちながら転職活動を進める
ことができました。応募書類のフォーマット
もとても役立ちました。応募書類作成PCで、
その場で作り直し、また添削してもらうとい
う環境も備わっていて便利でした。           
        （２５歳女性。営業事務） 

親身になって相談にのって頂け、紹介していただ
いた企業様の雰囲気が、自分に合うところが多
かった。面接について、アドバイス頂けたり、資
料をいただけたことがよかったです。 
      （２８歳女性。事務・総務・経理） 

初めての転職で、どのように就活を進めれば
よいのか全く分からずスタートするまでに時
間がかかっていたのですが、わかハロでは書
類作成から会社選び、面接対策まで丁寧にア
ドバイスしてくださり、就活がスムーズに進
みました。それほど混みあっていなかったの
も、自分に合っていたと思います。担当の方
が自分の味方という気がして、そこも良かっ
たです。     

（２４歳女性。一般事務） 

アルバイトで生活しているので、仕事をあま
り探す時間がなかったのですが、わかハロで
探してくれるので、とても助かりました。 
担当の方は、私に合った会社を考え紹介して
くれて、親身に相談にのってもらいました。
思ったよりも仕事が早く決まって感謝してい
ます。        

（２２歳女性。事務） 

様々な相談を聞いてくれて、一緒に希望す
る事に対して考えてくれたところが、とて
もよかったです。     
     （２８歳男性。プログラマー） 



私は会社を辞めようかと思っていた頃にわかハロを利
用しました。その時から親身になって相談にのってい
ただき、退職後も再就職の手伝いや相談をしてくださ
いました。特に担当の方には、私のやりたいことをでき
るように環境や福利厚生の整備された条件の良い会
社を探してくださいました。本当に良い担当者と再就
職活動ができたことが良かったと思っております。 

（２３歳男性。営業） 

就職したいなぁとは以前から考えていたのですが、転
職経験がなかったので、何が自分に向いているのか、
どのように転職活動をすればいいのか、全くと言って
いい程わかりませんでした。そんな時、アドバイスをく
れたり、「あなたのペースでいいのよ」と励ましてくれ、
頑張ることが出来、内定をもらうことが出来ました。もと
もと一人で考えて結論を出してしまう性格なので、わ
かハロに来ていなかったら、以前と同じ事務職に就い
ていたと思います。営業職にも興味はあったのですが、
勇気が出なかったので、背中を押して頂き感謝してい
ます。               （２３歳女性。営業） 

自分では気付かなかった求人を担当者の方が見つ
けて下さった。自信がなくなっていたとき、担当
者の方が自分を認めてくれたことがとても心強
かった。  （３１歳男性。法務チェック事務） 

今まではPC等で求人サイトを見ていたんですけど、
中々良い求人が見当たらなかったのですが、ここ
では数の多さも豊富でとても求人を探しやすかっ
たです。担当の方が本当に親身で丁寧な対応をし
て下さった事が一番良かったと思える点です。書
類を送らなければならない前日も最後まで気にし
て下さりましたし、一緒に求人を探してくれたり
と、就活の一番の励みでした。            
          （１９歳女性。営業事務） 

担当の方がとても親身になって相談にのってくだ
さったことが良かった。たくさん求人があり、比
較することが出来た。             
          （２２歳女性。一般事務） 

毎週一回わかハロに通い、担当の方と相談をして
いく中で、自分の仕事に対する考え方や大切にし
たい事が明確にでき、とてもよかったです。一人
では探せなかった求人もたくさん見つけていただ
いたり、アドバイスをいただいたり、とても自信
につながりました。ジョブクラブでもたくさん学
ぶことが出来ました。  （１９歳女性。事務） 

求人の数が多く自分のやりたい仕事やあっている
なと思える企業を選ぶことが出来ました。親身に
なって相談にのってくださったり、適切なアドバ
イスをいただけて不安でいっぱいだった気持ちが
なくなり、自信を持って就職活動することができ
ました。本当に感謝しています。            
            （２２歳女性。事務） 

ジョブクラブに参加して、自分の希望業種・職
種を見つけることが出来ました。また、ジョブ
クラブ終了後もメンバーとは連絡をとりあい、
互いに応援しあえたことが、就職活動をあきら
めずに続けられた一番の理由だと思います。自
己ＰＲ文などを見せ合い、アドバイスしあうこ
とで、完成度の高い職務経歴書を作れたので、
書類通過度が上がりました。     
         （２４歳女性。企画開発） 

色々な角度からの職種を紹介してくれたこと。     
       （２６歳男性。プログラマー） 

今回採用が決まった会社を紹介してくれたこと     
         （２３歳男性。清掃） 

担当の方が真摯になって対応してくださったことがわ
かハロを利用してよかったです。 

（２５歳男性。営業） 

担当の方がとても親身になって相談に応じてくださり、
色々な情報をくださった事が良かったと感じています。
一人では知りえなかった求人を見せて頂き、そこに内
定をいただけました。     （２３歳男性。営業） 

〇職員の方が親切な事。 
皆さん優しく接してくださり、特に担当の方には履
歴書の添削や面接の際のアドバイス、前職を辞め
る手続きなど、いろいろ相談に乗っていただきまし
た。 
〇自分に合った求人を見つけられたこと 
数ある求人の中から、職種別などさまざまな条件を
入力して企業を見ることが出来ます。その中に絶
対自分に合う企業が見つかります！ 

（２３歳女性。食品販売） 

毎回同じ方に担当していただいて、とても親
身になって対応していただきました。ありが
とうございました！！なので、あまり不安に
なったりすることなく就活できました、           
          （２６歳女性。事務） 

過去のことなど、どうにもならないことにあまり触
れずに、現状を良くしようという努力をしていただ
きました。もっとがんばりなさい的な事も言われず
に快適に利用できました。 

（２７歳男性。営業） 

私はずっと内定がもらえなく、希望職であ
るＳＥをあきらめようとしていましたが、
この「わかハロ」を利用して、トライアル
求人なる制度を進めていただき、内定を得
ることができました。長いスパンで就活を
していると不安になりますが、「わかハ
ロ」では親身な対応で不安を解消してくれ
ます。  （２６歳男性。ＳＥ・ＰＧ） 

ジョブクラブに参加して、自分の希望業種・職
種を見つけることが出来ました。また、ジョブ
クラブ終了後もメンバーとは連絡をとりあい、
互いに応援しあえたことが、就職活動をあきら
めずに続けられた一番の理由だと思います。自
己ＰＲ文などを見せ合い、アドバイスしあうこ
とで、完成度の高い職務経歴書を作れたので、
書類通過度が上がりました。     
         （２４歳女性。企画開発） 



直接担当者がついてくれて、就職活動ができたことと、
求人案内だけでなく相談もしっかり聞いてくれた事が
よかった。 

（２６歳男性。営業） 

就職経験もなく、面接等がすごく苦手で固まって
しまう事も多く、自信が全くなかったのですが、
丁寧なアドバイスを頂き、何とか面接を乗り越え
る事が出来ました。正直、正社員として就職する
ことを諦めかけていましたが、相談に乗って下
さったり、面接の練習をしていただくことで内定
を頂く事が出来て、本当に感謝しています。あり
がとうございました。             
          （２４歳女性。経理事務） 

私自身にあった求人を探して頂き紹介していただいた。
また、面接が苦手という相談をしたら、個人的に練習
を設けて頂いた。 

（２２歳男性。営業） 

・話しやすくて、とても利用しやすかったところ。 
・求人もたくさんあって、選択肢が多く、自分のやりた
いこととかぶっている求人を探し出せたところ。 

（２１歳新卒女性。販売） 

地方から出てきたので、道など場所がよくわか
らなかったのですが、職員の方がとても優しく
教えてくれた事がよかったです。 
仕事の求人などをこんな仕事はどうですかとす
すめてくれたことも良かったです。     
         （２６歳男性。施工管理） 

親切に対応してもらいました。様々なアドバイス
をして頂き、履歴書職務経歴書と書き方も教えて
頂き、面接トレーニングにおきましては、自分の
悪い部分を指摘してもらえた事が安心感自信につ
ながりました。             
          （２９歳男性。事務） 

・担当の方がいつも親身になって相談に乗ってい
ただけるので安心して相談できる。 
・一人ではできない面接の練習などのサポートの
充実。             
          （２５歳男性。事務） 

他のハローワークにも２カ所お世話になった事が
あり、その中でも一番親身に相談に乗ってもらえ
て、具体的なアドバイスももらえて助かりました。 
駅から近く、通いやすい雰囲気だったのも有難
かったです。             
          （２３歳女性。一般事務） 

・しっかりと相談に乗っていただいたこと。 
・職歴書等のフォーマットを教えていただけたこ
と。             
          （２３歳女性。事務職） 

・履歴書や職務経歴書に関してアドバイスをして
もらったこと。 
・豊富な求人量。 
・相談しやすさ（話しやすさ）             
          （３０歳男性。事務） 

ハローワークには何度か行ったことはあるのです
が、中高年の方が多くて、入りにくい印象でした。
そんな中、母からテレビでわかハロがあるから
行ってみたらと言われて、いざ行くと、同年代の
方が多くてサービスも豊富で何より担当してくれ
た方がとても親身に話を聞いてくれたり、求人を
探してくれて、すごくうれしかったです。不安も
ありましたが、無事採用になって良かったです。             
          （２６歳女性。事務職） 

担当者の方が、私の持っているスキルと評価してい
ただき、自信になりました。検索機では多くの求人が
あるので、どの求人を応募して良いのか不安が出ま
したが、相談の際に、担当者の方がおススメの求人
票を出して頂いたり、内容を丁寧に説明して下さった
ので、安心して応募することができました。 
こまめに訪問していたので、求人も新しいまた興味
のある内容がありましたので、週一程度活用した事も
よかったと感じました。 

（２５歳男性。営業） 

アルバイト経験しかなく、本当に正社員になれ
るか不安でしたが、きちんと準備して、正しい
手順をふめばできないことはないと言ってもら
えて、一歩を踏み出せたし、その方法も丁寧に
教えて頂けました。些細な悩み事、心配事も聞
いてもらい、就活に対する安心感がもてたので、
がんばれました。             
           （２４歳女性。事務） 

・職員の方が親身になって就職活動を支えてく
れました。 
・書類作成のためにパソコンを利用できるとこ
ろが良かったです。             
      （２１歳女性。受付・医療事務） 



全然知らない土地での就職活動に不安もありま
したが、担当の方が親身になって相談に乗って
くださり、安心して面接に向かう事が出来まし
た。いつでも相談に乗ってくださるので、とて
も通いかすかったです。今後も何か相談したい
事があれば是非通わせていただきたいです。本
当にありがとうございました。     
          （２２歳女性。看護師） 

親身になって的確なアドバイスをして頂けるので、精
神的にもとても助けられました。担当の方に相談に
乗っていただいて、職務経歴書などの書類が格段に
良くなりました。相談するごとにも改善点が見えてくる
ので、意欲的に活動が出来ました。 

（２９歳男性。営業） 

担当の方が付いて下さるので、面接を重ねる毎に、自
分の方向性が見えてくると思います。自分の事を分
かってくださっている担当者の方がいるというのは、利
点だと思います。 

（２６歳男性。営業） 

アドバイザーの方々が真剣にアドバイスや添削を
して下さったおかげで、無事内定まで活動して来
られました。ありがとうございました。             
            （２８歳男性。総務） 

書類の書き方や求人の探し方を一から丁寧に教え
てくださいました。正社員として働いた経験が無
い為、すごく不安でしたがいつも明るく対応して
下さいました。ゆっくり自分らしく頑張ろうとい
う気持ちになれました。             
            （２３歳女性。事務） 

担当の方がずっと親身になって相談にのっていた
だけるし、本当にささいな疑問から面接の練習ま
で。。。全面的にさぽーとしていただいたのが内
定につながったと思います。言うこと聞いていれ
ば、まず間違いないです。             
            （２４歳女性。事務） 

こちらでお世話になるまで、１人でやみくもに就
活を続けていたので、こちらで相談をしてアドバ
イスをいただいて始めて、明確なビジョンをもっ
て取り組めるようになりました。自分に合うであ
ろう仕事の探し方から面接の練習まで、担当の方
が親身になってサポートして下さったおかげで、
自分に自信が増す気がしました。             
            （２５歳女性。事務） 

色々話を聞いて頂いて常に前向きに就職活動が出来
ました。 

（２９歳男性。営業） 

親身になって相談に乗ってもらえました。いつも
明るく励ましてくださり、１人で悩んでいた頃が、
うそのように前向きに就活に取り組むことが出来
ました。             
            （２３歳女性。総務） 

就活に消極的でしたが、担当の方と個別相談をし
ているうちに、積極的になり、前向きに取り組む
ことが出来るようになりました。他のハローワー
クよりも職員の方々も親切で様々なアドバイスを
頂けました。ミニ面接会等わかハロでしか行われ
ていないので、わかハロを利用してよかったと思
いました。たくさんある求人の中から良いものを
おススメして頂けました。             
          （２３歳女性。営業事務） 

担当していただいた方にまるで母のように励ましてい
ただきました。最初は自信がなかったのですが、通う
度に自信がつきました。最後の面接では臆することな
く堂々と話せるようになっていました。本当にお世話に
なりました。 

（２５歳男性。営業） 

自分だけでは、アルバイト等に集中してしまいが
ちだが、担当の方が、今後の具体的なプランニン
グまでしてくださったので、大きく就活からそれ
ることもなく前進することが出来ました。             
       （２６歳男性。事務・システム） 

求人数の多さ、求人票の絞り込みが出来る検索
機が良かったと思っております。            
           （２２歳男性。事務） 

・自分のやり方が良いのか悪いのかしっかり
とアドバイスをしていただけること。 
・相談する人によりますが、モチベーション
が上がること。     
   （２６歳男性。システムエンジニア） 

一人で抱え込まずに相談することによって、気が楽
になりました。また、親身になって話を聞いてくださり、
就職に向けてサポートしていただき、本当に感謝し
ています。これからがスタートなので、一生懸命頑張
りたいと思います。ありがとうごございます。また、お
世話になる機会がありましたら、よろしくお願いします。

（２３歳男性。営業） 

明るい雰囲気と職員の方が優しく、丁寧に対
応して下さったところが良かったです。     
       （２３歳女性。デザイナー） 

１人の担当者の方が登録から就職までずっと相
談にのってくださった。希望している条件の求
人が出るとメールで連絡をしていただいたりと、
親身になって相談にのってくださった。            
         （３０歳女性。経理事務） 

こだわりが強かったので、なかなか決まらず、
担当していただいた方にご迷惑をおかけしてし
まったと思いますが、毎回とても親身にお話を
聞いてくださり、納得のいく就職先から内定を
いただくことが出来ました。担当していただい
た方をはじめ、わかハロの職員の方々にとても
感謝しています。ありがとうございました。            
         （２６歳女性。一般事務） 



就活に自信がなくなってしまっても、支えてもらったり、
話を聞いてもらえます。希望を言っておけば、自分が
探した以外にも良い求人があれば教えてもらえます。 

（２５歳男性。販売） 

初めての転職活動だったため、履歴書や職務経歴
書のことなど不安な点が多々ありました。しかし、
丁寧な添削とアドバイスのおかげで書類選考を無
事に通過することが出来ました。また、面接にお
いては具体的な注意点と内面的に自信もつけさせ
ていただきました。今回スムーズに転職先が決
まったのも、わかハロをはじめとする担当者様の
おかげだと思います。ありがとうございました。             
            （２３歳女性。広報） 

・個別に担当がつくので、自分の考えを共有し
ながら就職活動を行える。 
・室内の雰囲気も良く、落ち着いて活動できる。 
・履歴書の書き方を丁寧に指導してくれる。 
・面接の練習では実践形式を交えながら対策を
立てつつ、褒めてくれることによって自信も付
けてくれた。 
・トイレがきれい     
           （３１歳男性。調理） 

・求人を紹介して頂けたこと。 
・担当して下さった方に出会えたこと。 
・面接に向かう前、笑顔で送り出してくださった
こと。             
            （２６歳女性。事務） 

・初めて異なる職種への転職で職務経歴書の存在も
知らなかったのですが、担当の方にアドバイスをいた
だけたのは良かったです。書類の重要性を感じました。 
・セミナーが充実していて良かったです。 
担当の方に前向きなアドバイスをいただき、励みにな
りました。 

（２６歳男性。販売） 

求人の紹介、就活の進め方のアドバイス、志望動機
自己PRの指導添削、面接対策等が良かったです。 

（２５歳男性。営業） 

・個人にそれぞれ担当者がつき、就職に関して徹底
的に指導して頂けた点。 
・世代の近い人たちとの情報交換のし易さ。 
・設備の利用のし易さ。 
・落ち着いた雰囲気で集中しながら、作業が出来た点。 

（２６歳男性。営業） 

・利用者の多くが、同年代が多くとても入りやす
い雰囲気でした。 
・相談窓口の職員さんが、とても親身に対応して
下さったので、精神的にも心強く助けられました。 
・面接対策をする際、ビデオ撮影で自身の姿を客
観的に見ることができたので、とても参考になり、
自信をつけさせていただきました。             
          （２６歳女性。一般事務） 

担当者の方とマンツーマンでじっくりと活動できること、
自分で検索するだけでなく、担当の方が自分に合い
そうな求人を探してくれていたこと、書類の書き方等不
安に感じる事も一つ一つ丁寧に指導して解消をしてく
れることが利用していてとても良かったと感じています。 
一人ではきっと行き詰ってしまっていたと思うのでとて
も感謝しています。 

（２６歳男性。営業） 

熱心に自分に合った仕事を探して頂けた事がよかっ
たです。 

（２３歳男性。営業） 

担当者の方が付いてくださり、書類の添削や面
接のアドバイスをしてくれ、安心して就活が出
来て良かったです。良い求人もたくさん探して
きてくれ、たくさん受ける事ができたので面接
になれる事が出来ました。 
担当者の方が親身になってくださったので、一
人で就活している感じがせず、安心してくじけ
ないで就活することが出来たので、わかハロを
利用して本当に良かったと思います。            
          （２３歳女性。事務） 

担当の方と面談することで、自分に自信を持てるよう
になったことが一番良かったと思っています。 
また、ジョブクラブに参加し、就職活動の仲間ができた
ことも良かったです。 

（２６歳男性。営業） 

面接対策の日に、面接が入ってしまったため、
全部に参加できたわけではありませんが、
「自分の棚卸し」など自己理解は、自分の知
らなかった自分が発見することができました。
また、話に具体的なエピソードを加えること
で、相手に対して説得力が付きました。     
        （２５歳男性。技術兼営
業） 

相手に自分の気持ちを伝えられる文書の書き
方を見に付ける事ができたということ。 
自分がやりたいと思っていた職につけたこと
がよかったです。     
        （２４歳男性。商品管理） 

毎回担当の方と面談し、「この会社はおススメ
ですよ」「この会社は○○だから向かないかも
しれません」といった風に親身になって相談に
乗ってもらい、大変感謝しています。就職活動
は時に孤独を感じる事もありますが、どんな時
でも批判せずに受け入れてくれた職員の皆さん、
どうもありがとうございました。            
        （２６歳男性。総務・人事） 



面談にたくさんのっていただけたこと。 
面接対策をしていただけたこと。 
良い企業を紹介していただけたこと。             
            （２４歳女性。事務） 

自分の希望する求人を一緒に探していただけたり、
就職活動に関する悩みをなんでも相談できたりと、
こちらを利用して本当によかったと思っています。
担当の方に毎週１回面談をしていただき、計画的
に求人に応募することができました             
            （２６歳女性。事務） 

自分に合った仕事や業種を見つけることができた。 
いろいろな面で相談がしやすかった。 
書類の書き方等を丁寧に教えていただいた。 
面接対策を実施していただいた。           
（２９歳女性。現場管理及び計画、積算等の業務） 

アドバイスと紹介いただいた求人内容が非常に的
確であったためスムーズに転職活動を行うことが
できました。 
自分一人では、気付けなかったので、大変助かり
ました。仕事でメンタルが弱っていましたが、や
る気を出せました。             
      （３５歳女性。営業アシスタント） 

希望職種等条件をしっかり活かした求人を簡単に
調べられたこと。 
私は職種を第一条件として就職活動をしていたの
で、非常に助かりました。また、紹介状を出して
もらった際に他の求人を調べてくださったり、会
社の評価を教えてくださったりと、自分だけでは
調べられない内情を伝えてくれるのは、企業研究
を進める上でとても助かりました。             
            （２５歳女性。経理） 

初めてのハローワーク利用だったのですが、親
身にお話を聞いていただけたので、安心して求
職活動ができました。 
書類選考のない面接会に参加したおかげで内定
をいただけました。 
はやめに就職したかったので、ありがたかった
です。    
     （２４歳女性。プログラマ） 

とにかくサクサク進みます！ 
実際、就職活動といっても何から手をつけて良いのか
分からなかったのですが、自分の希望職種に合った
企業をどんどん提供してもらえ、応募できるので、非
常に助かりました。今まで自分で頑張っていたのです
が中々決まらず、もっと早く利用すれば良かったとあら
ためて思いました。ありがとうございます。 

（２５歳女性。接客販売） 

毎回、顔見知りの人に就職相談が出来る点や、
室内がきれいな点がよかったです。     
           （２３歳男性。製造） 

親身になって相談を聞いて下さったこと。 
就職活動をするのが少し気楽になったことが、良
かったです。             
          （２２歳新卒女性。事務） 

わからないことや不安点を相談できるのが有難
かったです。また、求人業のどの要素をどうのよ
うに見れば良いのかも教えてもらえました。             
          （２３歳女性。事務） 

一対一で親身に相談に乗って下さった事が、
よかったです。新卒時に内定をいただいて就
業していた介護施設にて急遽休職することに
なってしまい、悩んでいた矢先に、わかハロ
の存在を知りました。応募書類の書き方から
親切に教えていただけて、自信がつきました。            
        （２３歳女性。一般事務） 

就活の進め方がいまいちわからなかったので、
窓口の担当者とマンツーマンで教えてもらえ
たところが、私には合っていたのでよかった
と思う。             
          （２４歳女性。事務） 

一人一人に担当者がついて親身になって相談で
きるところが良かったです。            
     （３０歳女性。健康保険組合事務） 

民間の就職情報サイトや大学のキャリアセンター
の求人が少なくなり、特に就職情報サイトのサー
ビス自体が終わりそうな時期から就職活動を始め
たので、右も左もわからず、先行きの見えない状
況に不安感がいっぱいでした。しかし、わかハロ
では担当の方が求人の探し方から応募書類の添削、
模擬面接までしてくださって、大きな安心感が得
られ自信をつけることが出来ました。上手く行か
ない時も、わかハロに来てお話しするとやる気が
出ました。             
          （２３歳新卒女性。広報） 

毎回通うことで家にいる時間より、時間を有効活動で
きました。一人で考えているより、話を聞いて頂くこと
で、問題が解決しました。 

（２２歳男性。販売） 



自分でどのような職種が向いているか、どんな面
接をしたらよいかということを教えていただいて、
精神的にリラックスしながら活動出来た。             
            （３１歳女性。事務） 

比較的待たずに利用できたことが、わかハロを
利用して良かったことです。     
     （３２歳男性。ＰＣキッティング） 

担当の方が親身になって、いろいろな求人を探し
てくださったので、すぐに仕事が決まり、とても
感謝しております。             
         （２４歳女性。受付・事務） 

色々な仕事があるため、色々な方がいること。 
一番は信頼できる方に会えたこと。 
頼りすぎてしまう部分は多かったけど（反省）
だけど、本当に良かった。この方に聞いてみた
い！！とか直感は信じて良いと思う。     
         （２６歳女性。歯科助手） 

一人で考えがまとまらなくて、どんな所を受けた
らよいのか分からなくなった時、アドバイスを受
けることが出来、良かった。自分一人で活動して
いる時に感じる不安や焦りなど、相談できたこと
が良かった。活動中に自分の居場所があることで
スムーズに進んだと思う。ぜひ活用してよい職場
を見つけてほしいと思います。             
         （２９歳女性。医療事務） 

他のハローワークよりも居心地が良くて来やす
かった。職員の方や担当の方がとても親切で優
しかったので、相談しやすかった。経験も資格
もなく自信がなかったけれど、いつも明るく励
ましてくださり、嬉しかったです。履歴書や職
務経歴書の書き方、面接のポイントなども丁寧
に指導して下さり、助かりました。ダメ元で始
めましたが、すぐ決まって感謝しています。     
         （２５歳女性。保育士） 

何もわからないことだらけの中で、一つ一つ丁寧
にご指導いただきました。初めは黙ってるばかり
で、自分の意見も言えず、担当の方の話を聞いて
いるだけでしたが、担当の方はきちんと私のやり
たい事、望みを引き出して、色々と調べて手配し
て頂きました。わかものハローワークに来てよ
かったです。ありがとうございました。             
            （２３歳女性。事務） 

就職活動を進めていくうちに、面接でどういった
ことが聞かれるか、また、職務経歴書にどういっ
たことを書いたらよいかわからず行き詰ってしま
いましたが、キャリアカウンセラーの方が丁寧に
ご指導くださったので、とても助かりました。ま
た、今回未経験の職種を希望していたので、その
職種に合う資格の勉強だけに専念していましたが、
就職活動の現状の厳しさまで教えてくださり、自
分の優先順位を変える等、効率よく活動出来まし
た。        （２４歳女性。経理） 

応募方法を手取り足取り教えていただき、就職
活動に自信を持って取り組むことが出来ました。
不安なこと等、質問に答えていただけたりして
いただき、スムーズに就活が進み、大変有難く
思っています。 
         （２６歳男性。品質管理） 

・他のハローワークとは違い、初日から職を
紹介して頂いたこと。 
・書類を提出する方法を分かりやすく教えて
頂いたこと。 
・面接対策では、質問されそうな内容を一つ
一つ言ってもらい、アドバイスを頂き、実際
の面接でも同じ内容を聞かれたので、スラス
ラ答えることが出来ました。            
        （２３歳女性。営業事務） 

履歴書の書き方や志望動機の考え方、面接練
習など、自分に弱い所を徹底的に改善して下
さいました。特に面接練習はビデオで撮影さ
れ、自分の面接している姿が分かったり、そ
の後に良い点、悪い点を教えて下さるので、
本番の面接でもそれに気をつけて挑むことが
出来ました。             
      （２２歳新卒女性。営業事務） 

・就活について一から丁寧に教えてくださり、
自分にあった職種を理解することができたこ
と。 
・毎週一度のペースで担当の方についていた
だいたのでモチベーションも下がらず頑張る
ことができたこと。 
・履歴書等のテンプレートがあったので、簡
単に利用でき、プリンターも使用できたこと。 
        （２３歳女性。一般事務） 



親身になって求人や相談にのってくれて、不安
を感じることがなかった。 
         （２３歳男性。経理） 

履歴書及び職務経歴書の記入の仕方、注意点が
聞けて、大変参考になりました。担当の方から
就職活動をするにあたって、不安な気持ちがあ
りましたが、親身に担当して頂き、前向きな気
持ちで就職活動を進めることが出来ました。 
         （２７歳男性。事務） 

個人一人一人に担当者の方がついて下さって、指
導や仕事の検索、相談等を行ってくださるところ
が良かったです。私の場合は、仕事の検索や書類
の添削、相談、面接の練習などをしてもらったの
ですが、書類の添削をして頂いた後に、書類選考
に通るようになったり、面接の練習の時に下さっ
たアドバイスが本番の面接の時に役に立ちました。
担当者の方が励まして下さったり、転職中も前向
きに活動が出来ました。わかハロに来てよかった
と思っています。本当にありがとうございました。             
            （３２歳女性。事務） 

担当の方が親身に相談にのって下さり、気を使わ
ず就活が出来たこと。 
また、オフィスが明るく気持ちよく通うことが出
来た。             
          （２８歳女性。営業事務） 

担当制なので、２回目以降の相談がしやすかった
です。個別相談の予約をした日までに書類を作る、
面接を受けるなど、「いつまでにこれをやる」と
いう目標が持てたので、テンポよく就職活動が進
められました。困った時にはお電話でも相談に
のっていただけたので、安心して選考に挑めまし
た。また、自宅にWord、Excelがないので、応募
書類作成PCをお借りできるのも魅力でした。             
            （２５歳女性。経理） 

親身になって相談に乗っていただき、本当に
感謝しています。一人で転職活動しないで、
わかハロを利用して良かったです。            
          （２３歳女性。事務） 

私自身の経験や雰囲気、人柄に合った企業を紹介し
て頂けた。他の求人媒体と比べて、若者向けのものが
多く、余計な広告がないので、仕事探しが楽だった。 

（２９歳男性。営業） 

担当の方がついて、就職応援をしてくれること。 
親身になって考えてくれること。     
           （２７歳男性。製造） 

求人検索PCを利用して、自分の希望する業種や職種、
条件をもとに企業研究やリサーチすることが出来、数
多くの求人を自ら探すことで、より広い視野で活動で
きるようになりました。 
個別のアドバイザーの方についていただくことで、履
歴書職務経歴書の添削はもちろんのこと、選考に進
みたいと思う企業についてのアドバイスや、自分が本
当に望んでいる転職活動を実現するための後押しを
して頂きました。 

（２６歳女性。営業） 

・担当の方がついてくれたこと。 
・検索だけでも相談でき、使いやすく来や
すかった。 
・直接わかハロに行く時間がなくても、電
話で対応して頂けたこと、メールで求人を
紹介して頂いたのはとても助かりました。            
         （２８女性。事務） 

・担当の方が新設ですごくためになるアド
バイスをたくさんくれたので、すぐ仕事を
決めることが出来ました。 
・面接の練習もしてくださったので良かっ
たです。             
         （２２女性。事務） 

一人で求人業をみてよくわからないままに
仕事を探すよりも安心して仕事を探すこと
が出来ました。面接トレーニングのおかげ
でおちついて応答することが出来ました。            
         （２４女性。事務） 

ハローワーク渋谷からわかハロを案内してもら
いました。利用人数がわかハロのほうが少ない
ので、すぐ相談できた良かったです。担当して
頂いた方も親身になて話を聞いて頂いたので、
安心して相談出来ました。１回だけ面接練習を
させていただいたのですが、自分の長所短所や
自分のアピールを見直すことが出来、そして口
に出して練習することによって、自信がつき、
本番ではスムーズに受け答えができてよかった
です。    
     （３０歳女性。製菓専門学校講師） 



担当の方と話して、自分の考え等を再確認できた
こと、参考になるお話を聞けたことが、利用して
よかったです。 
職務経歴書の書き方、面接での話し方を教えてい
ただけたことが良かったです。 
          （２４歳女性。一般事務） 

他のハローワークと比べ、担当者がついてくれる
ので、一度こちらの事情、要望を伝えたら、何度
も説明しなくて済み、相談しやすかったです。書
類作成や面接トレーニングは、不備、弱点、改善
点を指摘してもらえる。実際、書類が通るように
なり、苦手だった面接にも自然体で臨むことが出
来た。 
         （３３歳男性。一般事務） 

親身になって相談に乗ってくれたので、安心して活動
出来ました。 

（２５歳男性。営業） 

わかハロを利用してよかったこと。 
・書類作成方法から求人の紹介、志望動機の添削
まで全て担当の方がついてくれていたこと。 
・履歴書の作成、印刷までできたこと。 
・模擬面接、ジョブクラブへ参加できたこと 
          （２４歳女性。事務） 

職務経歴書の書き方の相談に乗ってもらえ、ア
ピールポイント等親身になって聞いていただけ
たので、とても助かりました。 
           （２５歳女性。事務） 

仕事をしていたので、時間を自分に合わせて進め
ることができました。自分にできそうな会社も
持ってきていただき、ゆっくり調べることが出来
たのが良かったです。何でも聞きやすかったです。 
            （２５歳女性。企画） 

担当者の方が親身に相談に乗ってくれて、安心し
て就活に専念できた。設備が充実していて清潔で
利用しやすかった。履歴書の添削、面接のアドバ
イス等、非常に助かりました。沢山の方々に支え
られ就活することが出来ました。本当にありがと
うございます。     （２６歳男性。技術） 

池袋のハローワークと行ったり来たりしていま
したが、わかハロは年の近い人が多くいたので、
雰囲気が重くなく、とても来やすい場所でした。
とても細かい質問にも丁寧に答えていただきあ
りがとうございました。     
      （２１歳女性。ペット動物関係） 

わかハロを利用して良かったこと。 
・担当の方が本当に親切丁寧で親身になって相談に
乗ってくれたこと。 
・資格、免許、社会人経験がない立場でも就職先を見
つけられたこと。 
・就職に関して漠然とあった不安を相談出来て安心し
たこと。 
・自分に自信がない事や不安を受け止めてくれた上で、
背中を押してくれたこと。 
・履歴書や職務経歴書の書き方を指導して頂けたこと。 

（２９歳男性。営業） 

親身になって相談に乗ってもらえるのがとに
かく有難かったです。自分が何をしたいかと
いう就活をする上での基本的なことから、と
てもゆっくりと話をすることができたのは、
本当に貴重でした。一人で情報サイトを見て
いくだけでは調べてもみないような業界にふ
れられたのも良かったです。 
        （２３歳新卒女性。事務） 

最初は全く自信がなく、不安のかたまり
だったが、担当して頂いた方と数回話をし
ていくうちに、少しずつでも前に進めるよ
うになった。おススメの求人など個人に合
わせた物を選んで頂いて、新しい可能性を
探すことが出来た気がする。 
         （２６歳男性。事務） 

履歴書や職務経歴書の記載方法を丁寧に教
えていただき、求人情報等についても五連
れ区をいただき、有難かったです。 
         （２８歳男性。経理） 

わかハロを利用して良かったこと。 
・若者向けの求人がたくさんあったこと。 
・親身になって話を聞いてくれたこと。 
・面接対策をしていただいてすごく役立っ
た。      （２３歳女性。事務） 

面接の練習や履歴書の添削、担当の方がついて
くださるので、就活の不安が軽減できた。    
     （２４歳女性。インストラクター） 



自分の専属の担当者と面談することができ
るので（毎度自分がどういう人かどんな仕
事が探してるかの説明をせずに済み）話が
しやすく、相談も親身になってもらえるの
で、上手くいかず挫けても就職活動を続け
ることが出来、良かったです。面接練習で
は、自分が面接している姿をビデオで撮影
するので、面接時自分がどのようにしてい
るのか客観視でき、改善点も明確に分かる
ので良かったです。 
        （２５歳女性。事務） 

焦りと不安がいっぱいで何をどうすれば自分の求める正
社員として働くことが出来るのか分からなかったので、ハ
ローワークに足を運びました。私の場合は、担当の方と
相談していくうちに、焦りと不安がやる気と希望に変わり
ました。 
というのは、私の性格をしっかりとらえた上でアドバイスを
してくれたので、自分では気付かなかった良い所や活か
せる能力を自覚することができ、目に見えない不安が明
確な目標に変わり、自信を持って就職活動を行えました。 

（２６歳男性。営業・技術） 

就職活動自体が初めてでした。応募書類の作成の
仕方など、一から教えていただき、不安なことが
あって、自信がない時も背中を押してくださって
感謝しております。 
また、面接の練習をしたいという要望にもすぐ応
えてくださいました。 
            （２８歳女性。事務） 

転職の大変さを一緒に考えてくれた。親身に相
談話を聞いてくれて、しっかり軸がぶれないよ
うにフォローをしてくれたところがすごくうれ
しかったです。 
         （２７歳女性。学校運営） 

今までは、自分で考えて履歴書や職務経歴書を書
いていたが、細かい所まで添削をしてくれたり、
ＣＤＲをくれて簡単に作れたことがよかったです。
あとは、丁寧に接して下さったので、もっと早く
来ていればよかったと思いました。 
          （２３歳女性。一般事務） 

担当の方が志望動機や自己ＰＲ等の添削に親身に相談
に乗ってくれたこと。書類がなかなか通過しない中、添削
をしたことでスムーズに書類が通りやすくなった。 

（２６歳男性。営業） 

求人数が多く、若い人しかいないので、空いていて
使いやすい。相談の方がとても丁寧な対応をしてく
れたので、よかったです。 
           （２４歳男性。貿易事務） 

オフィスがきれいで、利用者も３５歳までとい
うこともあり、担当者とじっくり話をすること
ができていいです。また、担当の方が親身に相
談に乗っていただき、履歴書や職務経歴書のよ
り良い書き方のアドバイスもしていただきまし
た。くじけずに、粘り強く就職活動を続けるこ
とができたのは、担当の方のおかげだと思って
います。 
    （３１歳男性。財務会計経理） 

求人情報がたくさんあり、情報も詳しく教えてい
ただけたのでとても良かったです。担当の方も毎
回親身になって相談に乗ってくださり、自分に
合った求人を紹介して頂けたので利用して本当に
良かったと思います。 
            （２３歳女性。事務） 

若者視点で話を進めてくれたので話しやすかっ
た。雰囲気が明るく気落ちせずに前向きに進め
られた。 
    （２９歳女性。学校事務・一般事務） 

応募書類を書くコツ、面接の受け答えのコツを
教えていただいたこと。一般的なテンプレート
ではなく、自分自身にあった対策をしてただい
たことが、とても助かりました。    
         （２８歳女性。英語講師） 

相談をしたおかげで、自分には何が
合っているのか理解することが出来
ました。一人で悩んでいる時は、就
活の準備や面接がうまくいかなかっ
たのですが、面接のアドバイスをい
ただけて、とてもためになりました。 
客観的に見て、どの職種が合ってい
るかはっきり言って下さったことが
良かったです。面接対策をしていた
だき、ありがとうございました。    
 （２３歳女性。サポート校教員） 



同じ担当の方にずっと面倒を見て頂けたことが有
難かった。あと、利用者が同年代の人が多くて気軽
に施設に入れたところがよかった。 

（３１歳男性。営業） 

マンツーマンで担当の方がついて親身になっ
て相談に乗っていただいたことが良かった。
面接トレーニングや履歴書の記入方法など基
本であり一番大事なことの見直しができたこ
と。特に履歴書はここに来る前と後では劇的
に変わった。  （２２歳男性。運転関係） 

インターネットや書類作成等、就活に役立つも
のが多く利用できて良かったです。担当の方が
とても親切に話を聞いてくださったので、助け
になりました。    （２０歳女性。調理） 

・とても親身になって相談に乗ってくれるこ
と。 
・自分のことや会社のことを良いこともダメ
なこともしっかり指摘してくれること。 
・一人で活動するより支えてくれる人がいる
ことで励みになり、心強い。 
・求人数も多く、目的別で探していけるので
便利。 

（２３歳女性。医療事務） 

高校を卒業してから今までフリーターとして生活してきた
ので、「就職活動」と一言で言っても、何から始めればいい
のか、どこで仕事を探せばいいのか、わからないことだら
けだったのですが、一から丁寧に教えていただくことがで
きました。また、同世代の方々が多く求職されているので、
良い意味でそれが刺激になり励みになりました。 
面接の手ごたえや結果が思わしくなかったときも、親身に
なって話を聞いてくださり、支えてくださいました。そういっ
た部分でわかハロを利用して本当に良かったと思ってい
ます。 

（２５歳男性。営業） 

本格的な就活が初めてだったため、就活について
何も分からない状態から丁寧にご指導いただき、
とても心強く、安心して活動することができまし
た。相談はもちろん定期的に色々な求人を紹介し
ていただいたおかげで、狭かった視野が広がり、
結果、当初の希望職種とは違いますが、自分自身
納得のいくお仕事に就くことができました。約4ヵ
月間担当していただいた相談員の方には本当に感
謝の思いで一杯です。ありがとうございます。ま
た、わかハロは同年代の人他艇がたくさんいるの
で、そういった面でも、心強く感じました。     
        （２９歳女性。介護福祉） 

同じ担当の方にずっと相談できたことがよかっ
たです。 
いつも親身になって話を聞いて下さったことが、
本当にうれしかったです。就活の涼み具合に合
わせて、書類添削や面接対策等丁寧にして下
さったのがとても助かりました。学校のアドバ
イザーだとなかなかここまではしていただけな
かったので。。。 
        （２２歳新卒女性。事務） 

わかハロを利用して良かったと感じられたこと
は以下の２つです。 
①ブランクの理由を考えてもらえたこと 
⇒私の場合、大学卒業後からブランクが長く、
それを面接でどう答えれば良いのか一緒に考え
てもらえたので、非常に助かりました。 
②模擬面接をやってもらったこと 
⇒ビデオカメラで撮影してもらって見返したと
ころ、入退室のやり方が間違っていたり、姿勢
が悪かったりと、自分の悪い点に気付くことが
出来ました。 

（２３歳男性。事務） 

履歴書や職務経歴書の添削、職業相談に親
身になって応対して下さったのがとてもう
れしかったです。 

（２３歳男性。事務） 

担当者の方との話し合いで自分のやりたい事や
適性が見えてきて就職活動がスムーズに進めら
れました。モチベーションも維持できてよかった
です。             （２５歳男性。営業） 

自分一人では分からないことも、個別に親身に相
談してくれたことが、わかハロを利用してみて良
かったことです。 

（２５歳男性。販売） 

求人票の見方を良い所のみでなく、マイナス部分
もしっかりと相談にのっていただけたので、無駄
になることなく転職活動ができました。           
            （２４歳男性。教育） 

担当の人と相談できる所や面接の練習や書類
の書き方を教えてくれるところが、わかハロ
を利用して良かったです。 
        （２３歳女性。一般事務） 



一人に対して担当者が一人ついてくれて、とても通いや
すく感じました。どうしても独りになりがちな就職活動で、
そういった方の支えがあることはとても励みになりました。
ありがとうございます。 

（２５歳男性。営業） 

応募書類の書き方、面接で聞かれそうな事など就
職活動には不可欠なことの指導をしてもらえて、
とてもすばらしかった。    
     （２１歳男性。Androidアプリ開発） 

わかハロと名前のとおり、２０代の方々が利用し
ている所なので、２５歳の私が求めている情報、
例えば２０代の人が活躍している職場や若手に求
めるスキルなどの情報が、沢山入りやすいという
点が大きな良さだと感じました。一年半と前職を
短い期間で退職をしてしまい、どうすればよいの
か全くわからない状態でしたが、担当者の方から
私に合った転職方法をご指導いただきました。 

（２５歳男性。事務） 

転職活動の流れを知れた。 
職務経歴書の書き方、添削してもらえた。 
分からないことをばんばん聞くことが出来た。 
自分がしたい働き方の方向性が決まった。 
自分を飾らずに楽な気持ちで転職活動が出来た。 
        （２４歳女性。営業事務） 

求職者の立場に立った親切・親身なアドバイスを
頂けたことです。就職活動を始めた当初は、自分
でも就職が出来るのかという不安にとらわれてい
て、自分の進路を考える勇気も持てませんでした。 
けれども、担当の方にわからないことや不安なこ
とを正直に相談していくうちに、少しずつ前向き
な気持ちを持てるようになりました。また、自分
でも気付いていなかった“自分らしさ”に気付かされ、
「絶対就職する！」と思えるようになりました。
いつも親身なご対応を頂き、勇気づけてくださっ
た担当の方に、心からありがとうと言いたいです。 

（２４歳男性。法務） 

利用しやすく親切で助かりました。    
            （３４歳男性。製造） 

担当の方がとても親身になって相談を聞いて下
さったり、自分に合った求人を紹介して下さった
ことがとても良かったです。応募書類の添削など
もしてくださり、担当の方のおかげで内定を頂け
たと思っています。   （２１歳女性。事務） 

清潔感があり、窓が多いので閉鎖的な空間ではな
かったので、安心して利用できました。担当の方
に丁寧に案内して頂いたので、とても助かりまし
た。初めての本格的な就活でしたが、順を追って
細かくアドバイスを頂けたので、嬉しかったです。
求人数も多く、選択の自由があることがよかった
です。       （２５歳女性。法律事務） 

求人件数の豊富なこと、特化求人やその他自分自身の
持っている技能・技術での求人を探せるところが魅力に
感じました。 

（２９歳男性。営業） 

色々な職業を募集していたこと、面接時に何を話
すべきか等のアドバイスが良かったです。    
           （２９歳男性。技術職） 

ハローワークにしか掲載されていない求
人があり、きっかけはそれからでしたが、
すぐ問い合わせをしてくださり、履歴書、
職務経歴書のフォーマットをいただき、
作成後、添削をして頂きました。これま
で、自分自身で今までのやり方で転職す
る際に書類を作成しておりましたが、ア
ドバイスを頂き、作成の仕方を見直すこ
とが出来ました。もっと早く相談してい
ればと思いました。 
      （３１歳女性。医療事務） 

担当の方がついてくださって、精神的に
支えられました。面談ごとに丁寧に相
談・アドバイスを頂き、前向きに就職活
動に取り組むことが出来ました。活動中
は、孤独で味方が少なくなりがちです。
精神的に非常に助かりました 
      （２５歳男性。一般事務） 



整備が整っている点、清潔感ある環境、ス
タッフの温かい人柄がある施設でした。パソ
コンやプリンターの設備や書籍が整っており、
パソコン故障中の自分にとって大変良かった。
また、長時間居ることが苦にならない清潔で
広々としたスペースで気持ちよく就職活動に
取り組めました。 
担当いただいた相談員の方、対応いただいた
方皆温かく親しみを持てる方ばかりでよかっ
たです。        
        （３４歳女性。学校事務） 

企業へのアプローチの仕方が変わり、自分の
中で違和感がなく、スムーズになりました。企業
をしっかり紹介していただいたので選択するこ
とができました。また、予約制なので、スケ
ジュールも組みやすく、担当者の方が丁寧に
対応いただき、利用しやすかったです。 

（２３歳男性。営業） 

週に１回は、わかハロで求人を確認したり相談に
乗ってもらうように心がけていました。そのおか
げでワークフェアでのよい求人を見つけることが
できました。面接の前にはもぎ面接をして頂き、
マナーや応対の仕方などをていねいに教えてもら
えたので、自信を持って面接にいどめました。 
          （２２歳女性。デザイン） 

わかハロを利用して一番よかったと感じている点は、書類の書き方につい
て指導していただけたことです。インターネットや本などを参考に書くの
ではわからないことも多かったので助かりました。また、求人票の見方な
ども教えていただき参考になりました。     （２４歳女性。事務） 

働きたい方向性が明確になった。 
書類・面接・その他様々な面について、ア
ドバイスが頂けた。 
面談をしていただくことで、モチベーショ
ンを保つことができた。     
       （２３歳女性。一般事務） 

いつ就職活動が終わるのか不安に押しつぶされそ
うになった時、親身になって、話を聞いて下さり、
励ましてくれました。また、社会人経験がない私
に対して、「アルバイトも立派な社会人経験だと
私は思います。」と言ってくれた一言に救われま
した。 
いつも親身になって、アドバイスをくれたり支え
てくれたりして利用して本当に良かったなと思い
ます。        
      （２４歳女性。営業サポート事務） 

職務経歴書や面接など一人では不安だと感じる転
職の流れについて、一から教えていただけるとこ
ろです。親身になって相談にのっていただいたお
かげで、大変な転職活動を乗り切ることができま
した。つらいと思っていた活動も相談にのってい
ただいたから精神的にも前向きに頑張ることがで
きました。     （３１歳女性。営業事務） 

担当の方のしど指導を受けることができ、自分では気付
けなかった修正点を改めることができました。また、何
気ない疑問やだれに聞けばいいかわからないような小さ
な事も教えていただき、不安に感じることが少なくなっ
ていくのを実感できることが良かったです。              
               （２７歳男性。事務） 

どういう企業がよいのかもわからない状態からのス
タートでしたが、様々な企業を紹介していただきな
がら相談していく中で、自分の方向性や適性を見つ
けることができ、比較的スムーズに進めていくこと
ができました。自分の不安を聞いてもらうだけでな
く、それに対して的確なアドバイスをいただけたの
も大きな支えとなりました。相談員の方が親身に
なって応えてくださって、こちらを利用して本当に
良かったです。 
             （２４歳女性。事務） 

・職員の方が不安になった時も励まし続けて
くれ、親身になって接してくれたこと。 
・セミナーや応募書類作成ＰＣ、ネット・適
職診断ＰＣと設備が充実していたこと。    
   （２５歳男性。システムエンジニア） 

・自分のやりたい仕事を見つけることが出来た
ことがよかったです。 
・就職活動の悩みなどを相談出来て安心できま
した。        
       （２６歳女性。動物看護師） 

自分で探した求人以外を教えてもらえたとこ
ろが、わかハロを利用してよかったです。         
          （２４歳女性。事務） 

親身になって相談やお話を聞いて頂き、
また自分自身では見つけられない様なお
仕事や店舗を紹介頂き、様々な選択肢で
考えることができて良かったです。 

（２８歳女性。ホールスタッフ） 

わかハロを利用して良かったこと。 
・仕事の適性など何でも相談ができること。 
・書類の作成、添削も頼むことができる。
CDROMもいただけたので、自宅でも作成でき
たこと。 
・ハローワークだけの求人や非公開のものも紹
介していただけたこと。 
・応募状況も確認してもらえること。 
・模擬面接の際、ビデオ撮影から指導から丁寧
にして下さること            
          （２５歳女性。事務） 


