
・職員の方々が親身に相談にのっていただけたこ
と。 
・設備が整っていて、いつでも利用しやすいこと。 
・希望に近い求人をその都度、メールや窓口で紹
介していただけたこと。 
・良い点、改善すべき点を明確に教えていただけ
たこと。 
・定期的に来ようと思える雰囲気が大変よかった
こと。 
・一人一人に担当者の方が付くので、続けた相談
しやすかったこと。 
            （２６歳男性。経理） 

今までの仕事について考えたり、今後の働き方につい
てじっくり考えてから仕事を探す事が出来た事。また、
面接対策をして頂けた事がよかったです。 

             （２５歳女性。販売） 

初めての転職活動で不安もあったのですが、担当
してくださった方がとても親身になって相談・ア
ドバイスして下さり、大変心強かったです。支え
て下さる方がいると思うと、より頑張れましたし、
活力になりました。 
順調に転職活動できたのも、支えがあったからこ
そだと思っております。 
ありがとうございました。  

（２４歳女性。事務） 

一人ではなかなか行動できないので、サポートし
ていただいてとてもよかった。 

（２０歳女性。受付） 

自分の希望に合わせて求人の紹介をしてくれたり、
応募書類の確認をしてくれたりと手厚くサポート
してもらえたのでよかったです。 
また、思っていたように進まず落ち込んでしまっ
た時も励まして下さり、心の支えにもなりました。  

（２７歳女性。事務） 

東京の地名が分からない事が多かった為、担当
の方と通勤ルートをふまえて職業を選ぶ事がで
きてよかったです。     

       （３３歳男性。製造・配送） 

仕事をする意義、検索の仕方等、様々なことを教わり
ました。落ちてなぐさめてくださったことをありました。 
自分では見つけることができなかった求人も探してい
ただいたこともあります。面接対策も実施していただき
ました。 

（２９歳男性。営業社員） 

・応募書類の添削をして頂けた事がよかった
です。 
・応募書類をその場で作成できる事がよかっ
たです。 
・企業とのあいだがあるので、その企業につ
いて聞く事ができることがよかったです。 
一番は職員の方に親身になって相談に乗って
いただけたり、自分に合う求人を紹介してい
ただけた事です。一人だと何度もくじけてい
たと思います。利用して本当に良かったと思
います。  

（２２歳女性。営業事務） 

・自分では見つけられなかった企業さんとの
出会いがあることがよかったです。 
・親身にお話をしていただけるところがよ
かったです。  

（２２歳女性。事務） 

自分を担当してくださった方にとても助けて頂きま
した。あまり内定がもらえず、日々自分自身とても
落ち込んでいましたが、色々向き合っていただき、
自分としてもモチベーションを保つ事ができました。 
自分一人では就職活動は無理だったと思いますし、
わかハロの方々にも相談などのってもらい、内定を
いただけるところまでいけました。本当に利用して
良かったと心から思いました。 

（２２歳男性。営業） 
転職しようと思い利用しました。 
行きたい会社が決まっていて、履歴書を見せる
のが不安でしたので、わかハロに来て相談しま
した。たまたま、行きたい会社の求人があった
ので、その日に面接等決め、テンポよく進めら
れ、２週間もかからないで就職が決められたの
で良かったです。     
        （２４歳女性。パティシエ） 

個別の担当の方が親身になって考えて下さる。
また、履歴書職務経歴書の添削も的確に分かり
やすくして頂き、サクサクと先に進めた。面接
での立ち振る舞いも学べ、実際面接でも活用で
きた。     

     （２２歳男性。テレビ番組制作） 

担当の方が親身になって、共に職を探して
くださった。     
     （２１歳男性。管楽器リペア） 



私の苦手な面接対策として、面接トレーニングを
して頂き、自分の欠点を克服することができまし
た。 
また、私の希望に合う求人が見つかった際には
メールで知らせて頂き紹介してくれました。 
どんな時でも温かい言葉をかけて頂き、自信を
もって就職活動を行えました。 
       （２２歳男性。営業事務、営業） 

担当のジョブサポーターさんがついてくれて、自
分自身気付かなかった長所や自分に向いた求人票
を探してもらえました。 
面接や履歴書を見て、改善点を指摘していただい
たり、疑問に思っていることや不安に思っている
ことに答えていただいたりととても心強かったで
す。  

（２３歳新卒女性。一般事務） 

担当の方が最初から最後まで丁寧に対応してくだ
さったので、とても心強かったです。 
求人PCには載っていない求人票も探してくださっ
たり、履歴書や職務経歴書も一から教えて下さっ
たので、とても良かったです。 
担当の方には本当にお世話になりました。ありが
とうございました。  

（２６歳女性。一般事務） 

福岡から出てきたばかりで、東京の求人事情も分
からないし、転職活動も初めてで不安ばかりだっ
た時、道しるべを与えて頂き、精神的にも落ち着
いて転職活動ができました。 
一人の方が担当するというシステムは凄くいいで
す。私の場合は本当に親切な担当者の方で、その
方がいらっしゃらなかったら受かってなかったと
思います。 

（３３歳女性。内勤事務） 

退職後の利用だったので、次が見つかるか、すご
く不安でしたが、担当者の方が、毎回「大丈夫だ
よ！」と励ましの言葉をかけてくださって、とて
も助かりました。 
面接の練習も細かなところまで指摘していただき、
実際の面接も問題なく行えたと思ってます。 
最初から最後まで親切すぎる対応にとても感謝し
ております。 

（２２歳女性。経理事務） 

担当の方が良い求人を紹介してくれた。 
おかげで一発で内定をもらえた。 
面接対策役に立った！！ 

（２４歳男性。営業） 

自分が望む条件と合う会社を沢山紹介していただ
けた。 
書類・面接など色々アドバイスを頂け勉強になり
ました。  

（２６歳女性。営業事務） 

・就活で上手くいかず、悩んだり、落ち込ん
だ時に、担当の方がきちんと悩みを聞いて頂
き、アドバイスを貰えた。また、そのアドバ
イスの通りに気持ちを切り替え、再度、就活
にチャレンジして成功した。 
・今回異業種からの転職活動だった為、心細
かったが、担当の方としっかり話しながら、
自分の今の考えを理解し、自分を良い意味で
も悪い意味でも発見できた。 
「わかハロ」を利用していなかったら、良い
就活が出来なかったと思う。  

（２９歳女性。事務） 

書類の添削など、細かくしていただいたり、
面接の練習でも自分で気づけないことをアド
バイスして頂き、自信がつきました。  

（２６歳女性。事務） 

細かく相談できたところがよかったです。 
（２６歳男性。介護） 

実際に多くの求人を拝見することが出来、職業相談を
受けることができてよかったです。 

（２５歳男性。営業） 

就職活動をずっと一人で行っていた為、やり方も
分からず、とても心細かったけれど、わかハロの
存在を知り、なんとなく来てみたらとても雰囲気
の良い環境で、親身に相談に乗っていただけたこ
とで、自分にも自信がつきました。新卒面接の時
は全く上手くいかなかったのに、わかハロに来て
約２カ月で３社も内定をいただけたことは自分に
とって誇りに思います。本当にありがとうござい
ました。  

（２３歳女性。特許事務） 

一人では分からなかったり悩んでしまう事を
担当の方に相談できたり、色々なアドバイス
や励ましの言葉を頂く事で就職活動を続けら
れた事が一番良かったです。ありがとうござ
いました。  

（２６歳女性。事務） 



求職中という同じ境遇の方々が頑張る姿を目の当
たりにすることで、自分のモチベーションを維持
できたこと。 
スタッフの方に励まして頂いたり、求人票には載
らない企業の本音を教えていただけて良かったで
す。 
            （３１歳男性。経理） 

・多くの種類の求人を比べながら見られるところ。 
・担当者の方が相談に乗って下さったので、良い求人
を多く見付けられ、よかったです。 

             （２４歳女性。製作員） 

・担当の方についていただいて、一緒に進めて
いくことによって、自分のペースを確立できた
と思います。怠けずできました（笑） 
・職務経歴書の内容を見ていただけたのは本当
に良かったです。一人で思い悩むことがなく、
自信がつきました。 

（２６歳女性。営業事務） 

自分の方向性が定まらない中来てみて、ずっと同
じ担当者の方と相談が出来る。しかも、親切です。 
方向性が定まり、具体的な求人の提案をして頂き、
書類の書き方もほぼ分らない状態（経験無）で、
しかもPC入力し印刷した書類を出して良いとは知
らない状態で、一番始めに書類を出した企業他、
内定を貰うことが出来ました。一人で悩む前にま
ず来てみたら、何か道が開ける、そんな場所でし
た。私と同じような知人がいたらぜひ進めてみた
いです。 

（２７歳男性。経理事務） 

ここに来なかったら、多分活動しなかったと思い
ます。 

（２０歳女性。事務） 

心理作戦を中心とした面接対策をしてくださり、
役立ちました。 
予約制なので時間が確保されていて落ち着いて面
談を受けることが出来ました。 
悩みを相談出来ました。  

（３６歳女性。営業事務） 

自分の現状に適した求人を紹介してもらえる。     
       （２６歳男性。造園） 自分に合った求人を多く紹介して頂いた他、書類

の書き方や面接についても親身に相談にのって頂、
ずっと志望していた学校事務の内定を頂くことが
出来ました。  

（２７歳男性。学校事務） 

「いつでも相談できるところがある」という
こと自体がすごく心の支えになりました。 
また、自分に合いそうな求人を電話やメール
で紹介してもらえるので、視野が広がって、
いろいろな会社を知ることが出来て良かった
です。  

（２２歳女性。事務） 

地元の求人が沢山あり、応募しやすかったです。
いつも同じ担当者の方がついてくださるので、
相談しやすかったです。     

        （２０歳女性。介護） 

何も分らないところから、一から親切に教えて
くださいました。 
面接の連絡をその場でしてくれるのが良かった
です。     
（３０歳男性。ビルの窓ガラスクリーニング） 

わかハロに来る前は、アルバイト経験しかなく、正
社員として働くとは思ってもいませんでした。 
なり方もわからなかったし、なにより怖くて踏み出せ
なかった理由は、自分が世間で通用するのか、難
しい事だらけで恥ずかしい思いをしたりはしないか、
それなら責任はなく難しい事もないアルバイトでい
いと思っていました。でもちょっとのぞきに来るつも
りで、わかハロに来たら、その日に話を聞いてくれ
て、次々に「「いつこれる？」ととりあえず少しでも進
めてくれてあっという間に決まりました！ 
なかなか自分でものごとを決められない人はおス
スメです！ 

             （２５歳女性。WEB政策） 



担当者の方がとても親切に指導アドバイスして下
さいました。アドバイスを基に、書類を作成し、
面接対策も受けました。これらのご支援をバネに
積極的に活動を行える事が出来ました。担当者の
方をはじめ、職員の皆様には大変感謝しておりま
す。 
            （３５歳男性。事務） 

履歴書や職務経歴書などの添削を何度もしてもらえ
たことが良かったです。 

             （２４歳男性。営業・販売） 

就職活動ということを全くしたことがなかったの
ですが、担当して下さった方が一から色々と力に
なってくれて、本当に助かりました。 
特に履歴書などの書類作成については、添削して
いただいたことで、書類選考で落ちたことは一度
もありませんでした。 
上記以外でも担当して下さった方の言葉で励まさ
れたり、頑張ろうと思えたことなど、いくつもあ
り、本当に利用して良かったです。 
本当にありがとうございました。 

（２８歳女性。受付・事務） 

就職活動全般のサポートをして下さった事。 
就職活動をほとんどしたことがなくても安心して
就活に臨めました。 
また、どんな悩み事でも真剣に聞いて下さり、悩
みを一つ一つ丁寧に解決できたことが、就活を前
向きに行っていく上ですごく心強い支えにになり
ました。すごくポジティブでかつ現実的な話をし
て下さった事も大変良かったです。 

（２８歳女性。経理・一般事務） 

担当の方がついて下さったことで、定期的な求人
のご提供を頂きまして、自分だけでは目にする機
会の無かったであろう求人にも応募することが出
来ました。 
今回内定を頂いた求人も、そういった求人の中に
あった為、有難く感じます。 

（２５歳男性。事務） 

担当の方が親身になって就職までを明るくサポー
トして下さったので、採用をもらえるまで頑張ろ
うと思えました。 
今まで就職活動の経験がなかったので、自己PRの
書き方を教えていただいたり、書類をチェックし
ていただけた事も良かったです。私が希望する条
件の会社も見つけることが出来ました。 

（２４歳女性。事務） 

優しく相談にのってもらい、就職活動へのモチ
ベーションを維持することが出来たこと。大学
を卒業してから、公務員試験の勉強をしていた
ため、就職活動の知識がなかったが、応募書類
の書き方や自己ＰＲなどしっかりと指導してく
ださったことがとてもよかった。     

       （２６歳男性。ＳＥ） 

親身になり、二人三脚で就職のサポートをしていただ
きました。良さそうな応募先を前もって選んでくれてい
たり、面接の練習に付き合っていただきました。 

（２４歳男性。営業） 

文章の添削・面談の練習など、ひとりではできな
いことを一緒にしていただいたこと。また、幅広
く業種を見ることが出来たことなどが良かったで
す。 

（２３歳女性。事務） 

親身になって聞いて下さるのでなんでも相談
しやすかったです。 
自分の希望条件に適した内容の仕事を紹介し
てくださり、履歴書職務経歴書の書き方・面
接の心得等様々なアドバイスをして下さった
のでスムーズに転職活動をすることができま
した。 

（２４歳女性。営業事務） 

いきなり仕事をやめてしまって、すぐ決まる
か不安でしたが、給仕にゃ書類作成添削など
サポートしてくださり、スムーズに進めるこ
とができました。 
また、本当にやりたいことが何なのか、見つ
けることもできました。 
嫌な気持ちで仕事をやめましたが、気持ちを
切り替えることもできました。精神的にもす
ごく支えていただきました。 

（２１歳女性。ウェディングプランナー） 

職員が他のハローワークより丁寧でとても優しく面
倒見が良かったので行き易かった。 
就職活動や転職活動に関する相談も気軽にのっ
ていただけます。 

（２８歳男性。接客） 

自分と近い年代の人ばかりなので、他のハロー
ワークと比べて雰囲気的に来やすかったと思いま
す。書類作成やインターネットも出来るので、割と
長い時間いて、就職活動することができました。 

（２７歳男性。営業） 

・毎回同じ担当の方と面と向かって相談ができ
るところ。 
・細かく求人検索をして頂ける。 
・履歴書のチェックもして頂ける。 
・相談も親身になってくれて心強かったです。   

        （２５歳女性。広告美術） 



前職に就く時にもお世話になった担当の方に相談
にのって頂いた事もあり、自分の考えを素直に伝
えることができました。 
業種的に長期戦になることも自分と一緒に覚悟し
て頂いたのはとても心強かったです。 
       （３２歳男性。非営利団体事務） 

担当者の方が、最初から最後まで相談にのってく
ださり、履歴書や職務経歴書の添削も丁寧に行っ
て下さったので、とても心強かったです。 
一人で転職活動を行っているという心細さは全く
ありませんでした。  

（２５歳女性。営業事務） 

・一人一人担当して下さること。 
・担当の方が親身になって下さり、希望の条件だ
けでなく、人柄の面でも自分に合いそうな応募先
を紹介してくださった事。 
・セミナーが無料で受けられた事がよかったです。  

（２３歳女性。事務） 

不安だらけの就職活動でしたが、書類の書き方や
面接の時の受け答えなど、毎回親身になって相談
に乗って下さり、自分のペースで焦らずやること
ができました。 

（２２歳女性。事務） 

・自分に合った求人票をピックアップしてくれる
（私が見落とす部分もくまなく見てくれる） 
・担当制なので、自分のことをわかってくれる
（自分に甘えられない） 
・くじけそうな時、励ましてくれる。 
・定期的に予約を入れるので、ブランクなく就活
できる。 
・面接に行った後の企業の印象を伝えると、第三
者の立場で考えてアドバイスをくれる。  

（３０歳女性。一般事務） 

職業相談だけでなく、書類作成など行えたり、サービ
スが充実している。また時間こそはかかりましたが、改
めてやりたい仕事、将来の事を担当者と何度もお話し
させて頂き、結果、転職が決まり、良かったと感じてい
ます。 
今回、一度、無効になった求人に対して、何度かアプ
ローチをかけるといった特殊な形で内定をいただけま
した。ご縁もありますが、、面接のシュミレーションや書
類の見直しなどの準備も必要だと感じました。わかハ
ロに伺わなければ気付けないこともあったので、この
教訓を生かせて頂けたらと思いました。 

（２２歳男性。営業） 

書類の添削や面接の対策、非公開求人の紹介
など、サポートしていただきました。在職し
ながらの転職活動でしたが、民間のエージェ
ントとは違い、現職に留まることも考慮した
上で、応募する求人のアドバイスをしていた
だきました。未経験の職種への転職だったの
で、正社員のままでいられるか不安でしたが、
担当の方が背中をおしてくださったので、自
信を持ってチャレンジすることができました。  

（２５歳女性。事務） 

一人では分らない情報等を教えて頂けるので良
かったです。また、担当の方が親身に接してくれる
為、就職に対してのモチベーションを維持し続ける
ことができました。 
面談回数を重ねていく中下、自身の強みや長所を
新たに発見して頂き、それに合った求人の紹介も
して頂けたので、とても助かり、感謝しております。 

（２６歳男性。営業） 

就職活動を行うのは学生時代以来で何から手
をつけたら良いのかどう進めたら良いのか分
らずに一人で悩んでいましたが、わかハロに
来て今の自分の状況を説明した上で様々なア
ドバイスや就職活動の進め方、求人票の見方、
面接トレーニングなどをしていただきました。 
担当者の方に就職活動の進捗状況を報告した
りすることで、最後まで頑張ることができま
した。本当に感謝しています。  

（２４歳女性。営業事務） 

・アドバイスを受けたこと。 
・検索など企業を探しやすい事がよかったです。 

（２６歳男性。営業） 

自分に合わせて就活の仕方を教えてもらえた。 
今まで就活をしたことがなく、とても不安だっ
たけどサポートしてもらえた。 
なかなか面接までたどり着けなく落ち込んでい
た時はげましてもらえてやる気が出た。 
枚種新しいデザイナー職を探してもらい、残業
手当や賞与のことなど細かいところも一緒にみ
てくれた。    
       （２３歳女性。デザイナー職） 

職業相談担当の方が、親身になって相談にのって
下さり、本当に感謝しています。 
自信を持って、絶対見つかるよと言って励まして
下さったので、支えになりました。  

（２８歳女性。事務） 

・履歴書、職務経歴書をていねいに添削してい
ただけたこと。 
・パソコンでの求人検索だけでなく、書類作成、
インターネットが利用できるところ。 
・特に、担当者の方がハローワークよりも一緒
によりそって相談にのって下さり、安心して利
用できたし、モチベーションもあがりました。
とても感謝しています。ありがとうございまし
た。     
     （２５歳女性。障害者就労支援員） 

職員の方がとても親身になって相談にのっていた
だいたり、紹介をしていただいたことがよかった。 

（２３歳女性。事務） 



求人を一緒に探して頂ける。 
自分自身が何をしたいのか分らない状態だったの
で、相談してとても良かったと思っています。 
           （２０歳男性。事務職） 

毎回同じ担当の方が親身になって相談に乗ってく
ださったこと。前職を辞めた理由を優しく聞いて
いただいたり、履歴書や職務経歴書を添削してい
ただいたり・・・などなど、私の就活に対する不
安を一つ一つ取り除いてもらえました。 
最後まで諦めずに頑張ったのも、わかハロの皆さ
んのおかげなので、感謝しています。  

（２３歳女性。貿易事務） 

・若者対象として非常に利用しやすい環境が整っ
ていたため、こまめに通い求人チェック等ができ
たこと。 
・相談窓口の方、職員の方がとても親身に相談に
のって下さったので、自身の進路をじっくり考え、
書類等も作成アドバイスを頂いて良いものを作れ
たこと。 
 ⇒積極的に相談に乗って頂けたので、こちらも
積極的にのぞむことが出来ました。  

（２７歳女性。経理） 

就活に関しては、自分の問題だからと一人で悩ん
でいることが多かったのですが、履歴書・職務経
歴書の書き方をご指導いただいてからは想像して
いた以上にすぐ採用が決まりました！ 
不安に感じていること等も親身になって聞いて頂
いたので、あんなに恐怖でしかなかった求人への
応募も諦めずに挑戦できたと思います。今まで考
えたことも無かった自分自身の長所、客観的な見
え方をいかにアピールするか、好印象を与えるこ
とのできる証明写真の撮り方までも手取り足取り
丁寧に教えて頂きました。 
わかハロに通う日々からの卒業は寂しいですが、
新しい勤務先で元気に頑張って行きたいと思いま
す。大変お世話になりました。ありがとうござい
ました！  

（２７歳女性。一般事務） 

・担当の方が毎回丁寧に仕事を紹介してくれた
こと。 
・駅から近いので、面接の帰り等、立ち寄りや
すかったことがよかったです。     

       （３１歳男性。食品製造） 

初の転職であった為、動き方等不安があったが、検索
からの求人の申込みまで教えて頂き、スムーズに活動
しやすかった。 
相談なども親身にのっていただき、わかハロも明るい
雰囲気で利用しやすかった。 

（２８歳男性。営業） 

定期的にフォローしていただけたことが一番
大きかったです。一人だと不安だった書類の
書き方や面接のポイントなど一つ一つ教えて
頂いた事が自信につながりました。 
相談員の方にとても優しく親切にご対応頂い
たのでそこが本当に大きかったです。  

（２２歳女性。事務） 

他tン当社の方に本当にお世話になりました。 
元気の出る言葉をかけて頂いた事が大きかったで
す。検索、相談、書類作成と通うだけで申し込みが
出来る充実した環境でした。 
来てよかったです。 

（２６歳男性。事務・営業） 

・一人担当について下さって、自身の考えを話
すことで、自分についても新しい発見などがあ
りました。 
・求人情報が豊富でした。 
・職務経歴書への客観的な視点は、いつもはっ
とさせられました。 
・１件断られるだけで落ち込む程度のメンタル
なので、担当の方に励ましてもらえるのは本当
に力になりました。ありがとうございました。     

        （２７歳女性。記者） 

わかハロの設備の充実さ（書類作成パソコン設
置、筆記台、ネット検索etc）恐らくハロー
ワークの中でこれ以上充実しているのはないで
しょう。 
通常のハローワークだと専任のカウンセラーが
いないのですが、ここは毎回同じカウンセラー
と相談できるので、それぞれの「特性、何の業
種を志望しているのか」を理解してくれるので、
精神的な安心感があります。     

       （３４歳男性。製造） 

検索できなかった求人を自分の興味をおさえ
て親切に探してくれたことが良かったです。 
また、面接対策も行っていただきました。   
     （２２歳男性。航空保安検査員） 

面接対策、応募書類作成方法等、丁寧に教えて頂
いた事が、とても良かったです。 
        （２１歳男性。会計事務） 

自分にあった求人の紹介がいただけたこと。 
（３４歳男性。モデル芸能マネージャー） 

周りの人たちがあまり変わらない年齢の方ばかりで、
オフィスもきれいなので抵抗なく来ることが出来た。 
担当の方が私の性格等も考慮して会社を紹介して
くれたり、話を聞いてくれたりしたので、自分では
見つけられないような新しい企業を知れたり、ストレ
スを感じず就職活動が出来たりした。 

             （２２歳女性。営業） 



・ジョブクラブに参加し、自分自身を見つめなお
すことができたこと。 
・担当の方や、職員の方々が親身になって、就職
活動をサポートしてくれたこと。 
・履歴書の書き方や、面接のやり方などに適格な
アドバイスをくれたこと。 
          （２３歳男性。商品管理） 

担当の方が相談にのってくれるところがよかった
です。 
求人の提案や現状の確認等、一人で進めている時
よりも心強く、着実に活動が出来ました。 
また、面接の練習は、自分の欠点が客観的に見れ
て、大変役に立ちました。 

（３０歳女性。事務） 

初めての転職活動でわからない事や不安な事がた
くさんありましたが、相談にのっていただき、と
ても安心しました。  

（２４歳女性。事務） 

就活するにあたっての環境がとても充実している
事。 
検索→書類作成→それに対してマンツーマンでの
親身なご指導を頂けたこと。 
３０歳にして初の転職で、なんとなく一人で就活
をしていましたが・・・ 
今更ながらよくわからないこともたくさんありま
した。 
こちらを利用してスムーズに活動する事ができま
した。 
特に自分の担当を決めてもらい、一緒になって動
いてくださったこと大変感謝しております。 

（３１歳女性。医療事務） 

担当の方がとてもよくしてくれました。わかハ
ロに来て担当の方に一カ月以内になんとか内定
をもらえるように頑張ろうと言われて、熱心に
色々と相談にのってくれたので、とても助かり
ました。   

       （２１歳男性。プログラマ） 

親身になって相談に乗って頂き、スムーズに面接まで
事を運ぶことが出来ました。感謝しています。 

（２５歳男性。営業） 

最初、一人でネット検索をしていましたが、わか
ハロに来て、新しい求人情報を毎回紹介していた
だけたのでチャンスが広がったと思います。 
メンタルが落ちた時も担当の方が励ましてくれた
のでとても心強かったです。 

（２７歳女性。経理・一般事務） 

担当者が付き、一対一で親切に対応してくれ
たところがよかったです。 

（２４歳女性。事務） 

・個別で丁寧に相談に乗って頂けること。 
・若い年齢層の気持ちがわかってくれている。 
 一緒に就活をして頂ける気持ちになれて、
最後までめげずに活動することができました。
ありがとうございます！  

（２９歳女性。事務・接客） 

履歴書・志望動機のヒアリングや面接のビデオ
チェックがよかったです。 

（２９歳男性。営業） 

自分で最初に考えていた職種以外にも、私に
合いそうな職種等も紹介してくださり、幅広
く見ることが出来ました。  

（２７歳女性。営業アシスタント） 

担当の方が丁寧に仕事を紹介してくれたところが
よかったです。 

（２３歳男性。不動産営業） 

新卒入社後、半年で退職し、再就職できるか不
安でしたが、担当の方が親身になって励まして
くださったり、求人検索や応募書類の添削をし
てくださったので、前向きに就職活動をするこ
とができました。 
わかハロを利用してよかったです。ありがとう
ございました。    

        （２３歳女性。栄養士） 

職務経歴書の書き方など適格なアドバイスを
頂けてよかったです。 

（３０歳女性。営業アシスタント） 

わかハロに来る前は、大学を卒業したばかりで
就活について右も左もわからなかったところを
担当の方に仕事の探し方や面接の受け答えなど
の相談にのっていただき、ものづくり業という
少し特殊な仕事探しを細かくサポートしていた
だきました。結果的に思っていたよりずっと短
期間の活動で仕事を見つけることが出来ました。    
     （２３歳女性。製造・生産・企画） 

・普通のハローワークと異なり、フレッシュでき
れいなイメージ。 
・マンツーマンで就活を指導してくれるところが
よかったです。 
         （２８歳男性。法務兼総務） 



他のハローワークと比べて、若者向けの求人に特
化しているため、相談などをしやすく、通いやす
かった。 
          （２６歳男性。事務） 

・自分が希望している職種の他にも私の性格や
今までの経験してきたことに合いそうな職種を幅
広く紹介してもらえたこと。 
・面接対策をしてもらえた。 

          （２７歳女性。歯科助手） 

親身になって希望職種を一緒に探して頂けたとこ
ろ。 
初めての転職だったので、履歴書や職務経歴書の
書き方を細かく教えてくださったこと。 
担当の方がとても優しかったことがよかったです。  

（２３歳女性。一般事務） 

求人を次々と紹介して下さって就職活動に真
剣に取り組むことができました。担当の方も
相談しやすく、ハローワークに通いやすかっ
たです。 

（２３歳女性。営業事務） 

担当の方が親身になってくれて、相談もしやす
かったです。  

（２３歳女性。一般事務） 

今年の春に大学を卒業しましたが、就職先が決
まらず、半年ほどフラフラした後に、わかハロ
に通い始めました。一番良かったと感じている
事は、担当の方や職員の皆様が支えになってく
れたことです。書類や面接対策だけでなく、精
神的にも力になったと思います。大学時代とは
違い、コミュニケーションを取りながら就職活
動をすることで、一人ではないという思いや、
励みになっていました。面接前にお話しして緊
張をほぐしてくださった事、落ち込んでいた時
に親身に話を聞いて下さった事、一つ一つが諦
めない力になったと感じています。とても感謝
しています。ありがとうございました。 

       （２３歳女性。製造） 

・自分に合った職業を探せる点。 
・一人の担当者さんがついてくれるので、信頼関係を
築きやすい所。 
・自分に合った求人を出して頂き、相談にのってもらえ
る点が良かったです。 

（２８歳男性。営業） 

・担当のスタッフさんが毎回同じなので、安
心して相談できること。 
・次回の予約を必ず入れてくださるので、サ
ボらず通うことが出来た。 
・メールで非公開求人の、自分の要求に合っ
た会社を紹介してくれるので、通う事やホー
ムページの確認が少なくて済んだ。 

（２７歳女性。調剤薬局事務） 

ずっと音楽活動を中心に飲食店でアルバイトをしてい
たので、就職活動のやり方が全然わからなかった私で
すが、わかハロに来て、仕事の選び方、履歴書の書き
方、面接のことなど沢山のことを教えてくださいました。
特に担当して頂いた方には、沢山お世話になりました。 
おかげさまでいい会社への就職を勝ち取ることが出来
ました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

（３０歳男性。飲食） 

・面接の対策がとても役に立った。 
・個別相談できる点が心強かった。  

（２６歳女性。事務） 

担当の方に色々相談に乗っていただき、また応募書
類の添削やこういった仕事があるよといった紹介をし
ていただき大変お世話になりました。 
わかハロ内にて書類作成ができるので、作って添削、
作って添削をすぐ行うことが出来たので、あまりだらけ
ず書類が出来ました。 

（２０歳男性。営業） 

わかハロの良いところは、明るい雰囲気だと思
います。それは、スタッフの方々が作り出して
いる、前向きな姿勢にあると思います。私が就
職活動をはじめたのは、３４歳の時でした。職
歴もなく、どのように活動して良いか悩んでい
ました。精神的にも不安定な状態でした。そん
な状況の時、わかハロを紹介してもらいました。
担当の方には、自己分析や求人を探す方法など、
一から指導して頂きました。各種セミナーにも
参加し、少しずつ漠然とした不安がなくなって
いきました。不採用が続き、落ち込みましたが、
明るい雰囲気に励まされ、「また応募しよう」
という気持ちになりました。 
就職活動をしていると、大小様々な問題に直面
します。一人で悩まずにいろいろと相談ができ
て、自分も前向きな気持ちになれたことがよ
かったです。     

        （３５歳男性。社内SE） 

親身になって相談にのっていただけました。 
求人の内容に対して、悩んでいたところ、い
つも背中をおしてくださって、大変助かりま
した。 

（３６歳女性。営業事務） 



履歴書添削等、適切なアドバイスを頂けました。 
就職活動のベースを作ってもらえました。 
見守ってくれるので、持続できました。 
          （３２歳男性。貿易事務） 

履歴書の添削をして頂いたおかげで志望動機など上
手く書くことができました。 
面接に落ち続けて不安な時が多かったけど、話を聞
いて頂いて、アドバイスなども教えて頂いたので、くじ
げずに就職活動をすることができました。 
一人だけだとできなかったと思うので、ここへ来て、本
当によかったと思いました。 

             （２１歳女性。歯科助手） 

担当の方がついてくださり、何でも相談出来まし
た。決まるかな．．．と不安な時も励ましていた
だいて、心強かったです。 
担当の方には本当にお世話になりました。ありが
とうございました。  

（２７歳女性。事務） 

担当の相談員の方がお話を親身に聞いて下さって
よかったです。 
お話をするたびに、少しずつ進んでいるな・・と
か頑張らなければ・・と思えました。 
また、書類の作成方法や面接の仕方等、教えてく
ださりありがたかったです。  

（２７歳女性。事務） 

担当して下さった方が良い求人を紹介してくださ
り、本当に感謝しています。 
面接対策として、面接で「ここの会社に入りた
い」という意思を伝えるということを学びました。  

（１９歳女性。経理アシスタント） 

一番は母親のような温かさや親切で時には悪い
ことをしたら叱ってくださる方々に支えて頂い
た事です。私は前職でもわかハロでお世話にな
り就職しました。しかし、実力不足で正社員に
なることができなくて２回目でわかハロにお世
話になりました。前職でも困難なことで悩んで
いた時も相談に乗って頂いたり、就職後もサ
ポートして頂けた事に深く感謝の思いです。再
度わかハロにお世話になってからも、自分のた
めに求人を探して頂いたり、書類のチェックを
衣して頂いたりして下さいました。 
自分自身がなかなか採用されなくて諦めそうに
なった時も励まして頂いたり、時には厳しい言
葉で叱って頂けました。 
そうした自分だけでは折れそうな心の状況にな
りそうな場面でも、わかハロの担当の方々のお
蔭で今の自分があるんだなとしみじみ感じてお
ります。これから私は内定を頂いた会社で勤務
をしますが、わかハロの方々に恩返しという形
を表すには就職先で結果をだし心配をかけさせ
ないことだと思います。わかハロは本人が必死
に努力する姿勢があれば必ず手を差し伸べて頂
けます。ですので、みなさまも自分自身とわか
ハロの方を信じて頑張ってくださいね。     

       （２５歳男性。製造） 

自分と向き合って、今までの経験やこれからやってい
きたい仕事を探すことができた。 
見つめなおすことで、自分自身の長所短所を再確認
することができました。 

（２４歳男性。営業） 

・親身になって相談や応募書類のご指導をし
てくださったことがよかったです。 
・自分の希望とマッチする求人の案内メール
を送ってくださり、検索で見逃していた求人
なども気付くことができたことがよかった。 
・きれいなオフィスで入りやすく、相談もし
やすかったです。 
・不安な時期でしたが、相談してるうちに自
信を持つことが出来るようになりました。  

（２３歳女性。経理） 

初めての転職活動で、まともに就職活動をし
てこなかったので、右も左もわからない自分
にすごく親身になって操舵にゃ話を聞いて頂
いてとてもうれしかったです。自分の思って
いる気持を自分よりも理解してくれた上で仕
事を紹介して頂いたので、信頼感を築くこと
ができたし、転職活動の励みにもなりました。
他の媒体の求人ではなく、わかハロで仕事を
見つけることができて本当によかったです。  

（２４歳女性。事務） 

親身になって様々なことをご助言いただきました。 
転職に際しての業種や条件面以外にも、転職する
側の私の気持ちを汲んで頂きつつ、採用する企業
側がどの様に考えているか等、様々な視点からの
アドバイスを頂けたことに本当に感謝しています。 

（３０歳男性。営業・マネジメント） 

心強かったです。自分が会社を選べなかった時にも
求人を出していただけて、スムーズに内定をいただけ
ました。不安がないまま行動できました。 

（２１歳男性。営業） 

履歴書の書き方など、一つ一つ丁寧に指導してく
ださいました。ありがとうございました。 

（２４歳女性。事務） 

転職サイトより多くあつかっており、アドバイスももら
えてよかったです。 

（２１歳男性。営業） 



自分の強みを活かせる求人を毎回紹介していただ
け、志望理由書を丁寧に添削していただけた。採
用通知を頂けたのもそのおかげだと確信していま
す。お話を聞いて頂いて気持ちの整理が出来、押
しつけがましくなく、とても毎回丁寧に対応いた
だけた。文系院生の採用を検討している企業が、
あまりここ以外では見つからなかったので非常に
助かりました。 
          （２４歳男性。一般事務） 

職員の方が、１対１で親身になって相談にのって
くださり、とても助かりました。 
また、志望理由などの企業へ提出するしょるいも、
非常に丁寧に添削して下さったため、安心して書
類を企業へ提出できました。 
３か月間本当にありがとうございました。  

（２２歳女性。内勤事務） 

私は前の職を退職してから約３か月経ってから、
わかハロを利用しました。 
自分一人で就活をしていた時はなかなかうまくい
かず、孤独でしたが、わかハロでは担当の方が優
しく丁寧に接して下さったので、焦らず安心して
活動することができました。応募書類の書き方を
指導していただき、自己流でやっていた時はほと
んど通らなかった書類選考が通るようになりまし
た。わかハロの方々は指導して下さるだけでなく、
褒めて下さるので、それがとても励みになりまし
た。就職する事ができたのはお世話になったわか
ハロの皆さんのおかげです。本当に通って良かっ
たです。  
（２２歳女性。企画・生産管理（アパレル）） 

担当者がつき、面談・電話でなんでも相談できる
ことがとても良かったです。面談をする内に自分
の希望が明確になり、精神的にも支えられました。
書類の作成方法から面接の仕方まで教えて頂き、
準備できたことが自信につながりました。 
自分だけの頑張りではなく、誰かにサポートして
頂いた転職は、今後働く上でとても支えになると
思います。大変お世話になりありがとうございま
した。  

（２７歳女性。事務） 

履歴書のフォーマットの入ったＣＤ－Ｒを貰う
ことが出来、すぐに応募することが出来て良
かった。     

       （２４歳男性。警備） 

担当者が、親身になって悩みを解決してくださったの
で、精神的にも余裕を持って、通うことができました。 
今回の求人も担当者の方が、自分で探すことが出来
なかった求人を探して下さりました。本当に感謝して
おります。 

（２９歳男性。営業（海運業）） 

毎日とても楽しく活動する事が出来ました。
これまで、「自分は何に向いているのか」
「強みは何か」「それを活かせるものはどの
分野か」等、ひとりでは分らず悩んでしまう
事も、私は担当の方に多くのアドバイスや書
類作成を見て頂くことで、あきらめずのりこ
える事が出来ました。新卒から数えて３社目、
２度目の職探しでしたが、これ程楽しく前向
きに活動出来た事はありませんでした。わか
ハロの皆様のサポートそして担当の方のお蔭
です。本当に心から感謝しております。もう
毎日来られないことはさみしいですが、これ
からは新しいステージでこの気持ちを忘れず
精進致します。  

（２７歳女性。受付・一般事務） 

書類をきちんと見てもらえたことがよかった
です。一つ一つ求人を紹介してくれて、相談
にのってもらえて、安心して通えました。面
接トレーニングもしてもらえたので、自分の
弱み、強みも知ることが出来ました。  

（２７歳女性。一般事務） 

一人ではあきらめてしまいそうになってしまいまし
たが、その度に背中を押して頂き、とても力になり
ました。 
前職で失敗してしまいましたが、それもプラスにな
る様なアドバイスを頂けた事がよかったと思います。 

（２９歳男性。営業（広告企画）） 
自分がやってきた就職活動を見つめなおすことができ、
より良い進め方、書類作成を教えて頂きました。 
一度退職していたこともあり、業界研究やわかハロを
通じて、様々な企業を担当者の方から教えてもらい、
多くの業界を知ることが出来ました。今回内定を頂い
たところも、わかハロに来ていなければ絶対に受ける
ことはなかったと思いますし、苦労していくと思います。
就職活動では中々上手くいかず落ち込むことがありま
すが、最後まで諦めずやっていけば努力は報われる
と思います。 
わかハロの皆様、担当の方には感謝しております。本
当にありがとうございました。 

（２３歳男性。営業） 

色々な会社を紹介してもらえ、履歴書や志望理由
などの相談にのっていただけました。アピールポ
イントを親身になって考えてくれたことがよかっ
たです。  

（２４歳女性。事務） 

担当の方がこまめに気を使ってくれて、非公開求
人なども紹介して下さった点がよかったです。  

（２４歳女性。事務） 


