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これを知らずに、転職活動をしてはいけない！ 
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このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

このレポートの著作権は Office Think & sync lab（オフィス シンクアンドシ

ンク ラボ）に属します。 

 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

 

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。 
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はじめに・ご挨拶 

この度は、メール講座「転職戦略航海図」へご登録いただきまして、 

ありがとうございます。 

 

まず、はじめに自己紹介をさせていただきます。 

 

私は現在、人材ビジネスに特化した会社に勤務し、数多くの企業様の採用活動

における課題に対し、その解決策を提示する ❝人材のプロ❞ として仕事をして

おります。 

 

また、その傍ら、「転職活動をこれから始めたい」「いい会社にめぐり逢いた

い」「年収を上げたい」と考える 20代、30代のサラリーマンをはじめ、働く

すべての人たちへブログでノウハウを提供するとともに、皆さまに ❝より良い

職場環境❞ を見つけていただくお手伝いをしています。 

 

この度は、縁あって、あなたがこの『転職戦略マップ』（以下、レポート）を

手にとっていただけたことを大変光栄に思うのと同時に、このレポートのノウ

ハウを活用して、あなたが転職に成功することを心より願っております。 

 

すべてのスタートは、ここからです。 

 

ぜひ、真剣にお付き合い下さい。 

 

ぜひ、一緒に成功を勝ち取りましょう！ 

 

栗田 涼 
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序章 

 

さて、このレポートを手にとられたあなたに、まず、最初にお聞きしたい 

ことがあります。 

 

それは、❝今あなたはなぜ、転職しようと考えているのか？❞ということです。 

 

まずは、ここを明確にすることから始めていただきたいと思います。 

 

つまり、求人情報を探す前に、❝あなたが転職する理由、目的をハッキリさせ

ておくことが、転職で成功するための重要ポイント❞ となるのです。 

 

今は、ひとつの会社に在籍してさえいれば、エスカレーター式に昇進し、収入

が増える時代ではありません。 

 

つまり、会社に忠誠を尽くし、我慢すれば、ボーナスや退職金といったそれな

りに見返りのあった高度成長期の年功序列の仕組みは、もはや過去のものとな

りました。 

そして、終身雇用社会は、実質的には終焉に向かっているのです。 

 

そのような時代でもあるため、多くの会社において、従業員はその職場に不満

があると、すぐに転職を考える人が増えているのが現状なのです。 

 

それを後押しするかのように転職情報が山のようにインターネット上には溢れ

ています。 

 

今はまさにそういう時代ですから、あなたを始め、多くの転職希望者には転職

に成功する可能性が大きく広がっているため、まさにチャンスなのです！ 
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・・・・と、手放しに言いたいところですが、実はそうとも言えないのです。 

 

それは、逆の見方をすると、職場の不満のみで転職しようとする人が増えて 

しまい、それが企業の人材不足を引き起こす一因にもなっているのです。 

 

その結果、その職場が気に入らないとすぐに転職する、いわゆる「ジョブ 

ホッパー」＝「転職渡り鳥」のような人生を歩む人たちを生み出しています。 

 

転職回数がやたら多い人＝ジョブホッパーは、企業側からみた場合、市場価値

の低い人たちといった評価になってしまうのです。 

 

ですから、職場の不満を理由に安易に転職を繰り返す人＝ジョブホッパーたち

は、転職する度に年収が下がっていく現実を目の当たりにします。 

 

これが現実であり、まさに転職の失敗例となります。 

 

このような失敗を避ける意味でも、このレポートをお読みになられているあな

たには、転職は慎重かつ戦略的に行うべきだということを最初にきちんとお伝

えしておかなければなりません。 

 

 

さて、当たり前のことですが、楽な仕事というものは世の中には一切存在しま

せん。 

 

また、常に自分の思い通りになる、自分の好きな人だけと仕事をすること 

など、ありえません。 

 

時には忙し過ぎることもあるでしょう。辛いこともあるでしょう。 
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会社の方針や、上司、同僚、部下と意見が合わないことなんかも多いかもしれ

ません。 

 

しかし、それは、仕事をする上ではどんな立場のどんな人であっても、決して

避けては通れないことなのです。 

 

これは、仕事だけではなく、社会で生きていくためには、当たり前のことです

よね！ 

 

あなたは、これを前提に転職を考える必要があるのです。 

 

ですから、あなたが転職に成功するためには、そういった職場の不満のみを転

職の理由とするのではなく、それとは別の理由と目的を考えることが重要とな

ります。 

 

もちろん、いまだブラックと呼ばれる劣悪な職場環境は実際にはありますの

で、そこでの日々の疲労や不満が何年もの間、積み重なってしまい、もう精神

的、肉体的にも耐えられない状況にもかかわらず、歯を食いしばって我慢しま

しょうと言っているわけではありません。 

 

ここだけは、くれぐれも勘違いしないでくださいね！ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright (C) 2018 Office Think&sync lab. All Rights Reserved.   p. 8 

さて、ここであなたが転職活動を始める前にしていただきたいのは、今の職場

の不満とは別に、 

 

必ず、❝＋αの理由と目的をしっかりと考える❞ということです。 

 

 

つまり、不満＝ネガティブですので、そのネガディブだけではなく、 

 

❝ポジティブな理由と目的を見つける❞といったことなのです。 

 

 

具体的には、あなたが興味のある分野、得意なこと、今できることや最大の 

強み、将来やりたいこと、もっとスキルを伸ばしたいと思うこと、チャレンジ

したいことは何なのかを探すことです。 

 

そして、そのあなたのチャレンジ精神が企業に評価され、それが採用担当者に

あなたを採用する理由のひとつとなるようあなた自身の考え方そのものを変え

ることです。 
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転職する理由と目的がポジティブであればあるほど、あなたの転職が成功に 

つながる確率は上がります。 

 

わかりやすい事例を紹介しますと、面接に来た 2名に対し、「あなたの転職 

理由を聞かせて下さい」と面接官が質問したとします。 

 

1人目の人は、「今の会社は成長が見込めないし、上司がパワハラで職場 

環境が最悪なので、もっと成長性があって、上司がまともで働きやすい会社を

探しているためです」と答えました。 

 

2人目の人は「今の会社でもやりがいを持って働いていますが、以前から御社

のビジョンに共感しておりました。今回募集の広告をたまたま拝見し、御社に

入社できれば、私は、○○といったことに、チャレンジしたいと思います。活

躍できる自信はあります。その理由は○○だからです。」と答えました。 

 

あなたが採用担当者の立場だとしたら、どちらの人を採用したいですか？ 

 

答えは明らかですよね！ 
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ところが、転職活動をする以前に、ここの意識と準備が足りない人がとても多

いのです。 

 

つまり、求人サイトの情報を鵜呑みに

し、職場の不満と隣の芝は青く見える

思考のみで応募し、「うまくいかな

い」「書類すら通らない」「転職に失

敗した」という声が圧倒的に多いのが

現実なのです。 

 

 

こういった話は決しておおげさなことではなく、多くの人が陥る間違った転職

の仕方です。 

 

ですから、よく考えずに転職サイトに書いてあることをただ鵜呑みにする、転

職エージェント（人材紹介会社）のコンサルタントの紹介された案件に対し、

自分の方向性とのすり合わせなく、そのまま応募するといった求職者が多くな

っています。 

 

そして、コンサルタントの強い推薦に後押しされたこともあり、入社が決まっ

たとしても、しばらくして退職するといった人も少なくありません。 

 

ここまでお読みになられた方は、ご理解いただいているとは思いますが、 

それは、基本的なこと、重要なことが抜け落ちたまま、転職活動を進めている

人が非常に多いのが現状なのです。 

 

つまり、転職サイトで求人情報を検索する、転職エージェントが強く勧める案

件情報だけでは、実は足りないのです。 
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では、いったい何が足りないのでしょうか？ 

 

それは、あなた自身が転職するための、正しい目的の捉え方、ゴール・目標の

設定方法、スキルの客観的な棚卸しとスキルアップのための手法、ゴールから

逆算したロードマップ（スケジュール）の作り方、マイルストーン（進捗状

況）の確認方法などになります。 

 

もうひとつは、転職サイトにある求人情報の確認の仕方、転職エージェントと

の付き合い方など、業界に携わる人間でしか知らない転職業界の実態を踏まえ

た上手な情報活用の仕方も理解することが大切になります。 
 

 

これをしない転職活動は、行き先を決めないドライブ、旅行と同じです。 

 

その結果、たどり着いてみたら、知らない場所にいたといったことです。 

 

あなたが転職は、どこに行くのかわからない「ミステリーツアー」と同じだと

考えているのであれば、それでもいいでしょう。笑 

 

でも、そうではないですよね！  

 

そうならないためにも、あなたは正しい考え方、正しいノウハウを知り、正し

く実践することです。 

 

正しい考え方、ノウハウを知らずに、いくら頑張っても、成功する確率は極め

て低いと言わざるを得ません。 

 

ですが、このレポートを手に取ったあなたには、転職に成功する確率を数倍に

アップさせるチャンスがあるのです。 
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その理由は、このレポートには、人材業界のプロが作ったリアルなノウハウが

書かれてあるからなのです。 

 

それでは、進めていきましょう！ 
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重要な３つのこと 

第 1 章 

転職を始める前に考えるべき 

重要な３つのこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転職活動を始める前に、あなたに押さえていただきたいポイントは３つです。 

 

まずは、これさえ押さえておけば、あなたの転職活動をスムーズにスタートで

きるのです。 
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この章では、あなたが転職活動をはじめる前に考えていただきたい３つの重要

なことをお伝えしたいと思います。 

 

それは、転職がうまくいかない人の原因の 90%は、 

 

①マインドの問題 

②準備不足 

③情報の探し方が間違っている 

 

といったことです。 

 

 

ひとつひとつを説明しますね！ 

 

どういう意味かというと.... 

 

① マインドとは、「転職する理由、動機づけが甘い」ということです。 

 

そして、ここ数年、私が多くの転職希望者とお会いして感じていること

は、「楽して、もっと高い給料がもらえる会社を紹介してほしい」といっ

た非常に甘く、浅い認識の人が少なからずいるという事実です。 

 

楽に仕事をしたいと考えている人を、ぜったいに企業は雇いたいとは思い

ません。 
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将来的には楽な生活を送りたい、だから今は一生懸命努力して、精一杯 

働いて、もっといい給料をもらいたいのであればわかります。 

 

そうではなく、とくかく今を楽したい、努力もせずに今さえよければそれ

でいい、辛いことは避ける、逃げるといった、とにかく楽に働きたいと思

う人もいるのです。 

 

そういう人は、一生楽な生活を送ることはできないことを肝に命じましょ

う！ 

 

 

② 準備不足とは、マインドとも密接に関係しますが、「正しい手順での準備

をしていない」ことです。 

 

その準備とは、自分のスキルを客観視できていない、自分の市場価値を調べず

に、何となく求人広告に掲載されていたイメージに反応し、応募してしまう 

ことなどが挙げられます。 

 

 

③ 情報の探し方が間違っているとは、このマインドの問題と準備不足によ

り、「正しい情報の探し方がわからず、転職サイトと転職エージェントの

情報の渦に埋もれたまま、転職活動をしている」ことになります。 

 

これは、船の航海士が、海図も方位磁石も持たずに、航海に出ているのと同じ

です。 
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この傾向は、転職希望者にどんなに経験や実績があろうが、成功体験があろう

が、ベテランだろうがまったく同じです。 

 

もっと言うと、35歳以上で立派な学歴、それなりの職歴がある人の方が、 

その傾向は強いです。 

 

なぜなら、人は年齢が上にいけばいくど、その経験から

プライドが強くなり、自分の市場価値を過大評価する 

あまりに、転職を甘く見過ぎてしまい、そのため準備を

きちんとせずに、転職活動をしてしまい、そして失敗 

します。 

 

その数は、物凄く多いのです。 

 

逆の言い方をすると、転職は、マインドとしっかりとした準備さえ怠らなけれ

ば、成功する確率が大幅にアップするということです。 

 

さあ、あなたはここまで読んでいただければ、このレポートが何を言わんと 

しているかはおわかりですよね！ 

 

これを踏まえて、読み進めて下さい。 
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第 2 章 

あなたの市場価値を上げるための

大切な考え方 

 

 

ここでは、あなたの市場価値とは何なのか？ 

どのように確認すべきなのか？ 

市場価値を上げるための戦略をお伝えします。 
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あなたの市場価値って、どう調べればいいのでしょうか？ 

実は、多くの人が勘違いしていることをお伝えしなければなりません。 

 

「偏差値の高い大学出身」「大手上場企業に在籍していた」「資格を保有して

いる」ということが、市場価値が高いと誤解している人が物凄く多いのです。 

 

「え！？ 俺（私）は○○大学卒業だし、

大手の○○社での○○部で、○○なことを

してきたので、当然バリューがあって、 

転職は楽勝でしょ！」といった思考は捨て

て下さい。 

その理由を説明します。 

 

実は過去の実績や資格などをアピールし過ぎることが裏目に出てしまうケース

があるからです。 

 

あなたの過去の実績、資格を保有していることを伝えること自体は問題あり 

ません。 

 

しかし、伝えるのはいいのですが、その会社でどんな風にその実績、資格を 

ベースに貢献したいのかの目的意識が曖昧な人が多いのです。 
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それは、採用側からすると、過去の成功体験や保有資格がただの自慢話に聞こえ、

活躍してもらえるイメージを持つことができず、採用する気持ちにはまったく

なりません。 

 

つまり、どんなに実績、スキルや資格があろうとも、転職先でのあなた自身の 

ビジョンや成長意欲、スキルの伸び白が見えないと、採用する立場では、ただ不

安要素として捉えられてしまうのです。 

 

プライドばかり高い人といった印象になり、企業側は採用を間違いなく、 

ためらいます。 

 

さらに、30代の人からすると、少しショックを受けるかもしれないことを 

お伝えしておかなければなりません。 

20代の若い人の方が、30代のベテランより市場価値が高く見られることが 

あります。 

20代は、ビジネス経験も少なく、実績はありませんが、意欲、ポテンシャル

がとても重視され、伸び白が大きい分、教育のしがいがあると捉える企業が多

いためです。 

一方で、30代はビジネスでの経験が長いため、知識、スキルはあるのかもし

れませんが、その経験値が新しい組織での柔軟性を阻害する要因になることが

あるためです。 
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そして、雇う側からすると、20代よりも 30代の方が高い給料を支払わなけれ

ばなりません。 

給料をその高く支払う理由は、即戦力かつ、若い人よりも教育コストが大幅に

少なくて済むことが前提だからです。 

 

経験があり、スキルがあっても、過去の実績に依存した思考であると、その 

企業独自の風土、文化を理解してもらうためのコストが若い人よりも、多く 

かかってしまう可能性があり、それがリスクとして捉えられてしまうのです。 

ですので、年齢が上にいけばいくほど、転職に成功するための難易度は、高く

なるということを覚えておいて下さい。 

 

企業の側からすれば、高い商品を買うわけですから、高い金額分の価値がない

と買う意味がないことはおわかりいただけますよね！ 

30歳以上の人は、ここを十分理解していただきたいと思います。 

 

大手の上場企業で 15年以上勤務した自身満々の人が、なかなか転職先が 

決まらないといったケースは多いのは、このような理由からなのです。 

 

それでは、あなたの市場価値とは、どう測ればよいのでしょうか？ 

 

それは、『その企業にあなたは何が提供できるのか？』です。 
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言い方を変えると、『その企業があなたを採用することで得られるメ

リットが何なのか？』です。 

あなたには、そこを強く意識していただきたいのです。 

 

また、転職におけるこの市場価値とは、絶対的な基準があるわけではなく、 

その企業戦略や提供している商品、サービス内容と、それをつかさどる組織 

戦略、従業員体制との需要と供給のバランスによる相対的なものとなります。 

 

企業の状況は、日々変化しており、その事業戦略、組織戦略に応じた人材確保

が必要になるのです。 

 

つまり、採用側としては、あなたの過去の経歴に加え、今あなたが考える 

ビジョン・志向性に対して、企業戦略、企業文化、価値観にあったあなたの成

長が望めるイメージがつかめれば、採用します。 

 

そのために、あなたが転職の成功を勝ち取る条件として、その企業戦略にマ

ッチしたあなたのマインド・ビジョン、経歴、スキルのみならず、

企業風土、文化にも対応できる柔軟性が必要となるのです。 

 

ワークライフ・ネクストのブログ、メール講座では、求職者の目的と企業側の

採用ニーズを近づけるためには、あなたがどういった考え方を持つべきなの

か、どういった準備をするべきなのかを噛み砕いてお伝えしていきます。 
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第 3 章 

目的別、年代別に考える転職戦略 

 

転職活動のやり方は、目的、年代によって異なります。 

ここでは、その各論部分の概要に触れたいと思います。 

ですので、あなたの年齢に該当する部分のみ 

お読みいただければと思います。 
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第 3 章 目的別、年代別に考える転職戦略  

目次 

１．第二新卒を含めた２０代前半（２５歳まで）の転職戦略 

 

２．２０代後半から３０代前半までの転職戦略 

 

３．家庭と仕事の両立を目指す女性のワークライフ・バランス戦略 

 

４．35 歳~40 代の転職戦略 
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１．第二新卒を含めた２０代前半（２５歳まで）の転職戦略 

 

20代前半のあなたは、社会人になったばかりか、就職してから数年が経過した

くらいかと思います。 

 

この年代は、シンプルに言うと、ポテンシャル、伸び白が十分にあり、あなた 

自身、自分のキャリアプランをじっくりと考える時間的余裕があります。 

 

ですが、注意してほしいことがあるのです。 

 

筆者である私もそうでしたが、若い時は 

あまり先々のことは考えずに過ごしてしまう

といった傾向があり、気がつくとあっという

間に 30代、40代を迎えてしまうのです。 

 

 

 

ですから、若いからまだ時間がたっぷりあるとは敢えて思わずに、以下の事を 

考えてみて下さい。 

 

20代前半のあなたが取るべきアクションですが、ざっくり言うと 

「3 年後のなりたい自分をイメージする」「目標、夢を決める」「行動する」の

３つです。 

 

なぜなら、20代前半は、20代後半、30代以上に比べ、ビジネス経験があまり

ないため、細かいスキルの棚卸しは必要がありません。 
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つまり「何がやりたいのか」といったマインドの部分が多くを占めるからです。 

 

ですから、しっかりとマインドセットをした上で、行動してみることが大切に 

なります。 

 

 

 

 

 ２．２０代後半から３０代前半までの転職戦略  

 

20代後半から 30代前半までのあなた

の転職戦略をお伝えします。 

 

この層は、社会人経験 5年~10年くら

いの人です。 

 

これは、男女共通のノウハウです。 

 

ただし、結婚している女性の場合は、次項の「３．家庭と仕事の両立を目指す

女性のワークライフ・バランス戦略」をご覧下さい。 

 

さて、20代後半～30代前半までの転職と、20代前半との大きな違いは、 

ビジネス経験と実績があるかないかです。 

 

ビジネス経験と実績は、大きな強みであるのと同時に、逆にこれがきちんと 

整理し、客観視できないと、転職で成功することは難しくなります。 
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企業の採用担当者があなたに求めるものは、即戦力です。 

 

企業側は、あなたに対して、ゆっくり教育する時間、コストはあまり考えて 

いません。 

 

30歳を過ぎていれば、20代の若手社員を指導してほしいくらいに考えて 

います。 

 

ですから、ここでは採用担当者のニーズに沿った形での行動が必要と 

なります。 

 

社会人としての常識、基本スキルに加え、何らかの職種で 5年~10年の経験を

積んできたあなたが取るべき行動はどういったものなのでしょうか？ 

 

まず着手いただきたいことは、今までやってきたことをすべて書き出すこと 

です。 

 

そして、書き出したことから、今現在、あなたが出来ること、アピールできる

スキルをまとめる作業まで一気に進めます。 

 

それが済んだら、次は 5年先、10年先のなりたい自分をイメージします。 

 

なりたい自分がイメージできたら、目標を設定しましょう！ 

 

目標が設定できたら、その目標を達成するために何が足りないのかの把握が 

必要になります。 

 

それは、知識なのか、経験なのか、それは人それぞれですよね！ 
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それを書き出したら、行動計画を作り、転職活動開始です。 

 

このような説明では、少々面倒くさいイメージがあるかもしれませんが、 

しっかりと手順を踏めばそれほど難しいことではありません。 

 

あなたのスキルの棚卸しと整理の方法、ビジョンの描き方がとても大切ですの

で、じっくり取り組んでみて下さいね！ 

その方法は第 4章に書いていますので、ぜひお読み下さい。 

 

 

３．家庭と仕事の両立を目指す女性のワークライフ・バランス戦略 

 

結婚、出産を機に退職し、家事・育児を経て、3年以上経過してから再就職 

する女性の場合は、考え方、動き方がだいぶ異なりますので、注意が必要 

です。 

 

ここでは、結婚・出産して 3年以上経過した女性が転職、再就職をする際の 

考え方をご説明します。 

 

雇用機会均等法があるので、男女差別はいけない

という主張を声高にする人がいますが、 

それは現実を見ていない証拠です。 

 

女性の転職、結婚・出産後に再就職する時の 

壁は、想像を絶するほど厳しい現実が待ち受けて

います。 

 



 

Copyright (C) 2018 Office Think&sync lab. All Rights Reserved.   p. 28 

ですから、男性と女性は、戦略がまったくことなることを、先にお伝えして 

おきます。 

 

ここでは、結婚・出産を機に退職した女性を対象に書きます。 

 

出産・育児がきっかけで、仕事を辞めざる

をえなくなった女性の多くが、再就職を希

望しているにもかかわらず、実際に就職活

動できている人は、あまり多くはないとい

った内閣府のデータがあります。 

 

 

働きたい気持ちはあるけれど、やはり子育て、家事の両立の忙しさ、大変さを

考えると、なかなか踏み出せないが現実のようですね。 

 

出産という人生の一大イベントがあるのは、女性のみです。 

もちろん、夫も関わりはあるのですが、実際に子供を生むことができるのは 

女性ですから、出産・育児と仕事の両立については、女性特有の悩みなの 

です。 

 

これは男性には理解したくても、なかなかできないのが現状ではないで 

しょうか？ 

 

家事・育児をしながらの再就職を目指すアラサー女性に立ちはだかる壁は確か

にありますが、それを理由にチャレンジすることを諦めてしまうのは、とても

もったいないと思います。 

 



 

Copyright (C) 2018 Office Think&sync lab. All Rights Reserved.   p. 29 

ですから、働きたいという強い気持ちがあるのであれば、どうすれば実現 

できるのかを考える必要があるのです。 

 

ここでは、あなたがその壁をどう乗り越え、新しい職場を見つければいいのか

の基本的なマインドセットの仕方をお伝えしますね！ 

 

女性の再就職に限らず、新しい職場を探す時に共通するとても重要な考え方が

あるのです。 

 

まずお伝えしたいこと、それは、あなたの理想とするライフスタイルが何で 

あるかです。 

 

結婚し、子宝にも恵まれ、今あなたは家族の

一員として、妻として、親としてのいくつか

も役割を担っているわけです。 

 

結婚、出産という一大イベントを経て、あなたは家事、子育てといった大切な

人生のステージにいるのです。 

 

このステージというのは、今までに経験したことのない忙しさ、大変さが身に

しみる時期かもしれません。 

 

そして忙しい日々の繰り返しの中では、将来の夢

を描くことや周りの風景をゆっくりと見渡すこと

などできないのではないでしょうか？ 

 

ですが、そこに埋没せずに、あなたの自己実現とは何かを考えてみましょう。 
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「多くの女性が結婚をすると、家族のため、子供のためといった形で家を守る

ことがとても重んじられます。」という考え方は、ひと昔前の話です。 

 

日本という国は、他の先進国と比べると、女性の社会進出といった意味では、

かなり遅れを取っているのが現実です。 

 

ですが国の制度が整っていないからといったことを理由 ❝ 仕方がない ❞ で 

済ませることだけは、やめましょう！ 

 

日本は成長社会を終え、急激に成熟社会になりつつあります。 

 

終身雇用もままならない現状、男だから、女だからとか、といったようなこと

は通用しなくなってくるのです。 

 

だからこそ、あなたが妻になろうが、親になろうが、常に輝ける人生を送る 

ためには、何が必要なのかを考えるべきなのです。 

 

歳にかかわらず、あなたが魅力的に生きていくためのロードマップを作りま 

しょう！ 

 

そのロードマップとは、何でしょうか？ 

 

それは、妻、母としての役割とビジネスウーマンとしての役割を両立するの

か、あるいは、そこに費やすあなた自身のリソース、時間の多少なりとのバラ

ンス（差）を作るのかといったことです。 
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具体的には、子持ちでもバリキャリウーマンといった仕事での自己実現を目指

すケースと、一方、家事・育児をあくまでメインとして夫の収入を補完する意

味合いでの働き方を選ぶケースのいずれが基本的な考え方となります。 

 

つまり、男性に負けないくらい働くキャリアウーマン戦略なのか、家庭を軸と

したワークライフ・バランス戦略なのかに分かれるのです。 

 

あなたの働き方、ワークスタイルを決めることがここで言うところのロードマ

ップとなります。 

 

このロードマップにより、求人サイトやエージェントの活用の仕方がまったく

異なります。 

 

つまり、あなたが目指すワークスタイルによって、動き方がまったく変わるの

です。 

 

目的がとても大事だと再三お伝えしているのは、こういった理由からなので

す。 

 

 

４．35 歳~40代の転職戦略 

 

ここでは、35歳以上のあなた向けの戦略をお伝えしたいと思います。 

 

35歳以上の転職は、結婚・出産後の女性の再就職と同様に難易度がかなり 

高くなります。 

 



 

Copyright (C) 2018 Office Think&sync lab. All Rights Reserved.   p. 32 

その理由は、企業側は、35歳以上のあなたに対し、20代~30代前半の若い人

と比べ、格段に高いレベルのものを要求するからです。 

 

例えば、マネジメント経験やプロジェクトの立ち上げ経験など、企業はただの

駒としての即戦力のみならず、企業の成長にどれだけあなたの手腕が発揮 

できるのかをみる傾向にあるのです。 

 

また、若い人たちに比べ、35歳以上の人の求人数は少ないのが現状です。 

 

それなりの役職、ポストとなるとさらにパイが狭ばります。 

 

ですので、35歳以上の人は、若い人に比べ、自分のスキルの棚卸しとビジョ

ンの明確化が、かなりしっかりできていないと、書類すら通ることはありま 

せん。 

 

それくらいシビアな現実が待ち構えているのです。 

 

では、あなたが取るべき戦略とは何なのでしょうか？ 

 

35歳以上の転職希望者の多くは、過去の実績を数多く職務経歴書に羅列する

傾向にあります。 

 

これは、ある意味、当たり前といえば、当たり前ですよね！  

長いビジネス経験があるわけですから。 

 

しかし、ここで気をつけていただきたいことがあるのです。 

過去の実績や成功体験はあくまで過去の出来事です。 
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今は時代の変化も激しく、数年前のノウハウがすでに使えなくなっている可能

性が高いのです。 

 

ですから、あなたのその実績、スキルを次の会社でどう活かしていくのかを、

わかりやすくストーリー立てて、説明することが必要なのです。 

 

❝ストーリーを描く力、そしてプレゼン力❞がとても重要です。 

そして、もうひとつは、柔軟性です。 

 

年齢が上にいけばいくほど、人間は頭が固くなり、目の前に起こったことを 

過去の経験のみで判断しがちなのです。 

 

これについては、マネジメント層は特に注意すべきことなのです。 

例えば、若い部下が言ったことに対し、自分が若かった頃の 10年以上前の 

価値観に照らし合わせて、指導してしまうことがよくあります。 

 

すでに取り巻く環境が大きく変化している中では、その思考自体が古いものに

なってしまっている可能性があるからです。 

 

転職においても、それは同様で、あなたが過去の実績や成功にこだわるあまり

に、採用担当者はあなたが柔軟性のない人と見なしてしまいがちです。 

 

ここは十分な注意が必要です。 

35歳以上の層の転職活動については、ごく一部の人を除き、考え方の 

チューニング（マインドセット）が必要な人がとてもたくさんいるのです。 

 

あなたが、今までの実績とスキルを転職先の会社でもしっかり発揮するために

は、マインドセットは必須となります。 
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第 4 章 

転職に成功するための 

戦略マップとその作り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、１章から３章までの内容をさらに１歩進め、転職における具体的な 

行動するための羅針盤となる考え方のご紹介をしていきます。 

 

ワークライフ・ネクストでは、これを戦略マップと呼びます。 

 

その戦略マップは３つありますので、ひとつずつ解説していきますね！ 
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“あなたの転職を成功に導く“ 

３つの戦略マップとは？ 
 

戦略マップ１ 

『働く目的を明確にし、目標・ゴールを設定する』 

★ワークスタイル・マップを作ろう 

 

戦略マップ２ 

『スキルを把握して、市場価値を知る』 

★スキル・マップを作ろう 

 

戦略マップ３ 

『目標に対し、行動計画を作り、実行し、進捗を確認する』 

★マイルストーン・マップを作ろう 
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さて、転職に成功するための戦略マップは３つあります。 

 

この３つは、すべてが連携したものとなります。 

ですから、ひとつでも欠けてしまってはいけないものなのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これがあなたの転職活動における羅針盤であり、方位磁石、GPSを携えた 

あなた独自の戦略航海図として機能します。 

 

この戦略マップを機能させるためには、あなたのライフステージ（年齢、経歴、

スキル、ビジョン）にをどう捉えるかが最大のポイントとなります。 

 

つまり、人によって中身がまったく異なりますので、あなた自身が作る必要が 

あるのです。 

 

ですので、順を追って、しっかり作っていきましょう！ 
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戦略マップ１ 

『働く目的を明確し、目標・ゴールを設定する』 

★ワークスタイル・マップを作ろう！ 

 

 

さて、繰り返しになりますが、あなたが転職活動をスタートする前に、最初に

考えていただきたいこと、それは「働く目的を明確にする」です。 

 

これは、もし、あなたが「そんなこと言われなくても、わかっているよ！」と

思ったとしても、繰り返し何度も確認してほしい重要なことになります。 

 

多くの人が転職を考えるきっかけは、「人間関係」「給与・待遇」「時間外 

勤務、有給休暇」「仕事の内容」「会社・業界の将来性」など不満や不安に 

よるケースがほとんどなのですが、これらの理由だけでの転職は、成功する 

確率は極めて低いのです。 

 

あなたは、それがなぜだかわかりますか？ 
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答えは、とてもシンプルで、上記のような不満や不安は、あなたが思い描く 

転職先の会社に行けば、解決するように考えているかもしれませんが、それは

絶対ありえないからです。 

 

どんなに有名な大手の人気企業であっても、人間関係がすべて良好とは限り 

ませんし、給与が高くて、残業もなく、仕事の内容が楽しいことばかりといっ

た会社はどこにもありません。 

 

成長中のベンチャー企業で、残業、休日出勤なしの会社はまずありません。 

大企業に負けないよう全社員が猛烈に働くからこそ、成長しているのであっ

て、楽に働いている社員は、誰もいないでしょう。 

 

もし、今あなたがそういった不満、不安を転職によって解消できると思って 

いるとしたら、それは幻想に過ぎないということをここで知って下さい。 

 

では、あなたはどう考えるべきなのでしょうか？ 

 

それは、あなたが、「何のために、働くのか」「働くことで、何を得たい 

のか」を考えることです。 

 

転職の目的というか、働くことそのものの目的をしっかり考えることです。 

 

それは、不満、不安＝ネガティブの理由を、前向きな目的＝ポジティブな目的

に変換をかけていく作業です。 

 

そのポジティブというのは、今のあなたの現状を、未来（あした）に 

向ってプラスに変えていくとった考え方です。 
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例えば、転職先で、「僕は、こんな風に頑張りたい」「私は、こういう仕事が

したい」といった新しい会社での理想の自分はどんな働き方をしているのか、

そしてどんな目標に向かって頑張れるのかをいったあなたなりのビジョンをで

きるだけ明確にすることなのです。 

 

つまり、それがあなたの理想のワークスタイルなのです。 

 

そして、最後にはあなた自身のゴール・目標を設定します。 

 

なぜ、ゴール・目標が必要なのでしょうか？ 

 

例えば、あなたが電車に乗って旅行する時に、行き先を決めずに、最寄り駅で

なんとなく電車に乗ることを想像してみて下さい。 

 

転職活動においても、まったく同じです。 

 

転職サイトにある求人企業の情報になんとなく反応し、応募をする＝行き先を

決めない旅行と同じです。 

 

さすらいのフリーター人生を望む人であれば、それでも問題ありません。笑 

 

これでは、転職に成功するわけがないことがおわかりだと思います。 

 

そうならないためには、あなたの転職の目的と目標を設定することが、物凄く

大事なのです。 

 

ワークライフ・ネクストでは、これをワークスタイル・マップというマップ化

した形であなたに作ってもらいます。 
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それは、自己流でできる人は、進めていただいてかまいませんが、やり方が 

よくわからない人もいますよね！ 

 

この実践方法で、とても便利なノウハウがあるのですが、それだけでもの凄い

量の文字数になってしまい、このレポートでは伝えきれませんので、詳しくは

メール講座にて解説します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転職活動をする前に、行うこと３つ 

１．目的を明確にする！ 

２．理想のワークスタイルをイメージする！ 

３．ゴール・目標を設定する！ 

それが、ワークスタイル・マップ 
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戦略マップ２ 

『スキルを把握して、市場価値を知る』 

★スキル・マップを作ろう 

 

 

次にスキル・マップというマップを作ってもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、あなたの今のスキル（能力）の棚卸しをし、今どんなことができる 

のか、得意なのか、すぐに使えるものなのかを確認する作業です。 

 

例えば、第二新卒の人であれば、「学生時代で頑張ったこと、真剣に取り組ん

だこと」などでもいいです。 

 

社会人数年目の人であれば、「ビジネスメールの基本はできる」「電話の受け

答えができる」「エクセル、ワードが使える」「パワーポイントで提案書が作

れる」「新規営業で何社も受注した経験がある」などがあります。 
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20代後半女性であれば、「○年間経理事務で請求書発行、入金チェック」

「収支の確認・簿記の資格がある」「受発注関連の伝票作り」「化粧品の販売

員をしたことがあり、コミュニケーション力がある」などです。 

 

30代のバリバリキャリアの人であれば、「営業成績で表彰されたことがあ

る」「マネジメント経験がある」「事業の立ち上げの責任者をしたことがあ

る」などがありますね。 

 

どんなに小さなことでも、まずはあなたに何ができるのかを書き出しま 

しょう！ 

 

次にしなければならないことは、１で作ったワークスタイル・マップで作った

目的と目標にたどり着くために、もし足りないスキルがあるのであれば、その

スキルを身につけるために何が必要かを書き出し、整理する作業となります。 

 

この中で、転職活動のプロセスで非常に大事なことは、あなたの市場価値を 

知り、それに合わせて転職先企業を探すといったことです。 

 

もし、あなたの理想と市場価値にギャップがあれば、スキルアップして、市場

価値を上げることが必要です。 

 

ワークスタイル・マップとスキル・

マップは両方が密接に関連していま

すので、順番に作る、同時に作るこ

とがポイントです。 

 

 

 

あなたのやってきたことの棚卸ししよう！ 

そして、足りないスキルを把握しよう！ 

それが、スキル・マップ 
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戦略マップ３ 

『目標に対し、行動計画を作り、実行し、進捗を確認する』 

★マイルストーン・マップを作ろう 

 

 

最後は、マイルストーン・マップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたはマイルストーンという言葉を知っていますか？ 

 

マイルストーンとは、置き石のことです。 

昔の人が、ゴールに向かって、歩く途上で、置き石をして、道に迷わないよう

にするためのものです。 

 

つまり、道標（みちしるべ）の意味です。 

 

マイルストーン・マップとは、転職成功というゴールに対し、具体的行動に 

移すための計画書、工程表のような機能を果たします。 
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別の例えですと、航海士であれば、海図であり、ドライバーであればカーナビ

にあたります。 

 

ここでは、具体的に、「いつまでに」「何を」「どのように」といった形で行

動に落としていきます。 

 

そして、行動した結果がどうであったかを振り返り、うまくいったこと、うま

くいかなかったことを客観し、修正をかけていく作業となります。 
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３つの戦略マップまとめ 

 

さて、ここまで、３つの戦略マップの概要をお伝えしました。 

 

まとめとして、この３つのマップの整理と連携を説明します。 

 

最初にワークスタイル・マップで目的を確認し、目標・ゴールを決めます。 

 

そして、その目的に対し、その次に作るのスキル・マップにて、あなたの目標

と今のスキルのギャップを埋めるために、やるべきことが何なのかを把握 

します。 

 

これらに対し、マイルストーン・マップで具体的にやることリストとスケジュ

ールを作り、「いつまでに、どのように、何を」のアクションプランを作り、

行動しながら、進捗状況を常に確認していくといったイメージ、流れになり 

ます。 

 

１． ワークスタイル・マップ 

転職する目的を明確し、目標・ゴールを設定する 

 

２． スキル・マップ 

あなたのスキルを把握して、市場価値を知る 

 

３． マイルストーン・マップ 

設定した目標に対し、行動計画を作り、実行し、進捗を確認する 
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１点補足させて下さい。 

 

このマップが完成しないと転職活動を始めることはできないといったこと 

では、決してありません。 

 

具体的な転職活動をしながら、作り始め、修正していくことが物凄く重要 

です！ 

全部完璧にやろうとして、動きが止まってしまうのは、本末転倒です。 

 

ここだけは、くれぐれも注意しましょう。 

 

この３つのマップの作り方は、メール講座（転職戦略航海図）で、順を追っ

て、わかりやすく解説していきますので、ご安心下さい。 
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メール講座『転職戦略航海図』のご紹介 

 

この転職戦略航海図を手に取っていただいたあなたは、すでに無料メール講座

『転職戦略航海図』のご登録が完了しております。 

 

このメール講座では、この戦略マップの作り方をはじめ、あなたが転職活動に

必要な具体的アクションをお伝えしていきます。 

 

レジュメ（履歴書、職務経歴書）の正しい書き方や、おすすめの適正診断 

サイトや転職サイト、エージェント情報などを提供してまいります。 

 

ぜひ、このレポートと並行して、メール講座を有効活用下さいね！ 

 

メール講座（第 1章）の主な内容 
 
 

★あなたの市場価値を診断しよう 

★転職のための上手は情報収集の方法 

★書類審査に通るための職務経歴書の書き方 

★転職サイトの特徴と種類 

★転職サイトの登録方法 

★ここが基本！登録すべきメジャー転職サイト３選 

★一歩先を行く！特定の業界に強い転職サイト５選 

★あなたの市場価値、強みを見つける最強の方法 

★転職する際にぜったい読んでおきたい厳選書籍 

★転職活動に必要なお役立ちツール 

★スキルアップのための考え方、行動の仕方 
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最後に 

最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました！ 

しかし、ノウハウはあくまでノウハウです。 

ただし、ここで注意していただきたいことがあります。 

 

それは、この 『転職戦略マップ』は、メール講座（転職戦略航海図）との連

携で成り立っています。 

 

要は、この戦略マップは、ノウハウ部分だけであり、実践編の詳しいコンテン

ツは、メール講座にて提供しています。 

 

これが、何を意味するかというと、戦略

マップはだだのマニュアルに過ぎず、実

際の行動の仕方は記載されていません。 

 

 

 

 

よほど勘がよく、即行動に移せる人であれば、十分かもしれませんが、ほとん

どの人は、これだけでは足りないのです。 

 

つまり、頭で理解した気になっても、正しい行動ができないといった状況に陥

る可能性が高いのです。 
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『東大ぜったい合格実践問題集』を買って

も、実際に東大に合格できる人は、ごくわ

ずかであるのとまったく同じです。 それ

は、実際にテキストに書いてあるノウハウ

をきちんと実践する人は限られているから

です。 

 

ですので、この戦略マップの活用は、必ずメール講座とセットで考えて下さ

い。 

 

このレポートには、そのための手順についても解説しておりますので、 

じっくりお読み下さいね！ 

 

知ることと、あなたが実践することは似て非なるものです。 

メール講座「転職戦略航海図」では、このマップをベースにひとつひとつを深

掘りしていきます。 

この転職戦略マップがあなたの新しい人生のステップを踏むきっかけになれば

幸いです。 

ぜひ、成功を勝ち取りましょう！ 

Office Think&sync lab 

栗田 涼 

http://worklife-next1st.com/ 

http://worklife-next1st.com/

