
キャリア教育のためのアセスメント・ツール
自己理解へのアプローチ

■　キャリア教育にはアセスメント・ツールが必須！

■�　「自己理解」から「やりたいこと」、「自分に向いていること」を探索できる！

将来の社会的・職業的自立に必要な意欲や資質・能力を養うために、いま、教育現場でのキャリア教育、
キャリア形成支援がいっそう重要なものになっています。
社会においてもキャリア形成は企業主導から個人主導へと変化し、個人が自ら主体的にキャリアデザ
インし、自分のキャリアを形成していくことが求められています。
自己理解はそのための第一歩です。アセスメント・ツールは、自己理解のアプローチに大いに役立ちます。
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適性検査
適性・能力を的確にとらえ、現実的な適職探索を可能にする

厚生労働省編一般職業適性検査［進路指導・職業指導用］

興味検査
自分のパーソナリティ・タイプを手がかりに職業や生き方を考える

職業レディネス・テスト

職業適性診断システム コンピュータにより自己理解・職業選択を支援

キャリア・インサイト

就職活動支援 モチベーションをアップさせ、必要な行動を促す就職活動サポートツール

●就活を成功させるための知恵
就職レディネス・チェック

就職レディネス・チェック

性格検査 個人の性格特性や作業適性を判定

KN式クレペリン作業性格検査

定価表示はすべて消費税込みの価格です。

2017年度版

コンピュータ判定は活用目的により２コース設定

中学・高校生用のコンピュータ判定には「パーソナルレポート」を提供!!

：厚生労働省「大学生のための『キャリア教育プログラム集』」で取り上げられているツールです。

厚生労働省　キャリア教育プログラム
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コンピュータ判定

便利なコンピュータ判定をぜひご利用ください。全体の状況
を把握するための学年集計表、クラス一覧表を提供します。
個人結果票はコースによって異なりますので、実施目的に合
わせて選択してください。

■ベーシックコース
個人の適性能得点、評価、プロフィール及びコメントによ
る適性能の解釈、適性職業群を表示します。

■プラスコース 
本人の得点の高い上位３つの能力についての解説、関係の
深い職業例・主な進路を示しています。個人内の得点の高
低を把握するためのプロフィールが提供され、他人との比
較はできないようになっています。

※ 通常、個人の方へは販売をしておりませんが、当研究会のキャリアコンサ
ルティングセミナー修了者に限り、個人の方でもご購入いただけます。

●対　象
　大学・短大・高専・専門学校・高校・中学・職業訓練校
　職業相談機関等

●価　格
　検査用紙……………………………………………………… 280 円
　コンピュータ判定　ベーシックコース ……………… 330 円
　　　　　　　　　 プラスコース …………………… 400 円
　手　引 ……………………………………………………… 1,100 円
　Q＆A集 ……………………………………… 864 円（本体 800 円）

検査の特色

進路指導は、職業や進路についてよく知ると同時に、学生・
生徒が自分自身の特徴をよく理解することが大切です。

「厚生労働省編一般職業適性検査」は、能力面からみた生徒
の個性を客観的に把握でき、進路相談の資料として生徒自
身が進路について考えるきっかけとすることができます。
本検査は、アメリカ労働省が作成した GATB を原案として、
昭和 27 年にわが国の労働省が日本の実情に合うように翻
案し、公表しました。以来 60 年以上にわたって全国の多
くの中学、高校、短大・大学等で利用されており、進路指
導においては最も信頼性の高い検査です。

検査の構成

15 種類の下位検査（うち 11 種類が紙筆検査＝筆記検査、
４種類が器具検査）から９つの適性能（知的・言語・数理・
書記・空間・形態・共応・指先の器用さ・手腕の器用さ）
が測定されます。
さらに、13 領域 40 適性職業群に編成・設定された基準と、
個人の適性能プロフィールを照合することで、幅広く適職
を吟味することができます。これらは、個性と職業の世界
を結び付けるうえで非常に有効な考え方とされています。
■所要時間
本検査は、定められた時間内にできるだけ数多くの問題を
処理する、いわゆる能力検査です。検査実施者１人で数十
人程度の集団実施が可能です。検査時間は、紙筆検査だけ
であれば 45 分程度です。
■適性職業群との照合
個人の適性能得点と所要適性能基準とを照合して、３段階
の照合結果が表示されます。

General Aptitude Test Battery

適性・能力を的確にとらえ、現実的な適職探索を可能にする

厚生労働省編一般職業適性検査
［進路指導・職業指導用］

●コンピュータ判定　クラス一覧表

進路指導・職業指導用

厚生労働省編 一般職業適性検査
個人結果票 プラス

一般社団法人雇用問題研究会
2／2

 人文科学系の研究●大学教員・研究者（法律学、経済学、文学、国際関係学等） 文系 
 販売・営業●販売員（デパート、自動車、ペットショップ）、生命保険外交員、各種営業員（住宅・不動産、商社） 文系 
 専門企画●経営コンサルタント、証券アナリスト、不動産鑑定士 文系 
 教習・訓練・指導●インストラクター(OA、スポーツ）、予備校・塾講師、専修学校教師 文系、理系 
 教育・指導●教員（幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校）、学芸員 文系、理系 
 専門技術的な販売・営業●セールスエンジニア、ＭＲ（医薬品情報担当者）、通信・情報システム営業員、広告営業員 文系、理系 
 相談助言●ソーシャルワーカー、臨床心理士、児童相談員、キャリア・コンサルタント 文系、福祉系 
 工学・技術の開発応用●技術者（機械、電気、建築、食品等）、システムエンジニア 理系 
 自然科学系の研究●大学教員・研究者（数学、医学、バイオテクノロジー）、気象予報士 理系 
 通信●通信士(航空・陸上・船舶）、航空管制官、テレビ・ラジオ放送技術者 理系 
 介護サービス●ホームヘルパー（老人、病人、障害者）、社会福祉施設介護職員、介護福祉士 福祉系、保健医療系 
 養護・看護・保健医療●保育士、看護師、作業療法士、栄養士、薬剤師 福祉系、保健医療系
 診断・治療●医師（内科、外科、皮膚科、精神科）、歯科医師、獣医師 保健医療系 
 動物の調教・管理，水産養殖および園芸●農業技術者、調教師、造園師、畜産技術者 － 
 個人サービス●ウェイター・ウェイトレス、ホテル客室係、観光バスガイド、キャビンアテンダント －   
 法務・財務●弁護士、外交官、公認会計士、司法書士 文系 
 人文科学系の研究●大学教員・研究者（法律学、経済学、文学、国際関係学等） 文系 
 著述・編集・報道●記者、編集者、アナウンサー、通訳 文系 
 事務●営業事務員、医療事務員、空港旅客係、ホテルフロント係 文系 
 教習・訓練・指導●インストラクター(OA、スポーツ）、予備校・塾講師、専修学校教師 文系、理系 
 教育・指導●教員（幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校）、学芸員 文系、理系 
 相談助言●ソーシャルワーカー、臨床心理士、児童相談員、キャリア・コンサルタント 文系、福祉系 
 経理・会計●経理事務員、銀行窓口事務員＜テラー＞、会計事務員 文系 
 工学・技術の開発応用●技術者（機械、電気、建築、食品等）、システムエンジニア 理系 
 自然科学系の研究●大学教員・研究者（数学、医学、バイオテクノロジー）、気象予報士 理系 
 測定・分析●臨床検査技師、診療放射線技師、測量士、土地家屋調査士 理系、保健医療系 
 航空機・船舶の操縦●パイロット、航海士、船舶機関士 － 
 事務●営業事務員、医療事務員、空港旅客係、ホテルフロント係 文系 
 機械・装置の運転看視●製鋼・圧延工、石油精製オペレーター、発電装置オペレーター 理系 
 電気・機械設備の保守管理●ビル施設管理技術者、配電保守員、都市ガス設備オペレーター 理系 
 養護・看護・保健医療●保育士、看護師、作業療法士、栄養士、薬剤師 福祉系、保健医療系 
 個人サービス●ウェイター・ウェイトレス、ホテル客室係、観光バスガイド、キャビンアテンダント － 
 警備・巡視●ガードマン、マンション管理人、駐車場管理人 － 
 警察・保安●自衛官、警察官、消防官、麻薬取締官 － 
 工学・技術の開発応用●技術者（機械、電気、建築、食品等）、システムエンジニア 理系 
 測定・分析●臨床検査技師、診療放射線技師、測量士、土地家屋調査士 理系、保健医療系 
 デザイン・写真●デザイナー（工業、インテリア）、WEBクリエーター、カメラマン、アニメーター デザイン系 
 建設・設備工事●大工、とび、電気工事士、トンネル切削作業員 － 
 切削加工・造形●金属加工技能者（旋盤・フライス盤、金型）、自動車・航空整備士 － 
 手工技能●歯科技工士、調理師、ガラス工芸家、和菓子職人 － 
 製図●CADオペレーター、パタンナー、製図・写図技能者 － 
 デザイン・写真●デザイナー（工業、インテリア）、WEBクリエーター、カメラマン、アニメーター デザイン系 
 手腕作業●製造技能者（靴、合板、食品）、クリーニング師 － 
 加工・組立●各種加工・組立技能者（パソコン、自動車、家具）、金属加工技能者 － 
 建設・設備工事●大工、とび、電気工事士、トンネル切削作業員 － 
 切削加工・造形●金属加工技能者（旋盤・フライス盤、金型）、自動車・航空整備士 － 
 手工技能●歯科技工士、調理師、ガラス工芸家、和菓子職人 － 
 製図●CADオペレーター、パタンナー、製図・写図技能者 － 
 身体作業●土木作業員、ビル清掃員、引越作業員、じん芥収集（リサイクル）作業員 － 
 機械操作●機械操作技能者（金属プレス、製薬、製パン）、ＩＣ生産オペレーター － 
 加工・組立●各種加工・組立技能者（パソコン、自動車、家具）、金属加工技能者 － 
 簡易事務●事務補助員（ファイリング、パソコン入力など）、新聞配達員、宅配配達員 － 
 事務機器操作●オペレーター(パソコン、ＯＡ機器、ＤＴＰ） － 
 機械操作●機械操作技能者（金属プレス、製薬、製パン）、ＩＣ生産オペレーター － 
 手工技能●歯科技工士、調理師、ガラス工芸家、和菓子職人 － 
 
 
 動植物の採取・飼育・栽培●稲作・果樹栽培者、漁師、酪農・養鶏スタッフ － 
 加工・組立●各種加工・組立技能者（パソコン、自動車、家具）、金属加工技能者 － 
 切削加工・造形●金属加工技能者（旋盤・フライス盤、金型）、自動車・航空整備士 － 
 据付機関・建設機械の運転●建設・土木機械オペレーター(クレーン、ブルドーザー） － 
 車両等の運転●運転者（タクシー、バス、貨物自動車）、電車運転士 － 
 理容・美容●美容師、ネイルアーティスト、着付師（きもの）、エステティシャン － 

■ Ｇ
知的能力
状況を分析判断する。
工夫したり、新しいアイ
デアを出す。 

■ Ｖ
言語能力
文章を読み書きする。
言葉で伝達したり、説
明を理解する。

 

■ Ｎ
数理能力
各種計算、集計作業、数
量管理・分析、金銭管理
などを行う。 

■ Ｑ
書記的知覚
印刷物の校正、帳票の
記載やチェック、表の作
成作業などを行う。 

■ Ｓ
空間判断力
設計図を理解したり作
成する。造形的な作業
を行う。 

■ Ｐ
形態知覚
裁断、切断、切削、貼付
け、接合、組立などの作
業を行う。 

■ Ｋ
運動共応
キーボードの操作、す
ばやい繰り返し作業を
行う。 

■ Ｆ
指先の器用さ
精密作業、小さい物を指
先で取扱う作業を行う。 
■ Ｍ
手腕の器用さ
ハンドルやレバーを操
作する作業、道具を巧
みに扱う作業を行う。 

能　力 能力と関係の深い職業分野○具体的な職業例 職業分野に関連する主な進路

「－」は、学部にあまり関連がない職業分野

あなたの得点の高い能力１位～３位の ■ 欄にチェックを入れ、「具体的な職業例」や「職業分野に関連する主な進路 ( 学問）」欄を
見ましょう。そして、関心のある職業や気になる職業にマーカーで印をつけるか丸で囲み、仕事の内容などを調べましょう。

実施年月日

年 組
番■あなたの能力特徴 あなたの能力のうち、上位３位（①～③）の能力に注目しましょう

■あなたの得点の高い能力①～③
言語能力

文章を読んだり書いたり、理解したり、言葉で伝える能力。

数理能力
計算を正確に速く行ったり、問題を推理し、解く能力。

書記的知覚 文字や数字、記号の違いを見つける能力。また、日常生活での注意力。■あなたの得点の高い能力①～③と関係の深い職業･進路
ここでは、あなたの得点の高い能力①～③と関係の深い職業を記しています。

この検査では測定できないあなたの興味や性格なども考え、総合的に進路について検討しましょう。

能力の種類
仕事内容

能力と関係の深い職業分野
職業分野に関連する主な進路

◆学部にはあまり関連がない

厚生労働省編一般職業適性検査
個人結果票

一般社団法人 雇用問題研究会  2014年12月25日 雇用高等学校
情報システム
雇用　武

●言葉や数字で表現された物事を理解する働き
●平面図や立体図、造形物 ●指や手腕を動かして、物をすばやく正確

　を理解する働き
　に取り扱う働き

Ｇ Ｖ Ｎ Ｑ Ｓ Ｐ Ｋ Ｆ Ｍ

知的能力 言語能力 数理能力 書記的知覚 空間判断力 形態知覚 運動共応 指先の器用さ 手腕の器用さ

67 100 92 77 41 55 32
① ② ③

それぞれの能力は、下表の「仕事内容」に活かせます。

①Ｖ言語能力

文章を読み書きする。言葉で伝達したり、説明を理解する。
●法務・財務、人文科学系の研究、著述・編集・報道、

① Ｖ
② Ｎ
③ Ｑ

◆文系
　 事務
●教習・訓練･指導、教育・指導

◆文系、理系

●相談助言

◆文系、福祉系

●航空機・船舶の操縦

◆学部にはあまり関連がない

②Ｎ数理能力

各種計算、集計作業、数量管理・分析、金銭管理などを行う。

●経理・会計

◆文系
●工学・技術の開発応用、 自然科学系の研究

◆理系
●測定・分析

◆理系、保健医療系

③Ｑ書記的知覚

印刷物の校正、帳票の記載やチェック、表の作成作業などを行う。

●事務

◆文系
●機械・装置の運転看視、電気・機械設備の保守管理 ◆理系
●養護・看護・保健医療

◆福祉系、保健医療系

●個人サービス、 警備・巡視、警察･保安

進路指導・職業指導用
プラス

●ベーシックコース　個人結果票

●プラスコース　個人結果票

適性検査

コンピュータ判定 ２コース ベーシックコースは、自分の能力を客観的に把握。プラスコースは、他人との比較で
はなく、自分の中の得意な面を知り、職業探索につなげるために活用。
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中学・高校生用のコンピュータ判定には
 「パーソナルレポート」を提供 !!

職業への興味、日常生活での興味のタイプがひと目
で分かる。興味の生かせる職業と進路を表示。

 Vocational Readiness Test

検査の構成

■ Ａ検査［職業興味］−６つの職業領域において、興味が
どういった傾向を示しているのかを測定。

■ Ｂ検査［基礎的志向性］−職業への興味関心の基礎とな
る志向性を３つの方向性（対情報、対人、対物）により測定。

■ Ｃ検査［職務遂行の自信度］−職務遂行の自信度を、A
検査と同じ６つの職業領域について測定。

コンピュータ判定

自己採点の手間が省ける便利なコンピュータによる判定処
理サービスを行っています。中学・高校生には 「パーソナル
レポート」と「職業一覧表」を、大学生には「個人結果票」
とテスト結果のプロフィールの見方を詳しく解説した「ア
ドバイスシート」を提供します。
また、全体の傾向を把握するための「クラス別（学科別）
一覧表」に加えて、中学・高校には「学年集計表」、大学・
短大・専門学校には「集計結果票」を提供します。

結果の見方・生かし方（ワークシート）

「結果の見方・生かし方」では、結果を振り返り、仕事や職
業について確かな知識や情報を得ることができます。
 自己採点、コンピュータ判定いずれの場合も、結果を整理
するために「結果の見方・生かし方」が必要になります。

大学生等のための職業リスト

「大学生等のための職業リスト」は、キャリアプランの参考
となる職業名 305 個を「職業興味（RIASEC）別」と「基
礎的志向性（ＤＰＴ）別」に整理したものです。
大学・短大生、専門学校生等の実施の際、検査結果をもとに、
職業について知ったり、職業選択への関心を拡げたりする
ために、このリストを活用すると、さらに効果的です。

検査の特色

「職業レディネス・テスト」は、職業への興味関心・自信など
から､ 心理的な態度・構え（パーソナリティ）をとらえるこ
とができ、職業情報と組み合わせた活用が可能です。
学生・生徒の職業に対する準備度（レディネス）を把握し、
生徒が職業に関する自分のイメージをチェックしたり、自
己理解や進路選択への動機付けを促します。

６つの職業領域

Ａ検査とＣ検査の結果は、ホランド理論に基づく６つの職業
領域（現実的・研究的・芸術的・社会的・企業的・慣習的）
に対する興味の程度と自信度がプロフィールで表示されます。

自分のパーソナリティ・タイプを手がかりに職業や生き方を考える進路探索用検査

職業レディネス・テスト
編著：独立行政法人 労働政策研究・研修機構

※ 通常、個人の方へは販売をしておりませんが、当研究会のキャリアコン
サルティングセミナー修了者に限り、個人の方でもご購入いただけます。

興味検査

●対　象
大学・短大・高専・専門学校・高校・中学・職業訓練校
職業相談機関等

●価　格
　 中学・高校生用
　　　 問題用紙
　１名分セット 回答用紙 （高校生以上用／中学生用）

　　　 270 円 結果の見方・生かし方 （ワークシート） 
　コンピュータ判定料（職業一覧表付き） ………………… 340 円
　手　引 ……………………………………………………… 1,300 円
　 大学生用 　
　　　 問題用紙
　１名分セット 回答用紙 （高校生以上用）

　　　 320 円 結果の見方・生かし方 （ワークシート）

　　　 大学生等のための職業リスト （単品購入可 50 円）

　コンピュータ判定料（アドバイスシート付き） …………… 270 円
手　引 （大学等での実施のためのガイドブック付き） ……… 1,300 円

● コンピュータ判定　パーソナルレポート（中学・高校生用）

● コンピュータ判定　
　個人結果票（大学生用） ●大学生等のための職業リスト

● 結果の見方・生かし方（ワークシート）

検査日:

やってみたい仕事

うまくできそうな仕事

 物にかかわる仕事 自動車組立工、建築大工、旋盤工、パティシエ◆－

 物と情報の両方に 機械技術者、建築士、システムエンジニア、プログラマー◆理系

 かかわる仕事 臨床検査技師◆保健医療系 自動車整備工、マンガ家◆－

ゲームクリエイター、服飾デザイナー◆デザイン系

 物と人の両方に 運転手(士)、消防士、美容師◆－

 かかわる仕事

一般社団法人　雇用問題研究会

※「職業例」の「－」は、学部にあまり関連がないことを示す

あなたは、興味のある職業の方向性がだいたいはっきりしています。Ａ検査の得点が最も高いＲタイプに
あなたのやってみたいと思う仕事が含まれているようです。ＡタイプやＩタイプも同じくらいの得点を示
していますので、本当にやってみたい、関心のあるタイプはどこなのかよく調べて研究しましょう。一
方、職業に対する興味と自信とのバランスを見てみると、一番興味が強い職業タイプと自信が一番強い職
業タイプが違います。自信が一番強い職業タイプの中にも自分がやってみたいと思う職業がないか、確認
してみましょう。

「物」 と関係の深い職業例・進路

タイプ 興味と関係の深い職業例・進路
あなたへのアドバイス

物をつくる
道具や機械を使うような物づくりを
したい

自然に親しむ
自然の環境の中で、動植物を観察
したり身体を動かしたい

●64点 ●71点

好奇心を満たす 世の中や社会のしくみを知りたい

人

自分を表現する
人前できちんと意見を述べ、自己
表現を行いたい

みんなと行動する
一人で過ごすよりたくさんの人と
一緒に行動したい

人の役にたつ
人の援助をしたり、人の役にたち
たい

●54点 ●72点

物

興味のタイプ

情
報

情報を集める

情報を活用する
集めた情報をきちんと整理し、順序
立てて管理し、有効に活用したい

たくさんの情報を集めたい

●78点 自信 １位 ●88点

●38点 興味 ２位 ●86点

96
運転手(士)、自動車組立工、建築大工、消防士、

    　　        自動車整備工、旋盤工、パティシエ◆－ 　機械や道具などの
　物を扱う活動

職業例

機械技術者、建築士◆理系
物

仕事内容
人

37
●機械を使う ●動物にふれる

●ものを作る 人と直接関わる活動

得点

情報　
62

興味 １位 ●96点 興味 ３位 ●84点

知識や情報、データ
自信 ２位 ●81点 自信 ３位 ●79点 に関わる活動

興味のタイプ

Ⅰ　あなたの職業への興味と自信 （Ａ検査） Ⅱ　あなたの日常生活での興味のタイプ あなたのふだんの行動や
気持ちから見た興味の方向（Ｃ検査）
（Ｂ検査）

2016年5月10日

 職業レディネス・テスト ●パーソナルレポート
雇用高等学校 普通 1年 3組 7番 雇用　美咲

※興味が1位のところには「仕事内容」と「職業例」を表示

Investigative

C
IR

SE
A

Conventional
85

100

0

SocialEnterprising

よく読んでね！

Realistic

Artistic

考えたり

研究する仕事

人に接したり

人を援助する仕事

定まったやり方に従って

行う事務的な仕事

10
←弱い 強い→

20 905040 8060 70300 100

音楽や美術、文芸

など芸術的な仕事

新しい企画を考えたり

組織を運営する仕事

機械を使ったり

ものを作る仕事

0 1 2 3 4 5 6 7 8
←弱い 強い→（○の数）

85

くわしくみてみよう

興味

自信自信

　 本ツールは、厚生労働省「大学生のための『キャリア教育プログラム』
で取り上げられています。
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●対　象
　ＥＣ：18 ～ 34 歳程度で正規の職業経験が比較的短期間の若

年求職者（大学・短大・専門学校等の教育機関の在学
生や学校卒業後、非正規の仕事の経験はあるが正社員
としての経験が短い人など）

　ＭＣ：35 ～ 69 歳程度で職業経験がある方。

●実施時間
　 すべて実施すると１時間以上（各自でメニューを選んで実施可能）

●価　格　
　CD−ROM（１枚） ……………………… 4,320 円（本体 4,000 円）

　ライセンスのみ１台につき ………… 1,296 円（本体 1,200 円）

　（複数台のパソコンで利用の場合）

　手引 ……………………………………… 1,620 円（本体 1,500 円）

Career Insites

自己理解・職業選択を支援するコンピュータ・システム

編著：独立行政法人 労働政策研究・研修機構

システムの構成

「キャリア・インサイト」には、18 歳から 30 歳代前半の
学生や職業経験の少ない若者等を対象とした「ＥＣコース」
と、主に 30 歳代後半から 60 歳代のミッド・キャリア層
を対象とした「ＭＣコース」の 2 コースがあり、年齢や職
業経験によって利用者自身がコースを選択できます。

システムの特色

「キャリア・インサイト」は、利用者が自分でパソコンを使
いながら、適性評価、職業情報の検索、適性と職業との照合、
キャリアプランニングというキャリア・ガイダンスの一連
の流れを経験できるシステムです。
ペーパーテストタイプの職業適性検査に比べ、受検に伴う
負担は実施者にも受検者にもほとんどありません。また、回
答後すぐに結果が処理され、適職リストや職業情報も表示
されるので、実施そのものにかかる時間が短縮できます。
ハローワーク、 求職者・転職者のための職業相談機関、大
学等の教育機関などを中心に広く活用されています。

システムの特徴

■キャリア・ガイダンスのための統合的な CACGs＊

４つの側面（能力、興味、価値観、行動特性）から適性を評価、
総合評価に基づき、適職リストを作成します。約 500 職業
のデータベース検索ができ、キャリアプランニングの作成
を援助します。（＊Computer Assisted Career Guidance system）

■コンピュータならではの対話的ガイダンス機能
ユーザー自身が短時間で適性、職業情報をチェックでき、
採点処理、情報検索、プリントアウトも迅速です。また、ユー
ザー登録による記録の保存、再利用も可能です。
■使いやすく、わかりやすいシステム

「おすすめ利用法」により、利用者のニーズに合ったコース
選択ができます。ナビ機能で、今どこを利用しているかを
表示。一括印刷機能を使って、最後にまとめて印刷できます。

● CD−ROM

●手引

● EC、MC 各コースのメインメニュー

【必要な環境】
（1）�OS：Windows�XP�SP3、Windows�Vista、Windows�7、Windows�8
（2）CPU、RAM：上記OS�のそれぞれに指定のCPU、RAM容量以上
（3）ハードディスク空き容量：200MB以上
（4）CD–ROMドライブ必須
（5）解像度 1024 × 768 以上のディスプレイ必須
（6）Microsoft�Internet�Explorer�4.01 以上

職業適性診断システム

オープニング画面

利用者登録画面

ＥＣコース

キャリア・インサイトＥＣ
（Early Career）

概ね 18～34 歳で職業経験の少ない者

ＭＣコース

キャリア・インサイトＭＣ
（Mid Career）

概ね 35 歳以上で職業経験がある者

１．適性診断コーナー
　　（能力・興味・価値観・行動特性）
２．総合評価コーナー
３．職業情報コーナー
４．キャリアプランニングコーナー
　　（短期キャリアプラン・

長期キャリアプラン）
●　おすすめ利用法
●　ユーザープロファイリング

１．適性診断コーナー
　　（能力・興味・価値観・行動特性）
２．総合評価コーナー
３．職業情報コーナー
４．キャリアプランニングコーナー
　　（希望する職業との相性診断・

キャリアプラン）
●　おすすめ利用法
●　ユーザープロファイリング

※ 原則として官公庁・公共職業安定機関、大学・短大・専門学校等の
教育機関にご提供します。また、次の場合はご購入いただけますが、
詳しい条件等については当研究会ホームページにてご確認ください。

　　① 過去に独立行政法人 労働政策研究・研修機構（労働大学校）
または雇用問題研究会の講習会を受講している場合

　　② 国または自治体（都道府県、市区町村）からの受託事業で使用
する場合

※ 上記以外の方は、当研究会の「キャリア・インサイト」講習会（7 頁
参照）修了者であることが必要です。

　 本ツールは、厚生労働省「大学生のための『キャリア教育プログラム』
で取り上げられています。
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●対　象
　大学・短大・専門学校・職業相談機関等

●被検者（実施対象）�
 ・ 大学３年生、短大１年生、専門学校生、大学院１年生
　（ 主にこれから就職活動を始める学生）
・大学１、２年生（キャリア教育のために）

●価　格
　 　ペーパー版　
　４セットまで ………… １セット　8,640 円（本体 8,000 円）

　５セット以上 ………… 　　〃　　6,480 円（本体 6,000 円）

　　※１セット： 20 名分
　　※ １名分にはワークブック１部、回答・採点用紙２部が含まれます。
　　※セット単位での販売のみとなります。
　 　WEB版　
　１～ 99 名分 ………………… １名分　432 円（本体 400 円） 

　100 名分以上 ………………… 　〃　　324 円（本体 300 円）

　　※１名単位でお申し込みできます。

Readiness Check for Career planning

モチベーションをアップさせ、必要な行動を促す就職活動サポートツール

編著：就職レディネス・チェック開発委員会　
監修：渡辺三枝子（立教大学大学院 特任教授）、松本純平（独立行政法人労働政策研究・研修機構 労働大学校 特任研究員）
　　  ※肩書は開発当時のものです。

ツールの構成

「就職レディネス・チェックリスト」の 60 問に「はい」と「い
いえ」で回答し、結果は、就職の実現のために大切な５つ
のポイントごとに得点化されます。ワークブックで結果を
整理し、どのポイントが高いか、低いかを点検し、自分の
準備状況をチェックできます。
さらに、チェックリスト各項目の解説を読むことで理解を
深めて結果を振り返り、「次のアクションプラン」で、就活
での次の活動目標を立てられます。
本検査は１名につき計２回実施できるので、変化（成長）を
確認することができます。
検査の所要時間は約 30 分です（解説を加えるなど、プロ
グラムによって、延長することも可能です）。

Web版

Web版では、リアルタイムに個人・集団の各集計結果が得
られます。集団の結果では、５つのポイントと全設問ごと
に全体、性別、学部別、年次別の平均が示され、それぞれ
の傾向が把握できます。
学生は一人で自宅でも実施が可能で、結果は回答後すぐに
自動的に表示されます。自分の回答状況と各ポイント、各
設問の解説を参照しながら確認ができます。
ガイダンスに出席しない学生にも、意識喚起のきっかけと
して実施を呼びかけ、結果を把握することで情報収集の手
段とすることができます。
■学生用
対象人数分の ID とパスワードを発行します。
学生は、自分の変化（成長）を確認するために、期間を空
けて２回実施できます（有効期間は原則１年間）。
■管理者用（学校側）
個人・集団の集計結果がリアルタイムで表示されます。集計
データは CSV 形式でも保存できますので、加工が自在です。
現状の把握と対策の検討に役立ちます。

ツールの目的

「R
アールシーシー

CC 就職レディネス・チェック」は、学生が、自分の就職
活動への取り組み状況（準備度）を客観的に点検し、モチベー
ションをアップさせたり、行動を促すことで、今後の活動
に活かすことを目的としています。
自分にとって「就職」とは何かを考え、「就職」にきちんと向
き合うことを通じて、常識だと思っていたことが、実は「思
い込み」だったと気づいたり、自分の人生と職業、キャリ
アプランについて考えるきっかけとすることができます。

※  Web版は、Adobe Flash Player 10.1 以上が動作する環境のパソコン
が必要です。動作要件・必要システム構成については、当会ホームペー
ジ（http://www.koyoerc.or.jp）をご参照ください。

就職レディネス・チェック

●学生用画面（Web 版）

●管理者用画面（Web 版）

●回答・採点用紙とワークブック（ペーパー版）

５
つ
の
ポ
イ
ン
ト

A 就職意欲度
B キャリアプラン設計度
C 環境理解度
D 就職活動理解度
Ｅ �思い込みからの自由度

就職活動支援

ペーパー版／ Web版
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個人の性格特性や作業適性を判定

KN式クレペリン作業性格検査
［進路指導用］

KN Kraepelin Test

●対　象
　大学・短大・高専・専門学校・高校・中学等

●価　格　
　検査用紙……………………………………………… 70 円
　コンピュータ判定料 ………………………………… 330 円
　検査手引…………………………………………… 1,100 円

コンピュータ判定

本検査は、作業曲線から個々人の作業性格を読みとるため、
判定解釈にはかなりの経験が必要です。
当研究会では、作業曲線の解釈をコンピュータで解析し、
個人検査結果票・クラス別検査結果一覧表でわかりやすく
コメントで表示します。結果は、進路・職業指導、生活指
導などの面で大いに活用でき、学生・生徒一人ひとりの個
性の理解に役立ちます。

判定結果の活用

当研究会発行の「厚生労働省編一般職業適性検査」（適性能
力の把握）、「職業レディネス・テスト」（職業興味・基礎的
志向性の把握）を併用すれば、一人ひとりの個性をより多
面的に把握することができます。

検査の目的

「KN 式クレペリン作業性格検査」は、左右隣り合わせの二
数の加算を連続的に行うことによって得られる作業量（作業
速度）や作業曲線、あるいは作業の質などの面から個々人の
仕事ぶりを推測し、その作業性格や作業態度、行動特徴等、
個人の性格面にかかわる特性を総合的にとらえようとする
ものです。
学生・生徒は一人ひとり様々な職業志向をもっています。
しかし、それが本人の作業適性、性格特性にマッチしてい
るとは限りません。職業志向だけをもとに就職した結果、
適性（性格・行動）や能力が実際の仕事と合わず、労災事
故を引き起こしたり、離転職を繰り返すといったケースが
数多く見られます。そのため、あらかじめ各人の作業性格
を把握して、配置・教育等の人事管理をすることが重要です。
また、本人の作業性格を知ったうえで進路選択をすすめた
り、学生・生徒指導面で、学校生活への適応等について様々
な角度から考えるために、性格特性を把握することは有効
な方法です。
集団で簡単に実施でき、検査時間は 45 分程度です。

検査実施用指示音声　無料提供

本検査は、１分間単位で行う連続作業検査です。特に時間の
計測（１分間）を誤ると正確な検査結果（判定）を得ること
はできません。
検査実施用指示音声は、検査の目的、やり方の説明から練
習問題及び本検査まで、すべて本音声の指示に従って実施
できます。
検査実施者（先生）の負担を軽減し、より正確な検査結果を
得るためにも本音声の活用をおすすめします。
検査用紙をご購入の方には、無料でダウンロードしていた
だけます。

●コンピュータ判定結果票
　（指導者用／個人用）

●コンピュータ判定結果一覧表

●手引

［進路指導用］

性格検査

※ 通常、個人の方へは販売をしておりませんが、当研究会のキャリアコン
サルティングセミナー修了者に限り、個人の方でもご購入いただけます。
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検査理解のために

●キャリア・コンサルティング セミナー　《基礎理論コース》

個人主体のキャリア形成が求められる中、それらを支援するキャリア・コンサルティングの重要性は、社会でも広く認められ
つつあります。それとともにキャリア・コンサルティングに不可欠なアセスメント・ツールも一層効果的な活用が期待されてい
ます。

「キャリア・コンサルティング セミナー」では、当研究会で発行している各種アセスメント・ツール（心理検査）を、正しく有効に
ご活用いただくために、各種ツール、心理検査等の理論・実施方法・活用方法等を解説いたします。
これから使用をお考えの方はもちろん、すでに使用されている方にもさらに効果的にご活用いただけます。

◦  VRT〔職業レディネス・テスト〕
◦  GATB〔厚生労働省編一般職業適性検査〕
◦  KN 式クレペリン作業性格検査
◦キャリア・コンサルティング
　（「VRT」 及び「GATB」の各コース修了者が対象）

上記から希望するコースを自由に組み合わせて
受講できます。

■対　象
◦ 中学校・高等学校の進路指導担当者、スクールカウンセラー
◦ 大学・短大・専門学校のキャリア支援・就職指導担当者
◦ 職業安定・職業能力開発機関の担当者
◦ 職業相談・就職支援・教育相談機関等の担当者
◦ キャリア・コンサルタント、キャリア・カウンセラー、産業カウンセラー及び

それらを目指している方
■定　員：各コース　18 名（会場により変動あり）
■受講料：各 9,000 円､ KN式クレペリンのみ 8,000 円（税込・資料代を含む）

中学校・高等学校・専門学校・短大・大学等の教職員を対象に「厚生労働省編一般職業適性検査」「職業レディネス・テスト」
「ＲＣＣ就職レディネス・チェック」の導入方法及び活用のしかたについて、学校様を訪問してセミナー形式で説明を行
います（交通費実費）。
詳しくは、各代理店様または当研究会までお問い合わせください。

●出張説明会を承ります

●セミナー開催、講師派遣を承ります

「アセスメント・ツールを用いたセミナーを開催したいが、講師がいない」・・・・・当研究会にご相談ください！
各種アセスメント・ツールの実施や解説等のセミナー、授業への講師派遣を承ります。

大学・短大・専門学校に在学中の方（または既卒者の方）を対象に、アセスメント・ツールを活用した進路・キャリアにつ
いてのご相談を無料で行っております。詳しくはお問い合せください。

●学生のためのキャリア相談室

「適性検査、アセスメント・ツールとはどういうものか知りたい」「活用してみたいが、導入方法がわからない」「使用しているが、
あらためて活用について見直したい」など、当研究会で発行している各種アセスメント・ツールについての初歩的な疑問やご
要望に対して、個別にご相談に応じます。

■以下のアセスメント・ツールについて、ご質問にお答えいたします。
　◦厚生労働省編一般職業適性検査〔GATB〕 
　◦職業レディネス・テスト〔VRT〕
　◦ RCC 就職レディネス・チェック 
　◦ＫＮ式クレペリン作業性格検査
■対　象　
　◦中学校・高等学校の進路指導担当者 
　◦大学・短大・専門学校のキャリア指導・就職指導担当者
　◦職業安定機関、就業支援機関等の担当者 
　※主にアセスメント・ツール初心者の方
■会　場：当研究会　会議室

●適性検査導入のための相談室〔学校・職業訓練機関向け〕

無料!!

無料!!

無料!!



　　　　　　　日本心理検査協会　教育・心理検査倫理要綱（要約）

【基本理念】
● 日本心理検査協会会員社は、人権の尊重、個人情報保護の趣旨を十分に理解・尊重し、学術的に認められた妥当性、信頼性のある検査を刊行し、刊行後も必要に応じて、

検査の見直し、改訂を行います。
● 会員社及びその普及者は、検査用紙及び判定結果の管理について、個人情報の保護の趣旨から特に、秘密の保持、用紙の適正管理等、厳正に行います。
【検査用紙のご使用にあたって】
● 検査用紙の使用者は、正確な検査結果が得られるよう、実施手引に従って正確に実施してください。
● 使用者は個人情報保護の趣旨を尊重され、併せて、検査の正しい理解と活用を図るため、本協会及び会員各社が開催する研修会へのご出席をお勧めいたします。

日本心理検査協会会員社　一般社団法人�雇用問題研究会

932121-002

　　　お問い合わせ・お申し込みは

PSI－SF日
本
版
Parenting Stress Index Short Form

Abidin博士により米国で開発されたParenting Stress Index
（PSI）は、親の育児ストレスを測定する最も有効なツールとして、

世界25カ国語以上に翻訳され、研究・臨床のさまざまな場面で活
用されています。
日本版PSIは、原版を単に翻訳した日本語版でなく、日本の親に使
用できるものとして再開発されています。
また日本版PSI−SFは、日本版PSIの短縮版で、簡便で短時間にア
セスメントできるよう開発されたツールです。

▶ 親の育児ストレス、親子や家族の問題などをアセスメントし、
援助の必要なケースを早期に発見したり、これらの問題への援
助やプログラムの効果を知ることに役立ちます。

▶ 親自身が、自らの育児を再認識し、ストレスを緩和するきっか
けになります。

▶ PSI−SFの「ワークブック」は回答傾向のタイプ別のアドバイス
と各質問についての解説。回答結果をもとに被検者本人（母親
ら）によるセルフチェックが可能。 

PSI日
本
版
Parenting Stress Index

文化を超えて世界で広く使用されているツールの日本版
子どもの側面と親の側面から育児ストレスを把握

育児相談、診断、治療計画、研究用具に役立つ

育児ストレス 測定ツール

好評発売中！PSI育児ストレスインデックス
PSI育児ストレスインデックスショートフォーム
●原 著 者—Richard R. Abidin（Virginia 大学名誉教授）
●著 者— 浅野みどり（名古屋大学大学院教授）
 荒木暁子（千葉県千葉リハビリテーションセンター看護局長）
 荒屋敷亮子（千葉大学医学部附属病院看護師長）
 兼松百合子（岩手県立大学名誉教授）
 白畑範子（岩手県立大学教授）
 奈良間美保（名古屋大学大学院教授）
 丸　光惠（東京医科歯科大学教授）　※肩書は開発当時のものです。

PS I　〔質問 78 項目・検査時間 20 ～ 30 分程度〕

● １名分セット ……………………… 324 円（本体 300 円）
　（「質問・回答用紙」、「プロフィール用紙」各１部）

● 手引【２訂版】 ……………………2,700 円（本体 2,500 円）

　 Richard R. Abidin 書き下ろしの序文、原版 PSI（第３版）のマニュ
アルより、PSI 開発の課程や概念の訳出／日本版 PSI の信頼性・
妥当性、使用方法、ソーシャルサポートとの関連や様々な対象の
スコアとプロフィール／原版 Short Form、日本版 PSI-SF の使
用方法、PSI-SF を活用した育児相談の援助マニュアル等

　 2015年 7月発刊、A4 判／112ページ　ISBN978-4-87563-857-5

PSI − SF　〔質問 19 項目・検査時間３分程度〕

● １名分セット ……………………… 432 円（本体 400 円）
　（「質問・回答用紙」、「ワークブック」各１部）

● 「質問・回答用紙」のみ　
　20 部１セット …………………4,320 円（本体 4,000 円）

● 手引【２訂版】 ……………………2,700 円（本体 2,500 円）
　※PSI と共通

※価格は税込・送料別

対　象
�：�医療機関、保健所、保健センター、
　育児支援機関、教育・研究機関等
　�※�カウンセラーやコンサルタント以外の個人のお客

様への販売は行っておりません。

主な実施対象（被検者）
：育児中の方（生後３ヵ月〜のお子さんを育てている方）

PSI ●質問・回答用紙 PSI-SF ●質問・回答用紙
　　　 ワークブック

PSI育児支
援アンケー

ト ショート
フォーム

育児スト
レスとう

まくつき
あうため

に

育児スト
レスをセ

ルフチェ
ックして

みましょ
う！

「PSI 育
児支援ア

ンケート
 ショート

フォーム
」は、あな

たの育児
ストレス

について
ご自身で

チェック
をするた

めのもの
で、主な

対象は、
生後３ヵ

月から３
歳までの

お子さん
を育てて

いる方

です。

育児はと
ても大変

なことで
、個人に

よって差
はありま

すが、誰
しもスト

レスを感
じるもの

です。

お子さんが
生まれたこ

とで、生活
スタイルが

すべて変
わり、パー

トナーやご
両親、職場

や友人たち

など、周
りの人た

ちとの関
係にも変

化があっ
たことと

思います
。お子さ

んをかわ
いいと思

う反面、

自分の思
いどおり

にならな
いことも

多く、イ
ライラし

てしまう
こともあ

るでしょ
う。ご自

身でも

気がつか
ない間に

不安や不
満をため

込んでし
まってい

るかもし
れません

。

今から「P
SI 育児支

援アンケ
ート ショ

ートフォ
ーム 質問

・回答用
紙」（別紙

）で回答し
た結果を

もとに、こ
のワーク

ブックを
使って、あ

なた自身
が今、どの

ような状
態にある

のか、セル
フチェッ

クをして
みましょ

う。お子
さんのこ

とやパー
トナーと

のことを
改めて考

えてみる
よい機会

にもな

るでしょ
う。

セルフチ
ェックを

すること
で、育児

に対する
“何か”

が変わる
きっかけ

になるか
もしれま

せん。

★

ワークブッ
ク

PSI－SF日
本
版

記入日
年　　月　

　日 氏　名

性別
男  ・  女

年齢
歳

子どもの
年齢

　歳　　　
か月

子どもの
性別

男  ・  女
あなたとの

続柄


