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※追加事例あり

就職支援　取組事例集

平成30年1月

本事例集には、様々な民間委託訓練機関において実際に取り組まれ、成果の上がった就職支援の事例を掲載しています。職
業訓練サービスの質の向上のため、就職支援カリキュラムを作成する際等の一助としてご活用ください。
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事例１

事例２

事例３

事例１ <訓練初期>

事例２ <訓練中期>

事例３
<訓練後期>
就職活動時

事例４ <訓練修了時>

アンケートは使う場面によって、時期や内容を変えよう！

アンケート項目例

進みたい方向や希望職種、雇用形態等、希望する就職支援内容、就職に対する意欲、受講生自身のプロ
フィール、アピールポイント、スキル、所持資格等今後就職支援する上で必要な情報。
(成果）受講生を把握する上で、重要な情報を得られる。受講生が希望する支援を提供できる。

訓練内容・レベル・講義スピード・理解状況について（単元が変わるごとの理解度チェック）、講師への意見、要
望、就職に対する方向性。
（成果）受講生の理解状況の把握に役立ち、理解の遅い受講生への対策ができる。全般的に理解状況が悪い
場合は、講師の指導の見直しの機会となり、受講生にとって、分かり易い講義となり、満足度がアップする。

訓練によって習得したスキル、アピールできるスキルレベル。就職準備の状況、応募したい企業およびその企
業の研究状況、面接対応の詳細な状況。
（成果）就職支援におけるミスマッチ防止。具体的なアドバイスができ、就職面接でより良い対応ができる。

※アンケート項目内容は現行の修了生アンケート参照
訓練の反省と次回への対策とする。講師に起因する内容があれば講師にフィードバックする。必要に応じて指
導方法の改善を行う。
（成果）訓練の質の向上となる。

1　【受講生編】

1-1　受講生の就職支援ニーズの把握

Ｐｏｉｎｔ！

 受講生の人物像（特徴や特性)、就職支援ニーズを把握し、効果的な就職支援の働きかけを実施する。

入校時に受講生のプロフィール、訓練、就職に対する希望等のアンケート調査をし、アンケートをもとに早期の面談を実施して、
受講生の情報収集をする。
※アンケートは1-2を参照
（成果）受講生の人物像を把握できるとともに、就職支援ニーズに応えられるような支援を行える。

受講生の保有資格、スキル、訓練内容の理解状況、就職活動状況等、詳細な情報をデータで入手出来るような入力フォーマッ
トを用意し、受講生自身が入力する。
（成果）受講生に関する情報収集に加えて、適宜訓練内容の習得状況が把握でき、効果的な支援を行える。

入校後自己紹介を行う。予め話す内容を決めて自分なりにまとめておく。自身のこと、訓練のこと、就職のこと等、発表項目を記
入した用紙を配布しておく。入校時の自己紹介は訓練校、受講生両者にとって絶好の機会と捉え、この機会を上手く利用する。
（成果）受講生にとっては、自分のことを振り返るきっかけとなり、受講の目的、就職に対する考え（入校時）が明確となる。また、
人前で話をする練習となる。一方、訓練校にとっては、受講生の把握に役立ち、支援の方向性を見極めるおおよその目安とな
る。

　1-2　アンケートの有効活用

Point！
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事例１

事例２

事例3

事例１

事例２

事例３

事例４

事例5

事例１

事例2

修了後に学校を訪れた修了生に、仕事内容や就職体験談を紹介してもらう。
（成果）受講生が具体的な就職へのイメージを掴むことが出来る。

受給満了を待ってから就職しようとする受講生に対して、離職期間が延びることによる不利益を理解させ、事例1同様に訓練修
了後3ヶ月以内の就業を目指すようなスケジュール管理を受講生ができるようにフォローする。
（成果）事例1と同様

入校時に訓練の本来の意味を理解させ、ゴールを明確にさせる。訓練修了後、希望する企業、職種への就業を成就した自己像
のイメージを持たせる。
（成果）受講生はしっかりとした目的意識を持って、訓練に入ることができる。

就職活動状況は受講生からの報告により把握する。報告をもとに、就職支援担当者は必要に応じてフォローをする。また、企業
選択から応募に至る就職活動の仕方をカリキュラムに組み入れる。
（成果）受講生の就職に対する意向と就職活動の現状を確認し、的確な支援ができる。また、就職支援のフォローは訓練修了後
よりも訓練期間中の方が、行き届いた就職支援となる。

訓練期間中、企業面接を受ける日に登校する場合は、面接にふさわしい服装や身だしなみで登校するように指導する。
（成果）受講生は登校して講師やクラスメイトと話をすることにより、緊張が緩和され、平常心で面接に臨むことができる。周囲への
喚起にもなる。訓練校は受講生の就職活動の様子がわかり、面接後のフォローもし易くなる。

　1-4　就職への意識喚起

Ｐｏｉｎｔ！

働くことへの意識付けが職業訓練の大きな第一歩！

1-3　就職活動状況の把握

Ｐｏｉｎｔ！

受講生の就職活動状況を把握することは、就職支援する上で重要な情報源となる。
受講生に寄り添った支援は、いい結果を招く！

受講生に就職活動の報告をさせることで、就職への意識付けを行う。同時に、受講生の就職活動状況を常に把握して支援をす
る。
（成果）受講生は報告することにより就職に対する意識も高まり、他の受講生も刺激を受けて、クラス全体の意識が就職へとつな
がる。

働くことに意識の薄い受講生に対し、ボランティア活動等に参加させ、働くイメージを持たせる。
　例：公共団体が主催するイベント等で主催者側としてのボランティア活動を体験する。
（成果）受講生に実際に働くイメージを持たせる。

訓練開始前からの喚起※後出（4-6施設見学会の内容充実　事例１参照）

就職決定による中途退校者が退校する際に、就職に至る経緯、特に工夫した点等を退校日に話す機会を設ける。
（成果）クラスメイトの話は身近に感じられ、刺激材となり、就職することへの意識が喚起される。

　1-5　早期就職

Ｐｏｉｎｔ！

職業訓練の賞味期限は3ヶ月！

職業訓練は受講によりスキルアップされ、科目に関連する企業に応募する場合は受講していない応募者と差がつくが、受講から
の期間が空き、離職期間が長引くとその効果は薄れ、逆効果に成りかねない。そのことを念頭に置いて、訓練修了後3ヶ月以内
の就業を目指すようなスケジュール管理を受講生ができるようにフォローする。
（成果）早期就職の重要性を理解することにより、訓練受講が活かされる。その結果、応募の際、職業訓練を修了した受講生は、
受講していない応募者との差をつけられる。
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事例１ <前半集中型>

事例２ <後半集中型>

事例３ <平均型>

事例１

事例２

事例3

事例１

事例２

事例３

Ｐｏｉｎｔ！

キャリア・コンサルタントの能力により、就職支援の内容が左右される。
受講生の就職に対する意識をいかに高め、その意向にマッチした情報を提供するかが、就職率アップの一つのカギとなる。

キャリアコンサルタント同士、勉強会を定期的に実施する。また、研修等に参加して常にスキルアップを心掛ける。
(成果）キャリアコンサルタントの能力の維持向上が図れる。

キャリアコンサルタントは訓練を必要とする社会背景、雇用動向等を掴み、キャリアコンサルタント同士、情報交換を行う。
(成果）受講生に的確な情報を提供出来るようになる。

キャリアコンサルティングを含めた訓練全体について、受講生にアンケート調査を訓練実施中に行い、その内容を継続中の訓練
に反映させる。
（成果）訓練の質の向上が図れる。

キャリアコンサルティングの主体は受講生です！

キャリアコンサルティングは担当を固定して、毎回同じキャリアコンサルタントがコンサルティングを行う。
（成果）キャリアコンサルタントと受講生との信頼関係が構築され、キャリアコンサルティングの内容が深まる。

キャリアコンサルティングはあえて担当を決めず、毎回キャリアコンサルタントを変える。
（成果）色々な人の意見を聞いた上で、自分で解決、決定する力が養われる。受講生を多面的に見ることが出来る。

受講生の適性や能力を踏まえた、個別配慮型支援を実施し、企業とのマッチングを実施する。
学校の就職支援担当者は入社後に上位資格を目指しステップアップできるような風土の企業を厳選できるようなスキルを身に付ける。
(成果）受講生は、キャリアアップできるようなスキルが身に付くような優良企業への就職ができる。

2-3　キャリアコンサルタントの質の向上

訓練期間の初月から半ばまでにキャリアコンサルティングを実施する。
(成果）受講生の学習に対する動機付けが強まり、学習意欲が高まる。

訓練期間の最終月から集中的にキャリアコンサルティングを実施する。
（成果）受講生の目標とする企業、業種等が明確となり、具体的な就職活動に結び付く。

訓練期間の全体に偏りなくキャリアコンサルティングを実施する。
(成果）受講生の方向性の迷いにも対応でき、より受講生の意向に添った支援となる。

2-2　キャリアコンサルティング体制

Ｐｏｉｎｔ！

2　【キャリアコンサルティング編】

2-1　キャリアコンサルティングの実施時期

Ｐｏｉｎｔ！

キャリアコンサルティングは実施時期を工夫することによって、より効果的な取組になり得る。
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事例1

事例1

事例１

事例２

事例3
ハローワーク共催による「合同企業説明会」を学校にて実施する。
（成果）受講生にとってより多くの就職の機会が生じる。

3-2　ハローワークや区との連携

Ｐｏｉｎｔ！

訓練校が積極的に公共機関と連携することにより、就職支援がパワーアップされる。

地元のハローワークと連携して、求人情報等、有効な情報を受講生に提供する。
(成果）科目、地域等ある程度絞られた情報がハローワークから提供されるので、受講生は就職活動での迷いを解消することがで
きる。

区の産業課と連携して求人企業を紹介してもらい、求人開拓を展開する。
（成果）求人企業が増えれば、求人数も増加し、受講生は多くの機会に恵まれる。また、情報元の公共性が高いと受講生は安心
して応募へと進むことができる。

3　【連携体制編】

３-1 訓練校内の連携体制

Ｐｏｉｎｔ！

就職支援担当者、講師、事務担当者の連携体制が就職率に反映する！

講師は、単元ごとに理解度を数値化し疑問点を書き込めるような報告書を作成し、受講生に毎日報告させ、受講生の理解状況
を確認する。必要に応じてフォローする。また、訓練の内容や受講生の理解状況、受講態度等の内容で日報を作成する。
キャリアコンサルタントは面談内容で共有する必要があれば就職支援担当者に情報提供する。
就職支援担当者は求人の案件とこれらの情報をもとにマッチングをかけ、就職支援を行う。
事務担当者は常に受講生の情報を共有して把握し、訓練が滞りなく行われるようにする。
（成果）講師、就職支援担当者、事務担当者が連携することにより、訓練が円滑かつ効率的に行われ、受講生を就職へと導くこと
ができる。

2-4　キャリアコンサルティングの狙い

Ｐｏｉｎｔ！

キャリアコンサルタントは受講生が就職に対して、自らが自らの意思によって決定できるように支援する。

訓練初期に、就職に関する要望事項を聴き取り、受講生の希望と現実の就職条件や環境とのギャップを理解できるように支援す
る。また、理解した上で、自信のこだわりの優先順位に沿った就職活動ができるようなフォローを行う。
(成果）受講生が有る程度納得できる企業選びができる。

5 ページ



事例２

事例３

事例４

事例１

事例２

事例３

就職活動の経験が少ない受講生は、具体的イメージに乏しく分かりづらい。
就職活動の現状を理解してもらい、実際の行動に活かせるよう指導する。

応募～面接～就職決定までの実際の流れを講義する。
（成果）就職活動に対する受講生の理解が深まる。

就職活動マニュアルを作成し、面接を受験するに当たって必要と思われること（企業研究に始まり身だしなみ、立ち居振る舞い、
言葉遣い等に至るまで詳細な内容）、面接を受験した後の礼状の書き方等、全てを網羅する。
（成果）マニュアルは受講生にとって就職活動をするに当たって、拠り所となる。マニュアルに沿って準備をすることにより、面接
に対する余裕が生じ、自信へと繋がる。

求人票の見方をレクチャーし、求人票から読み取ることのできる内容や、見るべきポイントを指導する。
ポイント：会社情報(企業規模、福利厚生などの諸条件）、雇用形態、雇用期間、求める人物像等の正確な理解
（成果）受講生の意向に沿った企業選びを、受講生自らによる効率的な選択が可能となり、受講生と企業のマッチング機会の向
上が期待できる。

訓練修了後に身に付いたスキルがビジネスシーンにいかに活かせるかを企業にアピールする。
（成果）新規企業開拓や正規雇用拡大。

地域の商工会議所に所属する企業にアピールして、訓練の知名度を上げる。
（成果）地域に根付いた訓練となり、新規企業開拓も可能となる。

企業に訓練内容及び受講生情報（個人情報を除く）を提供し、企業に対して、マッチする求人情報の提供を求める。
（成果）受講生の意向に沿った情報提供が可能となり、企業とのマッチング率がアップする。

4　【訓練校の取組編】

4-1　就職活動の現状理解

Ｐｏｉｎｔ！

3-3　企業への訓練校のアピール

Ｐｏｉｎｔ！

企業と訓練校との信頼関係が就職率に反映する！

事例１
訓練校は自信を持って輩出できるような人材の育成を目指して訓練内容を充実させ、訓練内容を企業にアピールする。
（成果）企業からの信頼を得ることにより、訓練校と企業のより良い関係性が構築でき、次の採用に繋がる。

地
域
社
会

企
業

事務

担当者

就職支援

担当者
講師

ＨＷ

地域社会訓練校企業
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事例１

事例２

事例３

事例４

事例５

事例6

事例１

事例２

事例３

事例４
毎朝、授業開始前に持ち回りで１分間スピーチを行う。話す内容及びテーマは予め決めておく。
(成果）人前で自分の考えを話す練習となり、面接での緊張緩和に役立つ。

訓練前半に応募書類を作成させるために、ジョブ・カード作成もその日程に合わせて計画する。
1回目キャリアコンサルティング　ジョブ.カード様式2作成(職務経歴シート）
2回目キャリアコンサルティング　ジョブ・カード様式1作成(キャリアプランシート）
3回目キャリアコンサルティング　ジョブ・カード様式3作成（職業能力証明シート）

（成果）就職活動の始動が早まる。訓練受講中、訓練後半に就職に向けての具体的な活動を開始できる。

受講生が自信を持って面接に臨めるような指導を心がけ、受講生の満足のいく、訓練校ならではの面接対策を実施する。

面接指導にロールプレイングを採り入れる。面接官役、面接者役、オブザーバー役の三役を設定して本番さながらの場面を想
定し、気付いたことをコメントし合う。
なお、ロールプレイングは受講生だけに任せず、講師は適宜コメントをしながら指導する。
（成果）面接官から見た面接者像が浮かび上がり、採用者側の意図を探る糸口になると共に、面接を受ける自分を客観視するこ
とができる。

面接指導でロールプレイングを採り入れる際、面接者を撮影し（自分または訓練校の携帯を使用）、録画した画像を観て、自身
の振り返りの題材とする。
（成果）面接者としての自己分析ができる。今まで気付かなかった、自分の態度や口癖等がわかり、面接対策に有効となる。

就職面接を受けた受講生に面接内容に関するアンケートを実施して情報収集・分析をし、その結果を、これから面接を受ける受
講生に対して情報提供する。
（成果）受講生にとって、より実践的な面接対策となる。

就職関連書類の作成時期を企業説明会後に設定する。実際に応募する企業を数社絞り込んだ上で、応募書類を作成する。提
出後、添削等のフィードバックする。
(成果)具体的な応募を踏まえての書類作成をすることにより具体性が増し、実用的な書類作成ができる。

就職活動において、書類提出の際は応募書類のコピーを必ず取るように指導する。書類選考を通過しなかった場合は、コピー
をもとに受講生と共に原因究明して改善策をフィードバックする。
（成果）就職試験の第一関門を突破することができる。

職務経歴書作成において、日本人特有の国民性である謙虚さが、ネガティブな一面として反映してしまう場合が多く見受けられ
るため、ポジティブ思考へと変換するような指導をする。
（成果）自己理解する際に、今までの実績や性格を前向きにとらえることにより、自信に繋がり、書類通過率もアップする。
　（例）　「人と話すのが苦手ですが、データの整理は得意です」といった表現は、マイナスイメージとなる部分（人と話すのが苦
手）は書かずに、得意なこと（データの整理）を強調するような表現に変えるよう指導する。

4-3　面接対策

Ｐｏｉｎｔ！

4-2　応募書類の作成指導

Ｐｏｉｎｔ！

面接官が会ってみたくなるような応募書類の書き方を指導しよう！
書類選考を通過する応募書類作り！

応募書類の作成に向けた早期対策を狙いとして、初回の面談までに就職に向けた質問事項（希望職種、希望雇用形態等）を提
示し、自由記述形式で提出させる。
（成果）訓練校にとっては就職支援の早期対策となり、受講生にとっては方向性を定めるきっかけとなる。

キャリアコンサルティング等により自己の棚卸し、自己分析をし、企業に向けたアピールポイントを明確にして応募書類に盛り込
む。
（成果）書類選考を突破する可能性が高くなる。
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事例１

事例２

事例３

事例４

(注）企業においての社員が、ある職位に就くまでに辿ることとなる経験や順序のこと。

事例１

事例２

事例３

事例４

事例５

事例6

就職支援担当者が定期的にハローワークに出向き、訓練に関連した求人情報を入手し、求人票を掲示する。
（成果）訓練受講中の応募が可能となり、就職の機会が増える。

常時インターネット検索できる端末を提供し、ハローワーク・インターネットサービス等の活用を勧める。
（成果）ハローワークに出向くことなく、求人情報を検索することができる。

情報の量よりも質に重きを置き、訓練校が受講生にマッチした情報を選別して提供する。
（成果）早期就職が可能となる。

就職支援の授業内で受講生に経験談を話してもらう等、過去の経歴を活かす離職者訓練ならではのクラス運営をする。
（成果）実体験による情報は貴重であり、違うキャリア間の情報交換は企業を選択する上で参考となる。
但し、企業の見解は役職や立場により様々である事を考慮する必要がある。

業界で働く修了生による講演会を実施する。訓練の進度に則した講演内容とする。
(成果）受講生は働く人物像を明確にすることができる。

入校時（訓練初期）興味のある仕事の求人情報を3枚提出させる。
(成果）就きたい仕事について、求められている能力やスキル・給料などの待遇面、現状の雇用情勢がわかる。

4-5　情報提供

Ｐｏｉｎｔ！

受講生にとって、有益な情報を提供することで、円滑な就職活動を行えるよう支援する。

事例5の体験談を、入社数か月経過した後も随時、情報提供の意思が有れば、就業体験としての提供を依頼する。仕事内容や
訓練が実務に活かせる点、受講中の訓練生へのメッセージ等も内容に加えるように伝える。
(成果）受講中の訓練生に対して、就業のイメージが沸き、受講に対する意欲が増す。

4-4　業界の現状と求められる人材の理解

Ｐｏｉｎｔ！

専門分野での就職を目指す訓練では、受講生の業界理解度に格差が見受けられることが多い。業界理解度を高めることでミ
スマッチを防ぎ、就職決定、また長期雇用へ導いていく。

就職支援の授業の一環として、業界で必要なスキルの検証をグループワークを通して議論させる。
（成果）受講生の業界理解が深まり、自らのスキル、意向にマッチした就職活動が出来る。

業界の現状と求められる人材、キャリアパス（注）などを現場の社員に説明してもらう。
(成果）より具体的、実践的な話を聞くことによって、受講生の業界理解の一助となる。

中途退校も含め、就職決定した人対象に、就職に至る経緯、就職活動で心掛けたこと、採用の決め手、訓練受講中にやってお
けばよかったこと等、体験談を募集し、成功体験として受講中の訓練生や未就職の修了生に情報提供する。尚、体験談の提出
は就職状況報告書提出時に併せて提出を依頼する。
（成果）訓練生にとっては貴重な情報源となり、就職に対するモチベーションがアップする。
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事例１

事例２

事例３

事例１

事例２

事例３

事例１

事例２

自分を表現することは就職のみならず、あらゆる場面で重要！

毎朝、授業前にテーマを決めて簡単なスピーチを順番に実施する。
テーマ、順番は予め決められ、人前で話す練習を行う。
（成果）人前で話す体験は、自信にもつながり面接対策にもなる。

一線で活躍する役者を講師に招き、相手の心に響く表情や表現を学ぶ講演を企画する。
（成果）プロの流儀に触れることにより、自己表現することの大切さを学び、面接で自己アピールすることに役立つ。

参加型企業説明会を実施する。話を聞くだけの講演形式は受け身で、就職活動も他人事のようで現実感が湧かない。一方、
ブース形式は自分から参加することになり、就職が自分自身の問題と認識できる。
（成果）就職への意識が高くなり、受講生の取組みがよくなった。

事前ヒアリングで双方の興味を知る。受講生の希望だけでなく、企業にも採用の有無・必要なスキル・どんな人物がほしいかなど
ヒアリングし、需要と供給双方の最新情報を訓練校が掴んでおく。
（成果）新しい情報でマッチングすることにより、より希望に近い職種・職場を案内できる。

受講生の希望職種に合わせ、企業の参加数を増やす。
業種や募集している職種の雇用形態なども事前に調べ多岐にわたるようにする。
(成果）受講生自身が企業を選択することで主体性をもって就職活動に臨むことができる。

4-8　自己表現の珍しい取組

Ｐｏｉｎｔ！

全体の概要の説明後、模擬授業（科目によっては実習を交える）を実施して、カリキュラム内容、担当講師の紹介等全ての情報
を提示して、受講予定者へわかりやすく説明する。
（成果）受講予定者が訓練校、科目の正しい選択をするための判断材料となる。

4-7　受講生の興味を誘う企業説明会

Ｐｏｉｎｔ！

単なる企業説明会では受講生には物足りない。応募に結びつく企業説明会を研究しよう！

4-6　施設見学会の内容充実

Ｐｏｉｎｔ！

離職者にとって再就職への第一歩は訓練校及び科目選びから始まる！
訓練校にとって就職率アップは施設見学会から始まる！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設見学会で押えるポイント

施設見学会に就職している修了生を招聘し、成功体験の話をしてもらう。
（成果）「学ぶ→就職する→働く」という一連の流れを受講生が身近に感じてイメージできるようになる。
職業訓練を受講する主旨を認識し、正しい訓練校、科目選択ができる。

受講予定者が目的に合った科目を選択し、スムーズに導入できるように、受講に当たって備えておくべき知識、技能、及び技術
等を受講予定者が理解できるような内容とする。
（成果）誤った科目選択による、ミスマッチを防止することができる。

全体の概要 カリキュラム内
容、講義概要

事前に必要な

知識・技能・ 資格

実習内容 修了後の

関連職種

受験できる

関連資格

担当講師の紹介 施設設備の説明
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事例１

事例２

事例３

事例１

事例1

　4-10　目標設定

目標値を設定して、就職支援は計画的に！

受講生の求職活動状況に対して、各月、数値化した目標値を設定して計画的に行う。
3ヶ月訓練目標例：　開校1ヶ月目　10％書類選考　開校2ヶ月目　30％書類選考、通過・面接　修了式　40％内定取得
ただし、目標をクリアすることばかりに気を取られ、内容が伴わないことの無いよう、心掛ける必要がある。
（成果）目標を数値化することにより、目的意識が明確化し、達成に向け取り組む校の姿勢が強化される。

Ｐｏｉｎｔ！

カリキュラム構成に工夫を加えることで出席率・モチベーションがアップする！

就職支援の授業の欠席を防止するため、午前に就職支援、午後に通常授業や到達度試験等を組み込む。
（成果）終日就職支援の日は欠席が目立っていたが、授業を組み込むことで欠席者数が減少する。

就職支援を週の頭や週末にすると、欠席して連休を誘引するため、就職支援は月曜日、金曜日を避ける。
（成果）離職すると生活が乱れがちになるが、毎日訓練に通うことにより、規則正しい生活が保たれ、モチベーションの維持にも
つながる。

訓練初日の授業は科目に関連するスキルだけでなく、モチベーションをアップさせるような影響力を持ち合わせている講師に担
当させる。もしくは、講師は訓練の初日に訓練の目的を再認識させるように働きかけ、モチベーションをアップさせる。
（成果）訓練の初日に就職を目指したクラスの雰囲気が出来上がり、訓練を受講する心構えができる。また、目的を明確化するこ
とにより訓練に対するモチベーションもアップする。

　4-9　カリキュラムの工夫

Point！

14-11雰囲気作り＆コミュニケーション

信頼関係を築くには、挨拶から！

Point！

学校のトップ自らが毎朝学校の入り口で挨拶を励行する。事務局も登校下校、休憩時間などを利用して、教室に足を運び積極
的に声掛けをする。
(成果）学校と訓練生との距離が縮まり、信頼関係が生じる。お互い気軽に声を掛けられるような、雰囲気となり、手厚い支援が出
来る。
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事例1

事例2

事例3

事例4

事例５

1ヶ月ごとに目標値を設定しその達成に向けて計画書を作成して実行する。
（成果）目標をクリアするという動機付けも加わり、意欲的に遂行される。

修了生に連絡するタイミングを明確にし（例：2週間置き）、そのことを受講生にも予め周知しておく。
（成果）学校にとってのメリットは修了生の状況を把握でき、継続的な支援が可能となる。
受講生にとってのメリットは就職意欲の維持と行動が促進される。

5-1　訓練修了後の就職支援

Point！

修了生へのフォローが就職率に反映する！

訓練修了後の就職支援期間中に、任意参加の近況報告会を開催する。
(成果）情報交換をすることにより、修了生の就職に対するモチベーションが維持できる。訓練校は修了生の就職活動状況が把
握でき、的確な支援ができる。

就職支援担当者は訓練修了後、修了生に電話や手紙等で連絡を取り、求人情報の提供や就職相談を行い、積極的なコミュニ
ケーションを図る。
（成果）修了生は修了後も就職に関する情報を得ることができ、就職意欲を維持できる。また、修了生が就職活動に行き詰った
際の精神的フォローになる。

5　【訓練修了後編】　　　　　　　　　　　　　　　

修了生向けのセミナーや説明会を企画し、ＨＰで広報したり、直接連絡したり、告知誘導する。
例：「中途採用求人説明会」「就活のためのポートフォリオ制作セミナー」
(成果）訓練生は訓練修了後も就職活動に役に立つ情報を収集できる。また、学校へ足を運ぶことにより、就職活動に動きが出
る。
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