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件名は手短に書く

通常、メールの件名には用件が簡潔にわかるような短いタイトルをつ

けます。しかし、話の要約を苦手とする発達障害のある人の中には、件

名欄に用件そのものを長々とつづる人がいます。件名に使用できるテキ

スト文字の最大数には制限があり、あまりにも長すぎると迷惑メールと

して扱われることがあります。用件は本文に記述し、件名は手短に書く

ようにしましょう。

送信者情報を書く

上記の例では、企業面接会への参加予約を入れることが目的です。誰

から送られたメールであるかわかるように、件名の末尾には送り主であ

る自分の氏名を入れます。

【誤】

  ↓
【正】

2016 年 4月10日に○○センターで開催される合同企業面接会に参加予定したいので参加予約させてもらいます。よろしくお

願い申し上げます（山田）

○○商事宛先：

件名：

件名：企業面接会参加予約の件（山田けい子）

○○商事宛先：

件名：

図1 長すぎる件名とその修正例

メールの件名と宛名に関する注意事項
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ここで注意したい点としては、通常、携帯電話やスマートフォン間で

はアドレス情報をすでに交換・登録済みの場合、あるいはＳＮＳなどの

アプリ内では氏名やキーワードを検索することで、そこにひもづけられ

た相手の個人情報にたどり着けます。しかし、メールなどで受け取る場

合は、メールアドレスは英文字などの羅列表記でしかないので、それを

見ただけでは送り主が誰なのか検討もつかないことがよくあります。つ

まり、学生が企業にいきなりメールを送っても、誰から送信されたもの

か相手にはすぐにはわからないのです。したがって、件名の末尾には必

ず氏名、本文末尾には氏名・連絡先・学校などの所属名を記した署名情

報を追加しておくことが大切です。

宛名の敬称について

メールは文字通り手紙ですので、相手に失礼のないような書式や文面

にする必要があります。宛名と合せて役職名や敬称（様）を付けておく

ことも一つの気遣いとなります。

普段、友人や家族に対して、肩書きや敬称をつけることはないと思い

ますが、外部に向けてフォーマルな内容のメールを送る場合には、誰宛

に向けてのメールなのかを示す意味も込めて、相手の所属先、役職、敬

称をつけて送るようにしましょう。実際に職場の中での慌ただしい業務

遂行のうえでは、煩わしいので所属や役職の表記は暗黙の了解として省

かれる場合もありますが、それ以外の場面ではどんな相手であっても、

フォーマルな宛名書式（図 2 の文面参考）で書くようにします。それが

社会人としてのマナーです。場合によっては、正式な所属や氏名がわか

らないときがあります。その場合は、「○○○会社　採用担当者様」と

いうように、役割名を入れるようにしましょう。当然、送り主である自
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分の名前や所属は忘れないようにしましょう、そうでないと企業がメー

ル受信しても、実際に担当した方に届かないかもしれないからです。

図2 企業に問合せする際のメールの文面例

【送り先担当の氏名がわからないときの宛名】

○○○○会社

人事総務部　採用課

採用担当　○○○○　様

初めまして、山田　けい子と申します。

お忙しい所、誠に申し訳ございません。

今月１０日に開催されます採用面接会への参加予約を

お願いしたくメールにて連絡差し上げました。

何卒よろしくお願い申し上げます。

/////////////////////////////////////////////////////////

○○○大学　経済学部　四回生

山田　けい子

携帯：000-000-0000 E-Mail：keikoyamada@ ○○○ .ac.jp

/////////////////////////////////////////////////////////

○○○○会社

採用担当者　様

（以下は、同じ文面となります。）

所属団体名

所属団体名

担当名称　担当者氏名　敬称

所属部課名

担当名称　敬称
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資格の記載

発達障害のある人は、何事も正直にすべてを記載しなければならない

と考えます。そのため、履歴書を簡潔に記述できない傾向があります。

新卒の学生であれば、持っている資格すべてを記載したいと考えがちで

すが、実際にはすべての資格が業務に役立つわけではなく、不要な資格

を履歴書に記載することは意味がありません。一般就労経験者の場合は

担当した業務すべてを記載しようとするため、内容をただ羅列するだけ

となり、ページ数が非常に多くなりやすいです。

日頃、人事担当者は膨大な量の履歴書を見ています。したがって、簡

潔に要約された履歴書で人事担当者の評価を得るのがベストです。ペー

ジ数の多い履歴書はそれだけで内容が要約されていない（つまり、物事

をわかりやすく要約できない人である）と思われ、書類選考を通過しな

いとしたら残念です。一般的に、就職するためには書類選考と面接があ

り、面接に進むためには書類選考を通過しなくてはなりません。書類選

考の通過のために、面接官（読む人）の視点を意識した履歴書の作成は

重要です。

● Ｅさんの場合（大学院生　女性　アスペルガー症候群）

公務員試験にチャレンジしたＥさんは筆記試験では合格するものの、

最終面接ではすべて不合格が続きました。学校の試験では正解、不正解

がはっきりしていますが、面接では何が正解なのかわからず、どのよう

履歴書・職務経歴書の書き方
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に就職活動を進めたらよいか相談にみえました。一般枠での就労をあき

らめる決心がなかなかつかなかったＥさんでしたが、長時間の残業は避

けるようにという主治医の意見もあり、障害者雇用枠での就労を決めま

した。自分で就職活動を続けていましたが、手応えがないとの相談でし

た。事務職への応募を続けているＥさんの履歴書を見せてもらったとこ

ろ、不要な項目が多いことが判明しました。

【免許・資格】

平成〇年〇月 実用英語技能検定 2級 

平成〇年〇月 日本語漢字能力検定 2級 

平成〇年〇月 普通自動車第一種運転免許

 （但し、服薬の都合上現在運転はできない。）

平成〇年〇月 TOEIC　スコア660　 

 （但し、現在はスコアの有効期限は切れている。）

平成〇年〇月 京都きものコンサルタント協会　きもの着付け1級師範

平成〇年〇月 秘書技能検定　準1級 

平成〇年〇月 茶道裏千家　準師範免許 

 なお、現在、日商簿記検定試験 3級の取得を目指して勉強中。

図1 Ｅさんの最初の記載内容

図2 Ｅさんの履歴書（修正後）

【免許・資格】

平成〇年〇月 実用英語技能検定 2級 

平成〇年〇月 日本語漢字能力検定 2級 

平成〇年〇月 普通自動車第一種運転免許　　　　

平成〇年〇月 TOEIC　スコア660　　　　　　　　 

平成〇年〇月 秘書技能検定　準1級 
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応募する事務職では運転をする必要はありませんが、正直なＥさんは

正確に書かなくてはいけないと考え、履歴書の資格欄への運転免許の記

載のあとに服薬のため運転はできないとカッコ書きで追記していまし

た。また、業務に関係のない趣味の分野に至るまで、保有する数多くの

資格を記載していました。そこで、人事担当者が読みたい履歴書とはど

のような履歴書かを話し合いました。一言で言うと、それは人事担当者

が「知りたい情報がまとめられている履歴書」ということになります。

募集している会社や仕事のことを理解できていて、その仕事とマッチす

る自分の能力をさりげなくアピールできていると、人事担当者はこの人

に会ってみたいと思うでしょう。こういった履歴書の目的からすると、

Ｅさんの最初の履歴書には不要な項目が多いということで意見が一致

し、業務に必要な資格だけを記載し、簡潔に書き直すことを試みました。

職務経歴書

職務経歴書の目的は、これまでどんな会社で、どのような仕事に就き、

どのような能力を発揮してきたかを簡潔に伝えるツールです。単に今ま

での経験を並べるのではなく、求人の募集内容により人事担当者が知り

たいことを見やすく編集する必要があります。「これまでの職務経験を

簡潔にまとめたもの」という定義から考えると、A4 縦の横書きで、基

本的に 1 ～ 2 枚がベストでしょう。職務経歴書は自由な様式で、パソコ

ンで作成するのが一般的です。発達障害のある人の中にはすべての情報

を記載しようとして、小さい文字を使用している人や、あるいはさまざ

まなフォント文字を混在させている人がいますが、文字の大きさは本文

部分で 10.5 ～ 12 ポイントが一般的です。フォントのスタイルとサイズ

はすべて統一します。標題や見出しについては、フォントサイズを大き
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くしたり、ゴシック体や太字にしたりするなどして強調します。わかり

やすく、読みやすいレイアウトにするのが基本です。また「読みやすく」

を意識して一つの文章を短くするように心がけます。例えば「○○課に

配属」「○○業務に従事」のようにすると読みやすくなります。

また、履歴書、職務経歴書ともに年号（和暦・西暦）が揃っているか

確認します。また、会社名や資格などの各名称は正式名称で記載します。

その他の注意点として、前職での担当業務に取引先との守秘義務がある

ならば、その名称は職務経歴書では使用しません。「官公庁」「大手○○

部品メーカー」などのように説明します。面接に、担当していた業務の

資料のコピーを持参することも NG です。面接で質問された際は「取引

先との守秘義務により、正式名称はお話しできませんが」と最初に丁寧

にお断りをしたうえで、差し支えない範囲で真摯に回答します。

派遣就業歴の長い人の場合

派遣就業歴の長い人は、会社ごとに職務を記載すると応募書類が 1 ～

2 枚ではおさまらないという悩みが出てくるかもしれません。そのよう

な場合は、1 社ごとに記載せず、まとめて記載する方法があります。具

体的には、履歴書上は「○○年 4 月～○○年 3 月まで派遣就労（計 3 社）」

のように記載します。そして、職務経歴書では派遣就業期間の内容とし

て、担当業務ごとにまとめて記載します。

● 経歴の書き方（例）

経理事務：（○○年 10 月～○○年 3 月、○○年 4 月～○○年 3 月）

　入出金伝票の起票、仕分け管理、帳簿記帳、売掛・買掛金管理

総務事務：（○○年 4 月～○○年 3 月、○○年 4 月～○○年 3 月）

　備品管理、社員証作成、給与計算、社会保険事務
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自己 PR 文を作成する際には、何を PR したいのかを明確にして、自

分の得意なところをうまく相手に伝えることが大切です。就職活動で一

般的に求められている資質（積極性や社交性、コミュニケーション能力

など）が自分にないとしても無理に言及する必要はありません。各々特

徴があり、必ずよいところがあります。自己 PR 文の作成に悩んだら支

援者に協力を依頼しましょう。個々に個性が異なるように正解は一つで

はなく、すべてをお知らせできませんが、ここでは、自己 PR の NG 例

を取り上げ、実際に添削した文章について解説を交えながら紹介します。

● Ｆさんの場合（第二新卒　男性　広汎性発達障害）

【原文】自己 PR「私の長所」

「私には積極的であるという長所があります。日商簿記 3 級の資格取

得のために、問題集以外にも過去の問題を取り寄せて勉強しました。ま

た、簿記専門学校の直前対策を積極的に受講しました」

【解説】

「積極的」とは物事に対し自分から進んではたらきかけるさまです（大

辞林）。この PR 文の場合、文章の中に何に対して積極的であるかの記載

がありません。続く文章では簿記 3 級のための勉強の努力についての説

明があり、物事に対し用意周到であることのエピソードにはなります

が、積極的な事例とは言えません。簿記の直前対策の積極的な受講とい

う事実があっても、本人の行動や姿勢における積極性を示す材料として

は不十分です。新卒の就職活動では積極性やコミュニケーション能力が

自己PR文の作成のポイント
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求められがちですが、本来の自分にはない資質を PR しようとすると無

理が生じます。むしろ、自分の決してあきらめずに努力する点などを

PR してはいかがでしょうか。

【添削例】

「私の長所はあきらめずにコツコツと努力を重ねるところです。日商

簿記 3 級の資格を取得するために、簿記専門学校の直前対策を受講する

ほか、問題集以外にも過去の問題を取り寄せて勉強しました」

● Ｇさんの場合 ( 第二新卒　男性　広汎性発達障害 )

【原文】自己 PR「私の長所」

「私には几帳面さがあります。前職で担当した業務（特に照合作業と

入力作業）では金額に間違いがないか目視と指差しで確認を実践し、ミ

スがないように努めました」

【解説】

「几帳面」とはきちんとしているさま。すみずみまで規則正しくする

さまです（大辞林）。担当する業務をミスがないように正確にこなすこ

とは当然のことですから、当然のことをして几帳面と表現することはで

きません。几帳面さの説明のためのエピソードとしては不適切というこ

とになります。細かいところまで、物事をきちんと行うという意味での

エピソードとしては、整理整頓が得意であることや、仕事を開始する前

に事前の準備を徹底したなどの例がしっくりくるのではないでしょうか。

ミス防止対策の徹底を PR すると次のようになります。

【添削例】

「私は前職では照合作業と入力作業を担当していました。ミスの防止

のため目視や自分でのダブルチェックは当然のことですが、さらなるミ

ス防止のために 2 人体制でのチェックシステムを取り入れました」
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● Ｈさんの場合（第二新卒　女性　広汎性発達障害）

【原文】自己 PR「これから頑張りたいこと」

「まずは自分に与えられた業務を確実にこなせるようにすると同時

に、1 年後には Word と Excel だけでなく PowerPoint や Access、そして

ブラインドタッチができるようになりたいと思います」

【解説】

「まずは自分に与えられた業務を確実にこなせるようにする」という

フレーズは口頭での説明なら構いませんが、自己 PR 文にはより明確な

内容を記載するのが相応しいと思います。さらにパソコンスキルは習得

しているのが当然と考えられていますので、わざわざ文章にする必要は

ありません。むしろ明記することで、パソコンスキルが乏しいと思われ

てしまう可能性があります。また、ブラインドタッチについてはできる

に越したことはありませんが、必須ではありません。就労経験者であれ

ば、これまでに経験した業務をさらに深めていくことや、これからどの

ように業務に関わっていきたいかなど、自分の将来についての考え方と

姿勢が求められていると思います。

【添削例】

● 経理事務の場合

「一般就労経験の中では経理事務補助として伝票仕分けや入力を行っ

ていました。現在簿記 2 級の資格取得に向け勉強中です。今後は簿記の

知識を習得し、経験を積み、決算書まで対応できる経理のスペシャリス

トを目指したいと思います」

● 管理事務全般

「これまでに経験した経費に関わる入金・出金の管理、伝票仕訳など

の日常的な出納業務に加え、給与計算や年末調整など幅広く対応してい

きたいと希望しています」
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