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◎キャリアの棚卸しをする
●「キャリア」は、皆さんご自身の貴重な「財産」であり、皆さんの職業経験とともに変化・発

　達していきます。

●ジョブ・カードにより、これまで皆さんが積み上げてきたキャリアを整理し、状況を確かめる

　ことができます。皆さんのキャリアが変化・発達するたびに書き加え、生涯にわたって使い

　続けることをおすすめします。

◎キャリアコンサルティングを受ける
●キャリアコンサルティングとは、①これまでの

　キャリアや職業能力等を整理し、②これからの

　キャリア・プランを描いていくための相談を

　することです。

●キャリアコンサルティングを受けると、ジョブ・

　カードの内容が深まり、充実したものとなって

　いきます。ジョブ・カードを書いてみたら、是非、

　キャリアコンサルティングを受けましょう。

“はたらくことについての相談相手”となるキャ

リア支援に携わる専門職です。キャリアコンサ

ルタントには守秘義務が課せられていますの

で、安心してキャリアの悩みをいろいろ相談し

てみましょう。

ジョブ・カードを書いてみる

自己理解

仕事理解

（この時点では、未記入欄があってもＯＫ）

キャリア
コンサルティングを
受ける

ジョブ・カードの
完成・見直し

定期的にジョブ・カードの内容を振り返り

ジョブ・カードの活用方法
●自己理解（キャリアの棚卸しを含みます）や仕事理解の結果等を踏まえて、キャリア・プラン

　を作成します。

●書き上げたジョブ・カードは、就職活動において活用するだけでなく、生涯にわたって変化・

　発達を続けるキャリアを定期的に振り返るためにも使っていきます。

●キャリアは、経験を積むとともに変化します。キャリアの変化に気づき、的確に対応できる

　ように、定期的にジョブ・カードの見直しや確認を行いましょう。
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◎興味・関心
◎こだわり・価値観
◎強み・能力

◎どんな仕事があるか
◎仕事に求められる
　適性・能力
◎キャリアパスの理解
◎ロールモデルの把握

職業能力
証明

キャリア・
プランニング
（生涯）

◎ジョブ・カードを
　活用して就職活動

◎ジョブ・カードを
　活用し働き方や
　必要な能力開発を
　考える

ジョブ・カードの完成
（キャリア・プラン作成）

国家資格
キャリアコンサルタントとは？

◎仕事を理解する
●これから就職を目指す方（学生・求職者）は、どんな仕事があるのか（仕事の内容や、就職

　するために必要な能力・条件など）を知ることで、自分にマッチした仕事を視野や選択肢を

　広げて検討することができます。

●在職者の方であれば、業界・社内のキャリアパスや仕事内容を理解することで、目指すべき

　方向がより具体的なものとなるでしょう。





実際にその仕事に就くかどうか、現実にできるかできないか、ということは全く考えずに、今あな

たが感じる興味・関心の程度を素直に回答して下さい。作成手順は下記の通りです。

ジョブ・カードへの準備 ２ 興味・関心のある分野を探す

作成手順 表の各項目に対し、太枠の白い欄に、「とても興味がある」＝（３点）、「興味がある」＝（１点）、「興味がない」＝

（-１点）の要素で点数を記入し、縦の列で得点を合計してください。
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記入法

上記のＲ．Ｉ．Ａ．Ｓ．Ｅ．Ｃのうち、合計の点数が

高かったものから３つを〇で囲みましょう。

これらの領域があなたの興味に適合する職業分野と

考えられます。詳しくは、８ページをご覧ください。

R

Ａ

Ｅ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

【Ｒ】 【Ｉ】 【Ａ】 【Ｓ】 【Ｅ】 【Ｃ】

株式会社リアセック　提供
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2
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20
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23

24

25

26

27

28

29

30

ブルドーザーやクレーン車を運転する

実験や研究を繰り返し病原体を発見する

小説を書く

病院で入院患者の世話をする

店や会社の経営にたずさわる

ルールに従って伝票を処理する

部品を組み立てて機械を作る

海水の成分や海流について調査研究する

映画をつくる

保育園で子どもと一緒に遊びながら世話をする

テレビなどの番組を企画し、制作を指導する

コンピュータに大量の計算をさせる

飛行機を点検・整備する

農作物の品種改良をする

インテリアをコーディネイトする

ホテルや旅館で接客する

消費ニーズを分析し、流行を作る

マニュアルに従って間違いなく対応する

自動車の修理をする

真理を追究する

後世に残る建築物を設計する

ツアーコンダクターとして旅行に同行する

経済アナリストになり、経済動向を予想する

法令や規則に従って正確に書類を作成する

ダムの施工管理を行う

フィールドワークを行い、考古学を究める

写真を撮ることによって、自己表現を行う

仕事の大半は、人と話をしたい

公正な裁判を行う

手順に従って、遅延なく飛行機を離着陸させる

【合計】
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キャリア・プランを作成するには、仕事を理解することも大切です。５ページの「興味・関心のある分

野を探す」の結果と下の職業一覧を参考にして考えてみましょう。

さらに「職業情報提供サイト（日本版Ｏ-ＮＥＴ）」では、仕事理解をより深めることができます。

◎職業一覧（仕事と職業の六角形）

◎６領域の特徴
パーソナリティタイプ 適合する職業

【Ｒ】現実的

【Ｉ】研究的

【Ａ】芸術的

【Ｓ】社会的

【Ｅ】企業的

【Ｃ】慣習的

機械や物を対象とする具体的な活動に興味がある
・機械を扱う仕事　・動物に触れる仕事　・身体を動かす仕事

・ものを扱う仕事　・運転する仕事

・研究する仕事　・考える仕事

・調査する仕事　・分析する仕事

・創造的な仕事　・表現する仕事

・アイディアを生み出す仕事　・感性を活かす仕事

・人と接する仕事　・人に奉仕する仕事

・人を教える仕事　・人を助ける仕事

・企画する仕事　・人や社会を動かす仕事　・監督する仕事

・組織を運営する仕事　・リーダーシップを発揮する仕事

・事務的な仕事　・正確さが求められる仕事　・反復作業が多い仕事

・規則的な仕事　・整理したり管理したりする仕事

研究や調査のような活動に興味がある

音楽、美術、文芸など芸術的な活動に興味がある

人に接したり、奉仕するような活動に興味がある

企画したり、組織を動かすような活動に興味がある

定まった方式や規則に従って行うような活動に興味がある

６つのパーソナリティタイプ

（現実的・研究的・芸術的・社会的・

企業的・慣習的）と、職業の適

合関係を分類したモデル。

参考：仕事理解（職業一覧）

R
現実的領域

Ａ
芸術的領域

Ｅ
企業的領域

Ｉ
研究的領域

Ｓ
社会的領域

Ｃ
慣習的領域

【Ｉ】領域に近い職業

【Ｃ】領域に近い職業

【Ｒ】現実的領域の職業

機械技術者、建築士、航空整備士、

自動車整備士、造園師、

通信士、動物園飼育係、

土木技術者、酪農家、料理人

【Ｒ】領域に近い職業

化学試験分析員、工学研究者、

歯科医師、獣医師

ＩＣ製造工、植木職人、

機械修理工

【Ａ】領域に近い職業

科学雑誌編集者、

ゲームクリエイター

ガソリンスタンドサービス員、

建設機械オペレーター、消防士、

パティシエ、漁師

【Ｉ】研究的領域の職業

科学研究者、学芸員、

システムエンジニア、調査員、

薬剤師、臨床検査技師

【Ｓ】領域に近い職業

【Ｃ】領域に近い職業

【Ｅ】企業的領域の職業

会社社長、店長、工場長、商社

営業部員、新聞記者、政治家、

生命保険外交員、ホテル支配人、

ウェディングプランナー

【Ｅ】領域に近い職業

外交官、カウンセラー、

航空客室乗務員、

公務員（地方・国家）、

旅行会社添乗員

銀行支店長、商社事務員、

マーケット・リサーチャー

【Ａ】領域に近い職業
教師（教員）、司書、美容師、
保育士、ホームヘルパー、
エステティシャン

アナウンサー、営業課長、裁判官、

商店経営者、セールスエンジニア、

チームリーダー、販売促進員

【Ｓ】社会的領域の職業

医師、介護福祉士、看護師、

社会福祉士、警察官、児童相談員、

販売店員、コンシェルジュ、

レスキュー隊員、栄養士、

スポーツインストラクター

【Ｒ】領域に近い職業

【Ｅ】領域に近い職業

【Ｃ】慣習的領域の職業

庶務係事務員、倉庫事務員、

レジ係

行政書士、公認会計士、

速記者、電話交換手

一般事務員、コンピュータ・オペレータ、

受付事務員、コンピュータプログラ

マー、会計事務員、事務機器捜査員、

税理士、経理事務員、医療事務員、

診療情報管理士

【Ｉ】領域に近い職業

【Ｓ】領域に近い職業

【Ａ】芸術的領域の職業

イラストレーター、

インテリアコーディネーター、

ＷＥＢデザイナー、商業カメ

ラマン、服飾デザイナー

演出家、シナリオライター、

通訳、俳優、翻訳家、

ファッションモデル、

メイクアップアーティスト

声優、タレント

出典：独立行政法人 労働政策研究・研修機構（厚生労働省にて一部編集）

約500の職業について、仕事の内容（動画付き）、就労する方法、必要な
資格、重要となるスキルや知識、どのような興味や価値観を持っている
人が向いているのかなどを知ることができます。

職業情報提供サイト（日本版Ｏ-ＮＥＴ）

（ https://shigoto.mhlw.go.jp/User/ )


























