事業主の皆様へ

LL300524開キ01

ジョブ・カードとは？
ジョブ・カードは、学生・求職者・従業員の方々が、過去の経験や学びを振り返るとと
もに、これからのキャリアを考え、実現していくために作成するものです。

ジョブ・カードの作成は、キャリアコンサルタント（国家資格）等が支援します！
● ジョブ・カードの作成にあたっては、キャリアコンサルタント等が支援することによって、これまで
どのような活動（職務）を行い、目標達成のためにどう対応し、その経験によって何を学んだかなど、
心理面の変化も含めて細かく振り返りながら、記載を進めます。
● 作成の過程で、本人だけでは気づけなかった内面の強みや仕事に関する価値観など
も明確になり、自己理解が深まるため、より的確なキャリア・プラン（適性・能力を
踏まえた職業上の目標を達成するための具体的行動計画）を立てることができるよう
になります。

応募書類としてジョブ・カードを使うメリットは？
本人の価値観や具体的なスキルが明確なため、就職後のミスマッチを防止します！
● 「職務経歴書」の場合は、どちらかというと客観的かつ簡潔に経歴や業績が記載されますが、ジョ
ブ・カードには、それらの職務のなかで個人としてどのような役割を担い、貢献し、どんなスキルを得
たかという、より実践的で具体的な記述がなされています。
● ジョブ・カードを作成した人が、どのような仕事に関する価値観や能力をもち、将
来どのようなキャリアを歩んでいきたいのかが明確になっていて、面接時にもその点
が確認できるため、就職後のミスマッチを防止することができます。

応募書類以外にもこんな活用がされています！
採用後も定期的にジョブ・カードを見直す → 人材の定着率向上!!

ジョブ・カードは、従業員の方々が自分自身のキャリアを見つめ直し、職業人として成長すること
を手助けするツールでもあります。採用後も定期的にこれまでの仕事を振り返り、ジョブ・カード
を見直すことで、より適した仕事や能力開発に目的意識をもって取り組むことができるようになり、
職場への定着率の向上も期待できます。その結果、組織全体の活性化も期待されます。

人材開発支援助成金（雇用型訓練）の申請に！

自社の従業員に対してジョブ・カードを活用した人材育成（雇用型訓練）を実
施する事業主は、「人材開発支援助成金」を受給できる場合があります。この
助成金は、職業訓練を実施する事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金
の一部を助成する等により、企業内の人材育成を支援する制度です。

専門実践教育訓練給付金の申請に！

専門実践教育訓練給付金は、一定の要件を満たす方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修
了した場合に、教育訓練経費の50％（一定の要件により20％上乗せ）を支給するものです。当給
付金を利用する場合、ジョブ・カードの事前作成が必要です。

ジョブ・カードの活用について、詳しくは、お近くの都道府県労働局にお問い合わせください。
「ジョブ･カード制度総合サイト」https://jobcard.mhlw.go.jp
ジョブ・カード制度総合サイト

検索

ひら

つく

あしたを拓く人を創る
厚生労働省 人材開発統括官

ジョブ・カード様式（学生用応募書類）の内容
学生時代に何を学び、周囲との関係や自らの力でどのように成長してきたかが整理されており、
面接だけでは十分に分からない学生たちの強みや内面、潜在力を把握することができます。
【第1面】
※様式の幅等は本パンフレット掲載用

(ジョブ・カード準拠様式）
(第1面)
※ 応募書類として提出する場合は、別途提供される電子ファイルを使って 作成して ください。

に一部修正してます。

ジョブ・カード（エントリーシート）
年

月

日現在

ふり がな
氏 名
写真をはる位置

生年月日

年

月

日生

（満

歳）

ふり がな
〒

写真をはる必要がある場合
1. 縦
40mm
横
30mm
2.本人単身胸から上
3.写真裏面に氏名を記入

連絡先

電話

e - m ai l
在学期間

学歴（ 高校、 専門学校、 大学、 大学院）

年

月 ～

年

月

年

月 ～

年

月

年

月 ～

年

月

学生が学校の課程で関心を持っ
て取り組んだことや得られたこ
とが記載されています。
学生が特にどんなことに関心を
持ち、知識を深めてきたかを知
ることで、企業の求める人材を
探すことができます。

学校の課程で関心を持って 取り組んだこと・取り組んでいること
学校名
関心を持った理由、 学んだこと・ 得られたこと
科目名、 テ ーマ、 論文等

学校の課程以外で取り組んだこと・ 取り組んで いること
（ サークル、ボランティア活動、正課外のインターンシップ、留学、アルバイト、その他の活動）
年 月 ～ 年 月
学んだこと、 果たした役割、 貢献したこと等
内容

学生がサークル、ボランティア
活動、留学、アルバイト等、学
校課程以外の活動の中で得られ
たことが記載されています。
社会人として求められる、人と
の関わり方や人間性について知
る手がかりになります。

【第2面】
(第2面）
価値観、興味、関心事項等
(大事にしたい仕事に関する価値観、趣味、特技、興味・関心を持っていることなどを記入)

強み等
（自分の強み、困難な出来事に対してどう工夫・克服したかなどを記入）

将来取り組みたい仕事や働き方等
（今後やってみたい仕事（職種）や働き方、仕事で達成したいことなどを記入）

これから取り組むこと等
（今後向上・習得すべき職業能力や、その方法などを記入）

自己ＰＲ
（仕事に活かせる自分の強みや、裏付けするエピソードなどの自己ＰＲを記入）

志望動機
（仕事によって達成したい目標や、企業を選んだ理由などの志望動機を記入）

学生が自身の興味・関心・強み
などについて深く考えた上作成
されたキャリア・プランです。
学生が考えているキャリアの方
向性や、力を発揮すると思われ
る分野まで確認できるため、就
職後のミスマッチ防止に繋がり
ます。

ジョブ・カード様式（求職者用応募書類）の内容
求職者が、これまでどのような職務を経験し、その中でどんな強みを身につけてきたか、また、
これからどのように働いていきたいと考えているかという、価値観や意欲を知ることができます。
【第1面】
(ジョブ・カード準拠様式）

※様式の幅等は本パンフレット掲載用

(第1面)
※ 応募書類として 提出する場合は、別途提供される電子ファイルを使って 作成してください。

に一部修正してます。

ジョブ・カード（職務経歴書）
年

月

日

ふりがな
生年月日

氏名
ふりがな

電話
〒

連絡先

e -mail

志望動機 （キャリア･プランシートから転記します。）

※ 職務経歴～学習歴・職業訓練歴の内容は、提出用で は、必要に応じ、欄を追加・削除してください。

求職者がジョブ・カードの作成
を通じて明確にしたキャリア・
プランをもとに、具体的な志望
動機が記載されています。
企業に必要な人材の採用可能性
が高まり、就職後のミスマッチ
防止に繋がります。

職務経歴
期間（年月～年月）

No.

会社名・ 所属・

職務の内容

職名（ 雇用形態）

職務の中で学んだこと、
得られた知識・ 能力・ スキル等
（ 応募書類に活かせる部分は下線）

求職者がこれまでの職務経歴で
身につけた知識や能力をどのよ
うに仕事に活用できるかといっ
た観点から整理されています。

1

採用後の具体的配属イメージを
持って選考を進めることができ
ます。

2

【第2面】
(第2面)

免許・ 資格の内容（ 学んだこと、 得られた知識・ 能力・ スキル等）

No.

免許・ 資格の名称
取得時期

免許・資格の実施・
認定機関の名称

免許・ 資格の内容等
（ 応募書類に活かせる部分は下線）

1

2

学習歴・ 職業訓練歴の内容（ 学んだこと得られた知識・ 能力・ ス キル等） （ 不要の場合はこの項目はカッ トしてく ださい。）

No.

入学（入校）年月日

学校・ 訓練機関名

卒業（修了）年月日

学部・学科・コース名

内容（ 学んだこと、得られたもの）
（ 応募書類に活かせる部分は下線）

1

2

活かせる知識・能力・スキル等 （ キャリア･プランシートから転記します。提出用として不要の場合はカットしてください。）
1
2
自己ＰＲ （ キャリア･プランシートから転記します。提出用として不要の場合はカットしてください。）

求職者がこれまでに取得した免
許・資格、学んで得てきた知
識・能力等を把握することがで
きます。
企業が求める能力を備えた人材
を探すことができます。

ジョブ・カード情報 管理支援ソフトウェアもご活用ください！
採用後も定期的に面談を行うことで、適切な配置や職務管理にも役立てましょう。
ジョブ･カード管理用のソフトウェア（無料ダウンロード）を使って、従業員が作成したジョ
ブ・カードの情報を一元的に管理し、必要な情報を検索できます。また、記録した情報に追加・
変更を加えることもできるため、従業員の成長に合わせてデータベースも成長させ、従業員の採
用、配置、職業能力開発にお役立てください。

Ｓｔｅｐ１

従業員から提出されたジョブ･カード情報を取り込んで登録します
①メインメニューで、「ジョブカー
ド情報を登録する」をクリック

登録画面に
移動します

②登録するデータを
選択して取り込み

Ｓｔｅｐ２

ジョブ･カード情報に加えて、面談記録などが簡単に登録・編集できます

①メインメニューで、「登録済
みジョブ・カード情報を活用
した面談・キャリアコンサルテ
ィングを管理する」をクリック

②登録者の検索

③面談内容などの登録・編集

ソフトウェアのダウンロード方法
求職者・従業員の方々がジョブ・カードを作成するた
めの「ジョブ・カード作成支援WEB」や、企業の方が
従業員のジョブ・カード情報を管理するために活用する
「ジョブ・カード情報管理支援ソフトウェア」は、
ジョブ・カード制度総合サイトから無料で入手できます。
是非、ご活用ください！

「ジョブ･カード制度総合サイト」https://jobcard.mhlw.go.jp
ジョブ・カード制度総合サイト

検索

