全国各地・どこからでも参加できる、早活オンラインサポート。
ネット環境を準備できない高校生は貸出も可能!
一足早く就職活動のポイントを学ぶ!

高校生のための就活講座

「早活」の時代がやってくる。
18 歳で社会に出るメリットを
早活 。
活かした高卒就職「早活」
早活を学んで、自分らしい
「将来の選択肢」
将来の選択肢 を探してみませんか。
就職を考えてるけど
どんな仕事が向いているか
わからない。

進学だけではなくて
就職も考えたい。

自分の将来に
自信がもてない。

新しいカタチの進路相談で、
自分らしく生きるための卒業後の選択肢を考えてみませんか？
まだ将来はわからないけど大学や専門学校に進学しておけば、
なんとかなる！と考えている高校生のみんなへ。
これまでの「最終学歴」の時代は終わり、時代の変化に合わせて学び続ける
「最新学習歴」の時代が始まります。
そんな時代の先駆けを生きる先輩たちと出会い、
自分と向き合って、
これからの未来を一緒に考えてみましょう。

た っ た 一 度 の １８ 歳 の 選 択 を 豊 か な も の に し よ う ！
進学から就職志望へ変更して…

就職活動中に自信をなくしたが…

就職試験に落ちてしまったけど…

休校期間中に進路を進学から就職に変更し
たが、学校が対応できず早活オンラインサ
ポートへ。様々な業界を研究し、魅力的な応
募先と出会い内定を勝ち取る。

応募前職場見学で企業を訪問したところま
できて就職に悩む。学校の紹介で早活オンラ
インサポートへ。
「早活」
の発想を学び、意欲
を取り戻し、
自分で就職先を探しだした志望
先に内定。

学校から紹介された企業の就職試験に落ち
もうダメかと思った時、学校から早活オンラ
インサポートにつながり、
そこから志望先を
再度検討。
インターンを通して自信をつけ、地
元企業に内定。

他にも多くの高校生が、主体的に就職活動を取り組むことで、自分らしい就職先を探しだし、内定を勝ち取っています。
「コロナで就職先が減った」と言われますが、それ以上に高校生を採用したい企業は数多くあります。ポイントは、どう自分にあった企業を探し出すか、です。

サポート

STEP

応募からの流れ まずは応募フォームから気軽にご連絡ください。
面

談

就職先
リスト作成

面接
サポート

応募先決定

内定・就職

就職後
サポート

一人一人に合わせた進路サポートを行います。就職斡旋ではありません。
就職先をともに探し出し、考え、選択することをサポートする職業指導の一環です。

早活塾オンラインセミナー

毎週開催中
進路選択をする時に、進学か就職かに悩ん
でいたり、就職活動に不安がある方は早活
の考えに触れてみてください。より良い就
職を手に入れたい方はぜひ参加を！

相談員紹介 毛受 芳高

高校生

早活オンラインサポート
セミナー応募フォーム

毎週土曜 13時〜14時

高校生向け

無料

「オンライン企業研究」

保護者

毎週土曜 10時〜11時

保護者向け

助成金で運営しております

「オンライン就職サポートセミナー」

一般社団法人アスバシ 代表理事

名古屋大学大学院で認知科学を学ぶ。大学院を卒業後、若者たちと社会をもっとリア
ルにつないでいきたいとNPO法人アスクネットを立ち上げる。2005年経済産業省と共
に、
「キャリア教育コーディネーター」資格を創設。2012年からは
「すべての若者が明日
の社会の担い手になるための架け橋（アスバシ）
を！」
と一般社団法人アスバシを設立し、
高卒就職のアップデートに取り組んでいる。

一般社団法人アスバシ

高校生・保護者・教員
どなたでも申込OK

森澤 ゆかり

2級キャリアコンサルティング技能士（国家資格）

商業高校を卒業後、貿易関連企業にて営業事務として勤務。27歳で全国展開する美
容サロンに転職、約50名の女性スタッフの人材育成を担当。
その経験を活かし、2級キャ
リアコンサルティング技能士を取得。現在は、高校での進路指導講演、保護者講演、
キャ
リアカウンセリング、高卒就職・定着・育成支援を実施。

〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町 8-5 愛知私学会館東館 3F
担当 : 毛受・斉藤
052-881-4401
052-308-3084

裏面もチェック!

ソ ウ カ ツ

18 歳で社会に出る準備をすると、

とは？ 未来で活躍できる社会が待っている！
早活にシフトする企業の事例

「学歴を問わず優秀な人材を育てていくことは重要だ。」

静岡銀行・代表取締役

静岡銀行

静岡銀行、
２８年ぶり高卒採用復活
学業との両立支援

銀行のビジネスモデルが変革を求められる中、多様な人材を獲得する狙い。
銀行で働きながら大学の夜間コースや通信制大学を受験し、地域の将来を担
う人材として育成する。大学の受験料や学費は静岡銀が負担する。
（静岡新聞
2020年12月）

大和ハウス 工業高校生を採用。専門学校で育成
新卒の工業高校の生徒を採用し、専門学校で学ばせるなどして建築現場の監
督者に育成す る取り組みを始めた。経済的な理由で就職をめざす生徒も支援
する。3年目から施工管理職として働き、
その後は大卒社員らと同じ扱いにな
る。
（朝日新聞デジタル 2020年12月）

高卒採用率をUP

ワコールホールディングス 「大卒と比べ成長の度合いが大きい」
19年に2人が入社したワコールは「大卒と比べ成長の度合いが大きい」
（人
事担当)との 評価から、20年春は販売職の正社員60人のうち15%にあたる9
名を高卒にした。給与は 入社5年目で大卒新卒社員より高くなる(標準評価
ベース)ように設定されている。
（日経新聞2020年3月）

Googleは独自のオンラインスクール開校へ。
６ヶ月で終了する新しいオンラインのIT学
習プラットフォームを提供すると発表
(2020年8月)。
この証明書を取得すると、大
卒と同様の扱いをすると意向を示した。

高校生の就職で注意するポイントとは？
現在の高卒就職には一人一社制など様々なルールが存在します。
そのため、
高校生が就活のために手に入れられる情報が少なく、就職の可能性を狭めてしまうことがあります。

半数の高校生が
「その一社しか知らずに就職」。

55.4% リクルートワークス研究所の4000人の高卒就職者で

44.6%

の調査によると、1社だけを調べて1社に内定する割
合は55％を超えています。(図1)

55.4%

(図1)
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0
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-0.10
-0.15

未来のキャリア➡「興味・好奇心」
を持ちづらい
就職後に
「興味や好奇心」
「自分の進みたい進路を
進めている感」
が著しく低くなってい
ます。
（図2）

×

1社だけ調べ見て、
１社だけ受けて、
１社に内定した高卒就職者

未来自信・好奇心

自己コントロール

0.02

-0.11

就活時の情報量が少ないため、離職が多い
就活時の情報量が少ないと、就職後に
「思っていた
のと違う」
というショックやそれによって離職する人が
多いことも示されました。
（図3）
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しっかり調べてから就職する企業の選択肢を増やし、就職先を決めないと、
その後の人生にもずっと影響するのです。

高校生の就職の可能性を広げるオンラインセミナー

オンライン &完全無料

裏を返せば現行制度の中でも、
どのように自分で情報を集め、選択肢を広げるのか？そのなかで自分は何をしたいのかを考える機会を設ければ、高校生の就職も大きく可能性
が広がるということです。学校や家庭の中だけでは、十分に手が届かない部分をサポートするのが、
このオンラインセミナー
「＠18早活塾」
です。高校生の就活の特徴や攻略法、
業界研究や実際にいろんな社会人のお話を聞ける機会を提供します。すべてオンラインの無料ですので、気軽にはじめの一歩を踏み出してみませんか？

高校生向け 隔週土曜日13時〜14時
オンラインセミナー
高校生の就活「業界研究」＋毎回異なる
テーマで社会人講座

保護者向け 隔週土曜日10時〜11時
オンラインセミナー
高卒就職する我が子を支えるためのポ
イントを徹底解説

就職希望の高校生を最後まで
徹底サポート
就職先を探して、応募、面接、
そして就職
後もサポートします

最新情報はこちら!

LINE@

不安定な進路選択は、その後の人生に大きく影響を及ぼします。
特に、
コロナ禍では、その影響は甚大です。
そのため、
キャリア教育に長年取り組んできた
一般社団法人アスバシは、
「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」
で高校生の進路を切れ目なく支援する仕組みを整えました。

教員の皆様へ
「就職指導を十分に取り組むことができない」
「就職希望の中で
も、心配な生徒がいる」各学校の事情を踏まえた上で、
教員の皆
さんと一緒に、生徒たちの進路が決まるまで徹底サポートします。
オンライン活用以外にも、学内で開催することもできます。

保護者の皆様へ
「進学費用を家庭で負担できないけど、
このまま就職させるのは不安」
「子ど
もが卒業後の進路選択に悩んでいる」
そんな保護者の相談を受け付けてい
ます。
その後、子どもにつないでいただければ、
進路の決め方、
就職先の選定
から応募、
就職が決まるまで、
オンライン面談などで最後までサポートします。

