
就職サポートの流れ

就職支援アドバイザーからのメッセージ

就職支援メニュー

就職サポートポリテクセンター秋田

就職活動の進め方やポリテクセンター
秋田の就職支援体制などをご案内します。

　再就職への間口が広がるよう、秋田県内を中心とした企業約

500社及び関係機関へ送付しています。また、当センターのホー

ムページ上でも公開し、求人企業への有用なアピール手段と

求人企業に直接当センターにお越しいただいて行います。

参加企業の多 ポリテクセンターの修了生が活躍しています。

令和4年度　8回開催（12月末現在）

就職活動の準備として就職活動説明
会を実施し、履歴書や職務経歴書の作
成について支援します。
また、ジョブ・カードの作成を通じて自
己理解を深めた後、担任、就職支援アド
バイザーとの三者面談を行います。

入所オリエンテーション 就職活動準備 就職活動支援

就職活動は入所日から始まっています。就職にはタイミングがとても重要
です。修了までに全員の方が就職を決められるように一緒に頑張っていき
ましょう。　（※令和3年度は85名の方が就職により途中退所をしています）

人材情報誌の発行 標準コース修了 ビジネススキル講習付き
コース修了

企業実習付き
コース修了

訓練期間中に就職活動をサポートする様々な機会を設けています。

　再就職への間口が広がるよう、秋田県内を中心とした企業

500社及び関係機関へ送付しています。また、当センターのホ

ムペ ジ上でも公開し 求人企業 の有用な ピ ル手段

訓練期間中に就職活動をサポートする様々な機会を訓練期間中に就職活動をサポ トする様々な機会を います。います。
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就職相談室について

　毎朝県内の各ハローワークから求人情報が届きますので、　毎朝県内の各ハローワークから求人情報が届きますのでクから求人情報が届きますので 　一人ひとりのアピールポイントを引き出し、臨機応変な受

け答えができるよう、様々な角度からの質問で模擬面接を

実施します。面接の場に慣れることで、自分の言葉で伝えら

れるようになります。

で、で、

　受講生一人ひとりの状況に応じて、就職支援アドバイザーや

テクノインストラクターによる個別面談を行っています。休み

時間や訓練時間の前後にどうぞお気軽にご利用ください。

　就職活動には、履歴書や職務経歴書等の応募書類の作成が

必須です。

　豊富な経験を持つ就職支援アドバイザーやテクノインストラ

　ジョブ・カードとは、これまでの職務経験や取得した資格、

職業に対する考え方等を整理できる「キャリア形成支援ツー

ル」です。幅広く就職活動に活用することができます。

クターが応募企業に合った書類作成をサポートします。

令和
２年度
就職率

令和
３年度
就職率

％

％

なっています。人材情報

を見た採用担当者の方

からのリクエスト求人が

多く届いています！

令和4年度リクエスト求人
社数延べ233社
（12月末現在）
※その他電話によるリク
　エストが多くあります。

就職セミナー人材情報誌

企業説明会・面接会

ジョブ・カード
作成指導の様子

いつでも最新の情報を

チェックすることができ

ます。また、気になった求人

については求人票を取り

寄せ、その日のうちに受け

取ることができます。

個別就職相談、応募書類添削指導、求人情報提供など、
修了後も就職活動をサポートします！

　就職相談室では、訓練と就職活動を両立できる
よう、皆さんの状況に応じてきめ細かくサポート
しています。また、幅広い年齢の受講生との情報交
換ができ、お互いに切磋琢磨しながら目的の達成
に向かうことができるので、学びながら就職活動
するには最適な環境と言えます。転職をお考えの
方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょう。

　就職実現を確実なものにするためには、訓練
と同時並行に早めに活動することがポイントで
す。就職相談室では受講生の情報収集、書類作
成、面接対策などのサポートのほか、求職活動
に関する様々な相談にも応じています。次の
キャリアステージに向けて、皆さん今から行動
してみませんか。

入所 2か月 3か月 4か月 6か月 7か月 訓練
修了後

石井アドバイザーから 佐藤アドバイザーから

85.1
83.3

　入所２か月目には、就職活動

説明会、ジョブ・カードセミナーと

三者面談、３か月目には就職講

話とマナー講座を行っています。

　就職活動説明会では、履歴書

の書き方から面接の受け方まで、

本格化する就職活動を有利に進めるための情報を提供しています。

　マナー講座では、面接時のマナーだけでなく、就職後も社会

人として役に立つ実践的なビジネスマナーを身につけることが

できます。

オンライン面接の対応

　コロナ禍において、企業からは

オンライン面接の要望が増えて

おります。要望にお応えするため、

ポリテクセンターではオンライン

面接用の設備を整備しています。

　就職活動を始めるには、まず自分を理解することが大切で

す。面談等を通じてこれまでのキャリアの棚おろしを支援し

ます。また、職業適性診断システムも活用することができます。

マナー講座の様子マナー講座の様子

就職活動の開始にあたり、就職講話、
マナー講座を実施するなど、採用試験
に向けた支援をします。

受講生の希望職種や職歴を取りまとめ、
一覧表にした人材情報誌「人材情報」
を作成し、県内を中心に約500社へ
送付します。
※個人情報の掲載に配慮しております。

早期に就職するためには、訓練受講中から積極的に就職活動を行うことが肝要です。なぜなら、経済状況や雇用情

勢は刻々と変化しており、訓練修了時にみなさんが求めている求人があるとは限らないからです。みなさんの就職

活動をバックアップするために、ポリテクセンター秋田には、さまざまな就職支援メニューがあります。

ポリテクセンター内に、休み時間や訓練時間の前後に利用できる就職相談室を設置しています。

求人情報の提供 面接対策

自己分析自己理解

その他個別面談

応募書類の添削

ジョブ・カードの作成指導
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