千葉県立姉崎高等学校 進路室だより

令和２年１０月１６日

第２０号

本日から就職試験が解禁
発 行
進路指導部

みちしる
本日から就職試験スタート！

ほぼ必須の「ＳＰＩ」とは？

多くの企業の採用選考で利用されている適性検査に「ＳＰＩ」があります。これは、Synthetic
Personality Inventory の略で、能力適性テストと性格適性テストをひとつに組み込んだ総合適
性検査です。小学生から大学までの基本的な学力を問う内容ですが、企業が採用を行う際、
応募者の能力や人となりを把握する目的で「適性検査」
と呼ばれるテストを行う場合が多くあります。
ＳＰＩでは人柄や仕事への適性、どんな組織になじ
みやすいのかなどがわかります。企業はこの結果を、
・面接で学生を理解するための参考情報
・入社後の配属先を決めるための人物情報
・入社後、その人を上司に理解してもらう人物情報
卒業生との進路座談会より 10/7
として活用しています。
植草学園大学発達教育学部 塩見先輩来校
ＳＰＩの内容は大きく 2 つに分類されます。1 つは働く上で必要となる基礎的な能力を測
る「能力検査」
、もう 1 つは、応募者の人となりを把握するための「性格検査」です。
能力検査は、働く上で必要となる基礎的な能力を測る検査で、
「言語分野」と「非言語分野」
の 2 種類があり「問われていることが何かを正しく理解し、どういったプロセスで考えれば
答えが出そうかを合理的に考え、効果的・効率的に処理していく能力」を測ります。
言語分野では、言葉の意味や話の要旨を的確にとらえて理解できる力を測る問題が、非言
語分野では、数的な処理や、論理的思考力を測る問題が出題されます。なお、検査の結果は、
得点が高ければ高いほど良いというものではなく、その企業が求める能力水準を満たしてい
るかどうかという観点で見られています。
性格検査は、日ごろの行動や考え方などについての多角的な質問から、
その人がどんな人なのか、どのような仕事や組織に向いていそうかなど、
人となりを把握するための検査です。具体的には、物事や人、目標などに
対する考え方などについて 2 つの選択肢が提示され、どちらが自分に当て
はまるかを選択していきます。

＜性格検査の質問例＞
「A：一人で旅行するのが好きだ

B：みんなで旅行するのが好きだ」

→（どちらかというと）A と B のどちらにあてはまるかを選択
このような質問約 300 問に、30 分で回答していくのが性格検査です。
「性格」については、“ある程度の対策はしても、あまり自分とかけはなれた回答ばかりをするこ
とは避ける”のがベターと言えます。
ＳＰＩ は広く普及した適性検査ですが、
「絶対」ではありません。
「ＳＰＩのスコアが高いにこし
たことはないが、採用の最終段階では面接重視」と言いう方も多くいます。どのような適性検査も、
習慣や性質、特性や性格を主な質問素材として用意している傾向にあります。

就職試験の内容は？

来週、２年生全員に就職対策問題集を配付します

就職試験の内容について、昨年度合格した先輩たちの報告書をもとに表に
しました。しっかりと情報を収集することが合格内定への第一歩です。
会社名

職種

筆記試験

日本製鉄
君津製鉄所

設備オペ
レーター
設備メン
テナンス

面接・他

先輩からのアドバイス

120 分
言語 50 問
非言語 40 問
性格診断 300 問

なし

➀学校のこと
➁製鉄業にしたきっかけ
③男性社会への不安は
④グループワーク（別日）
→上司と若手社員の交流
を深める社風づくり５つ

志望動機、自己ＰＲは聞かれず
高校のことを話せた方が良い。
一度の質問の回答に関して、深
く追求する会話形式。過去問を
必ずやるように。

国語(10 分)
長文読解
数学(10 分)
四則演算
小数の計算等

なし

〈グループ面接形式〉
➀志望動機 ➁自己ＰＲ
③郵便局について
④何か取り組んだときの
工夫と学びなど

面接は周りと同じ部屋なので、
自分の思いをはっきりと大き
な声で。
試験時間が短いので焦らずに。

日本郵便
関東支社

郵便局員

田中貴金属

エリア職
技術職

ＳＰＩ検査

なし

➀志望理由
➁人との関わりについて
③勤務地の希望など

ＳＰＩは理数科目が多い。
パソコンでの入力試験で重要。

古河電気
工業

製造・作
業員

なし

➀志望動機
➁学校生活についてなど

調査書、履歴書の内容から、よ
り細かく質問される。
ＳＰＩ対策をしっかりと。

東日本
旅客鉄道

エリア職
機械技術

自分の強み
について
400 字 40
分

〈身体検査有り〉
〈グループディスカッシ
ョン有り〉
、試験日２日、
➀志望動機、
自己ＰＲなど

ＳＰＩ対策をしっかりと。
面接はお客様のためにという
気持ちで応える。

ダイハツ
千葉販売

事務スタ
ッフ

国語、謙譲語など
数学、連立方程式
時事問題
選択問題３０分

なし

役員面接から社長面接の
二段階
➀志望理由
➁最近のニュースなど

言葉づかい、丁寧語、謙譲語の
勉強をしっかりと。

住化ロジス
ティクス

構内作業

ＳＰＩ検査

学校生活で
打ち込んこ
と 400 字

➀志望動機
➁頑張ったこと
③学校での生活

緊張することなく、リラックス
して受験を。
作文をしっかり練習しておく。

デンカ
千葉工場

プラント
オペレー
ター

あなたが今
国語、漢字、数学、 まで一番頑
分数計算など
張ったこと
クレペリン検査

➀志望動機
➁自己ＰＲ
③入社後、
どこの部署に入
りたいか

特に面接が重要であると感じ
る。
履歴書を見ていろいろと質問
される。

そごう
千葉店

販売
メンバー

ＳＰＩ検査

なし

➀志望動機
➁長所・短所
③エントリーシートの内
容より質問など

エントリーシートは[高校生活
で一番力を入れたこと、入社し
たら何に力をいれたいか、どの
ような社員をめざすか]

言語 30 分
非言語 40 分
性格診断 40 分

私の強みを
ＪＡでどう
いかすか
800 字

面接別日
➀志望動機 ➁希望部署
③事業内容について
④短所など

大きな声で、はっきりと笑顔
で。履歴書と作文の内容から面
接される。
作文内容は良く練習しておく。

ＳＰＩ検査

なし

面接２回有り
➀自己紹介 ➁志望理由
③部活のこと
④欠席日数 ⑤会社見学
の話など

ＳＰＩ対策は必須。面接は落ち
着いて。

なし

➀自己紹介
➁高校生活について
③部活についてなど

自己紹介で話したことから多
く質問される。
面接官が９人だが、圧倒されな
いこと。

ＳＰＩ検査

市原市農業
協同組合

適性診断
クレペリン検査

ＳＰＩ検査
120 分

ＳＰＩ検査
クレペリン検査

国語、数学、社会

ＳＰＩ検査

エントリーシー
ト

ＳＰＩ検査
総合職

ＪＦＥ
スチール

生産
技術職

ＡＧＣ
千葉工場

製造オペ
レーター

作文

言語 30 分
非言語 40 分

ＳＰＩ検査
適性検査
色覚検査

進学 専門学校

合格内定者より

～最新速報～

今年度から変更された入試制度により、大学・短大の総合型選抜の合格発表は１１月以降、
学校推薦型選抜は１２月以降の発表となります。現時点では、専門学校希望者と縁故就職者
のみが内定となっています。
※写真の掲載にあたっては本人の了解を得ています。

千葉医療福祉専門学校 理学療法士科

千葉医療福祉専門学校 作業療法士科

若菜さん（陸上競技部）

高橋君（陸上競技部）

勉強と部活動の両立がで
きるかとても不安でしたが、
陸上部のみんなと切磋琢磨
しながら、勉強にも全力で
取り組むことができました。
そのお陰で、部活動にも真剣に向き合えたこと
で、成績を残すことができました。
１、２年生のみなさん、部活や行事、勉強など、
何か一つでもいいので全力で取り組んでくださ
い。その全力で取り組んだ経験が、３年生の受験
の時の強みになります。

私は弟のことがきっかけ
でリハビリの仕事に就きた
いと思いました。理学療法
士か作業療法士か迷いまし
たが、オープンキャンパス
での模擬授業や、専門学校の先生の話などを聞い
て作業療法士に決めました。
私は部活と勉強が両立できるよう頑張りまし
た。１，２年生の皆さんも、学校の勉強はしっか
りと頑張って欲しい、そうすれば、進路の幅も広
がってくるのではないかと思います。

千葉医療福祉専門学校 理学療法士科

千葉医療福祉専門学校 作業療法士科

村石君（サッカー部）

井上さん（華道部）

この学校を選んだのは、
少人数制で私に合っている
と思ったからです。将来の
目標である理学療法士にな
るために真剣に学校選びを
し、国家試験への合格率が高いことが学校を選ん
だ理由です。
試験は面接と書類審査で、いかに自分をＰＲで
きるかです。何かに頑張っていることをＰＲしま
しょう。いろいろな先生方にお世話になり無事に
合格できました。ありがとうございました。

祖父が入院したときに作
業療法士という医療従事者
を知りました。私は幼稚園
の頃から空手を習っており、
ケガをする人を見てきたこ
とから、人を治す、支えるという仕事に就きたい
と思っていたので、作業療法士を選びました。
１，２年生のみなさん、なりたいものが決まっ
ていれば、オープンキャンパスに行って自分に合
う学校を選ぶとよいでしよう。まだ決まっていな
い人は、進路室でいろいろな情報を得ましょう。

中央介護福祉専門学校 介護福祉科

日本工学院専門学校 声優・演劇科

下山さん

門間さん（バドミントン部）

将来は人や社会の役に立
つ仕事がしたいと思ってい
たので介護の仕事に就きた
いと思うようになりました。
介護の専門学校のオープン
キャンパスに行き、雰囲気やカリキュラムを見て
この学校に決めました。
先生方に多くのアドバイスをいただき助かり
ました。１，２年生のみなさんも、担任や進路の
先生に相談して、早いうちから進路の準備をして
いきましょう。

私は声優になるため、こ
の学校への進学を決めまし
た。この学校は東京にあり
自宅からは遠いですが、得
られるものが多いと思いま
した。
私はＡＯで合格しました。面談後、出願認定通
知が届き、そこから出願になります。面談はとに
かく明るくすること。専門学校だからと気を抜く
ことのないよう、１，２年生のみなさんも頑張っ
てください。私も夢に向かって頑張ります。

～卒業生からのメッセージ～
八千代リハビリテーション専門学校

理学療法士科１年 新号さん（バドミントン部）

卒業して半年、久しぶりに来た姉高、とても懐かしく感
じます。私は理学療法士をめざして、指定校推薦でこの学
校に合格しました。
私のクラスは４４人で男女比は６：４。男女仲が良く、
すぐに友達もでき、毎日楽しく通っています。
授業は９０分で１日４コマ。高校とは違って、はじめの
うちはとても長く感じ、集中力も切れていました。９時か
ら１限が始まり、２限が終わったら昼食です。１３時３０
分から３限が始まり、４限目は１６時４５分に終わります。上谷さん（左）と新号さん（右）
テストは１０科目以上あり、１つひとつの内容が濃いのでとても大変でした。高校とは違
って、みんな同じ位置からのスタートなので、できる人とできない人の差がすぐに出てきま
す。テストは６０点以下が赤点です。（これまでのところ赤点はとっていません）
私は学校まで電車で通っています。１時間以上乗っているので、必ず電車の中で勉強して
います。最寄駅から学校までは歩いて１５分です。
なんとか指定校推薦をいただくことができました。指定校推薦の入試は
面接と書類審査でした。志望理由書は先生方にご指導いただいて、なんと
か書き終えました。早めに取り組むことが大切です。面接は約１０分間で、
面接官３人に受験生 1 人でした。質問は、志望理由、自己ＰＲ、ストレス発散法など１０問
程度聞かれました。指定校は面接だけで楽だと思わず、しっかりと準備していきましょう。

山王看護専門学校 看護師科１年 上谷さんより

（バドミントン部）
私は看護師を目指して山王看護専門学校の一般入試で合格しました。一般入試は１月に実
施され、６５人の受験者に対し２０人が合格しました。一般入試では１日目に学科試験があ
り、受かった人が２日目の面接という流れでした。学科試験は現代文、数学、英語で、一般
常識的な問題です。
最寄り駅が稲毛なので、そこからバスで約３０分かけて学校に行きます。時間はかかりま
すが、家から学校までの片道約１時間３０分を有効に使って勉強しています。家では集中で
きないので、赤シートなどを使って勉強しています。この時間は私にとって貴重な時間です。
１年生は現在３０人で、女性しかいないです。みんなとて
も元気で毎日楽しいです。演習などもコロナのために制限付
きではありますが、フェイスシールドなどを使って少しずつ
行っています。
私は部活動だけでなく、学校で紹介してもらったボランテ
ィアに積極的に参加しました。３年生のみなさんは、コロナ
で休校した期間と進路を決める大切な時期が重なってしま
ってとても大変だと思います。ですが、進路の先生方にいろ
いろ相談したりして、後悔しないよう精いっぱい努力してく
ださい。応援しています。

専門学校の友達と（左が上谷さん）

