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株式会社東京スター銀行 
 

東京スター 子ども応援プロジェクト 
 

NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむと東京スター銀行による 

シングルマザーのためのオフィスワーク就労支援プログラム 
 

2020 年 6 月 19 日 第二期生 募集開始 

 

シングルマザーと子どもたちの支援を 40 年にわたって行ってきた NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむと株式会社

東京スター銀行（東京都港区、代表執行役頭取 CEO 多田 正己）は、昨年 7 月にシングルマザーのための

オフィスワーク就労支援プログラムを創設し、15 名がプログラムに参加しました。プログラム修了生のうち数名が本

年 4 月に東京スター銀行に入行しています。 

第二期となる今年は、2020 年 6 月 19 日（金）から第二期生のプログラム受講者の募集を開始します。本プ

ログラムでは、シングルマザー向けにビジネスマナー・PC スキルなどのキャリアアップ講座とキャリアカウンセリングを一

体にして提供します。 

 

【本プログラムの特色】 

・ プログラム修了後、希望者には東京スター銀行の採用にご応募いただけます。 

・ キャリアアップ講座だけでなく、参加者一人ひとりに対して就業に関するキャリアカウンセリングを提供します。 

 

 

日本では 7 人に 1 人の子どもが相対的貧困状態※1 にあり、とくにひとり親世帯の貧困率は 50.8%※2 と言われ

ています。日本のシングルマザーは就労率が 81.8％※3 と他国と比べて高い水準にあるにも関わらず、就労収入

が低いことが課題とされています。また、新型コロナウイルスによる影響は甚大で、しんぐるまざあず・ふぉーらむの

2020 年４月の調査によると収入が減ったひとり親世帯は 59％、収入がなくなった世帯は 11％にのぼります。

2019 年に成立した「改正子どもの貧困対策推進法」においても、就労収入の改善が重要とされています。 

 
※1 OECD（経済協力開発機構）で定められた基準で、世帯の所得が、その国の等価可処分所得の中央値の半分に満たない状態。  

※2 厚生労働省 「平成 28 年 国民生活基礎調査の概況」 ※3 厚生労働省 「平成 28 年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」 

 

NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむと東京スター銀行は、より安定した職業生活と家庭生活を送れるような 

支援を通じて、シングルマザーと子どもたちの生活を応援していきます。 

 

 

【オフィスワーク就労支援プログラム概要】   ※詳細は、募集要項をご参照ください。 

内   容 ： ビジネスマナー・PC スキル等のキャリアアップ講座、キャリアカウンセリング 

募集人数 ： 15 名程度 

実施場所 ： 東京スター銀行事務センター内（最寄り駅：京王線 聖蹟桜ヶ丘駅） 

実施期間 ： 2020 年 9 月～2021 年 1 月（全 8 回） 

募集期間 ： 2020 年 6 月 19 日（金）～8 月 9 日（日） 

応募資格 ： 事務系の仕事を中心として企業におけるキャリアアップを目指すシングルマザーの方    

（末子が 18 歳未満、就業経験が１年以上有る方） 

NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ  TEL 03-3263-1519  E-mail：asuhana@single-mama.com 

株式会社東京スター銀行 広報室 TEL 03-3586-3111（平日 9：00～17：00） 



シングルマザーのための

2020年9月～2021年1月に実施する合計
８回のプログラムで、ビジネスマナー・PC
スキル等のキャリアアップ講座、キャリア
カウンセリングをご受講いただけます。

現在子育て中のシングルマザー・プレシン
グルマザーの方が、お子さんとともに、よ
り安定した生活を送ることができるよう、
キャリアアップのお手伝いをいたします。

第二期生 募集要項 

オフィスワーク
就労支援プログラム

修了後、希望者は東京スター銀行の
採用にご応募いただけます。

プログラム
概　要

プログラム
応募条件 □オフィスワークで企業におけるキャリアアップを目指す方

□シングルマザーの方（末子が 18歳未満）※別居中および未婚の方で、家計を別としている方も含みます
□PCで文字入力できる方
□これまでの就業経験が１年以上有る方（就業していない期間などがあっても応募可能です）
□原則、全日程の講座に参加できる方（ご事情がある方はご相談ください）
□開催場所（聖蹟桜ヶ丘）に無理なく通える方（交通費は自己負担でお願いします）

原則として、以下のすべてを満たしていること

内　　容 ：ビジネスマナー・PCスキル等のキャリアアップ講座、キャリアカウンセリング
募集人数 ： 15名程度
実施場所 ： 東京スター銀行事務センター内
　　　　　（最寄り駅：京王線 聖蹟桜ヶ丘駅すぐ 新宿駅から特急で約30分）
実施期間 ： 2020年 9月～ 2021年 1月（全 8回）
募集期間 ： 2020年 6月 19日～ 8月 9日
※新型コロナウィルス感染対策について
　座席間を離す等の感染対策を講じた実施を検討しています。
　感染拡大の第2波の懸念等が強まった場合には、PCを使ったオンラインでの実施を検討します。

プログラム
特　長

●オフィスワークで企業におけるキャリアアップを目指す方が、仲間とともに成長し、
　本来の自分を発揮し、より良い未来を実現することを応援します。
●託児サービスの用意があるので、お子さまと一緒にご参加いただけます。
　※公共サービスのご利用をアドバイスする場合があります。

東京スター
子ども応援プロジェクト



面接時の必要書類

東京スター銀行の採用への応募について

その他の注意事項

個人情報の取り扱い
お送りいただいた個人情報は、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむお
よび東京スター銀行にて厳重に管理し、プログラム提供の目的のみに利用
します。

＊以下の場合は、受講をお断りする場合があります。
・NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ、また、東京スター銀行およ
びそのグループ会社の役職員および親族であることが判明した場合。
・事実と異なる記載、書類の偽造等が判明した場合。
・犯罪行為、暴力行為、反社会的勢力との関わりなどが発覚した場合。
＊プログラム中に、プログラムの広報活動として写真撮影等をする場合
がございます。ただし、個人が分かる内容については事前に承諾が得
られた方のみ公表することといたしますので、ご安心ください。

＊プログラム修了までは、退職・転職はお控えください。強く希望される
場合は事務局に事前にご相談ください。

＊プログラム・採用の内容等は、変更する可能性があります。

＊プログラム修了後、希望者には東京スター銀行の事務職を中心とし
た採用（原則、聖蹟桜ヶ丘勤務）にご応募いただけます。雇用形態は、
ご経験やご希望等により決定します。

＊東京スター銀行の採用への応募はプログラム参加の必須条件ではあ
りません。現在の職場でのキャリアアップや、さまざまな業界・企業へ
のキャリアアップを目指す方も歓迎します。

＊本プログラムは、東京スター銀行の社会貢献活動としてキャリアアッ
プの機会を提供することを目的とするもので、東京スター銀行での就
業をお約束するものではありません。

シングルマザー・プレシングルマザーであることの証明（児童扶養手当
受給者証、ひとり親医療証、別居の方は世帯全員の住民票等、そのほ
かシングルマザー・プレシングルマザーであることが証明できる公的
書類）と証明写真 1枚を面接時にお持ちください。

以下リンク先の申し込みフォームより、お申し込みください。
https://www.single-mama.com/asuhana

プログラムは全て土日の実施となります。平日にお仕事をされている方もご参加可能です。
プログラム実施時間：全日9:30~15:30（昼休憩含む）昼食のご用意はありません。

第１回  開講式 / コミュニケーション講座

第２回  生活力（家計・子育て・メンタル）

第３回  PC講座

第４回  事務の基本

第５回  マナー・身だしなみ・社会人の基礎

第６回  自己理解、就職スキル、SPI テスト対策

第７回  企業理解 キャリアコンサルティングデー

第８回  修了式

〔ご希望の方は〕　東京スター銀行の採用へ応募
　　　　　　　　別途ご案内する応募書類をご提出ください。
　　　　　　　　書類選考、Web適性検査、面接があります。

　　　　　　　　採用合否連絡

　　　　　　　　東京スター銀行入行  

2020年　9月 12日（土）
予備日　  9 月 13日（日）

2020年  9 月 26日（土）
予備日   10 月   3日（土）

2020年 10月 11日（日）

2020年 10月25日（日）

2020年 11月  8 日（日）

2020年 11月 22日（日）

2020年 12月   6日（日）

2021年   1月 10日（日）

2021年 1～2月

2021年 3月

2021年 4月

選考方法

申込方法

プログラム

シングルマザーのためのオフィスワーク就労支援プログラム〈第二期生〉 スケジュール 

※天候不良等で実施不可と
　なった場合に備え、
　予備日を設けています。

内　容 日　程

募   集
2020年 6月 19日（金）
～8月 9日（日）

応募フォーマットを
送付して、お申し込み

ください。

面接選考
2020年 8月 22日（土）

～24日（月）

書類選考通過者には、
面接日程を
連絡します。

合否連絡

2020年 8月 31日（月）

ご記入いただいた
連絡先に
通知します。

書類選考・面接・
PCタイピングスキルチェック
（書類選考の上、
 面接日時をお知らせいたします）

お問い合わせ 事務局：認定NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
 Tel 03-3263-1519  E-mail asuhana@single-mama.com　　　　　　　ご質問などございましたら

お気軽にご連絡ください


