
志望職業の条件 

＜適性条件＞その職業につくために望ましい性格や気質 

＜ 資 格 ＞その職業につくために，どうしても必要な資格 

＜ コース ＞その職業につくために経るコース 

事項 

職業 
適性条件 資格 コース 

公 務 員 

①広い教養と常識をもっている。 

②奉仕の精神をもっている。 

③正義感・責任感が強い。 

④忍耐強い。 

⑤書記能力がある。 

 採用試験は初級（高卒）・中級（短

大卒）・上級（大学卒）に分かれる。 

外 交 官 

 

①語学にすぐれている。 

②豊かな教養を身につけている。 

③話術がたくみで説得力がある。 

④融通性・弾力性がある。 

⑤活動力がある。 

 大学または短大を卒業して外務公

務員採用試験を受ける。 

大学の学部は，法学部または外国

語学部が適している。 

裁 判 官 

検 察 官 

①高度の専門知識がある。 

②判断力・記憶力がすぐれている。 

③正義感が強く，公正無私である。 

④責任感・忍耐力がある。 

⑤研究熱心な努力家である。 

司法試験（国家試験）

に合格しなければな

らない。 

受験資格に制限はな

い。 

司法試験は難関なので，大学の法

学部で法律を専門的に勉強するこ

とが必要。司法試験合格後，2年間

の修習を受ける。新司法試験を受

けるためには，ロースクールの課

程を修了する必要がある。 

警 察 官 

①責任感が強い。 

②正義感が強い。 

③活動性がある。 

④身長・体重その他の身体基準があ

る。 

 ①高卒で各都道府県の公安委員会

が行う警察官採用試験を受ける。 

②大学を卒業して，人事院が行う 

警察官採用上級試験を受ける。 

一般事務員 

①協調性がある。 

②几帳面である。 

③書記的能力がある。 

④経理事務の場合，計算力がすぐれて 

 いる。 

 大学に進学する場合は，経済・商・

経営学部が適している。 

 

セールスマン 

①話術にすぐれ，説得力がある。 

②社交性があり，積極的である。 

③頭の回転が早い。 

④根気がある。 

 経済・商・経営学部が適している。 



事項 

職業 
適性条件 資格 コース 

弁 護 士 

①論理的思考力がすぐれている。 

②作文能力がすぐれ，弁論が得意で 

ある。 

③正義感が強い。 

司法試験（国家試験）

に合格し，司法修習生

の修習を終えると，資

格が得られる。 

新司法試験は，法科大学院課程の

修了者及び司法試験予備試験の合

格者を対象に行われる。大学卒業

後も法科大学院で専門的に法律の

勉強をすることが必要である。 

公認会計士 

①とくに数学的能力がすぐれている。 

②文章を作る能力がすぐれている。 

③綿密な注意力を持っている。 

1 次から 3 次まである

国家試験に合格しな

ければ，資格を得るこ

とはできない。 

国家試験の受験資格には制限はな

いが，大学で専門知識を修めるこ

とが必要である。学部は商学部が

最適である。 

教  員 

①子どもが好きである。                          

②感情的でなく，理性的である。   

③忍耐力がある。 

大学または短大で教

職課程を修めると，教

員免許状を取得でき

る。 

①教員養成学部へ進学する。 

②中学・高校の教員の場合は，一

般の学部へ進学してもよい。 

図書館司書 

①読書が好きで，書物を愛することが

できる。 

②豊かな教養を持っている。 

③忍耐力がある。 

④責任感が強い。 

図書館法に規定され

ている科目を，大学・

短大などで修めると

司書の資格が得られ

る。 

①大学または短大へ進学して，図

書館学課程を修める。 

②高卒後，司書補の講習を受け，

さらに司書の講習を受ける。 

福 祉 士 

①社会福祉の仕事に熱意を持ってい

る。 

②人間愛に満ちている。 

③ものごとを冷静に判断できる。 

④根気よく人を説得できる能力を持

っている。 

資格には， 

・社会福祉主事 

・児童福祉士 

・身体障害者福祉士 

・精神薄弱児福祉士 

などがある。 

①大学の社会福祉関係の学部・学

科を卒業すると，福祉士の資格が

得られる。 

②大学以外にも福祉士の養成機関

が設けられている。 

エンジニア 

①計数能力がすぐれている。 

②綿密で，注意力がある。 

③根気がある。 

④協調性がある。 

 工業技術が急速に進歩した今日で

は，大学で専門知識を修めること

が要求される。学部は工学部が適

している。理学部でもよい。 

建 築 士 

①工業的知識とともに，芸術的センス

がある。 

②複雑な図面を読みとる能力にすぐ

れている。 

③緻密さと忍耐力がある。 

1 級建築士と 2 級建築

士があり，2 級建築士

資格には扱う建物の

種類や大きさに制限

がある。 

大学の工学部建築学科を卒業して

2級建築士試験を受ける。または，

卒業後 2年以上実務経験を積んで，

1級建築士試験を受ける。 

 

 



事項 

職業 
適性条件 資格 コース 

土木技師 

①エンジニアと同じような能力・適

性。 

②活動性がある。  

③指導性がある。  

④強健な体力の持ち主である。 

 大学の工学部土木工学科を卒業す

る。農学部の農工学料（または農

業土木学科）でもよい。 

(最近は土木工学教育を施す学科に

おいて別の名称になっている場合

も多い) 

測 量 士 

①数学的能力がある。  

②手先が器用である。  

③綿密で注意力がすぐれている。 

④視力障害がない。  

大学・短大の土木関係

の学科を出て，一定期

間実務経験を積むと

資格が得られる。 

①大学の土木工学科を出て，1年間

実務経験を積む。 

②短大の土木科を出て，3年間実務

経験を積む。 

③測量士試験に合格する。 

パイロット 

①運動神経が人一倍すぐれていて，身

体強健である。 

②知能がすぐれている。特に，理数系

の能力と，高い語学力が要求される。 

③冷静であって，度胸がある。 

④責任感が強い。  

パイロットとして必

要な訓練を受けたの

ち，国家試験に合格

し，航空免状を取得す

ることが必要である。 

①大学に 2 年以上在学したのち，

航空大学校へ進む。 

②大学 2 年修了後，航空会社のパ

イロット要員採用試験を受ける。

採用後訓練を受ける。 

海技士  

（航 海 士 

・機 関 士） 

①理数系の能力にすぐれている。 

②身体強健で，運動神経がすぐれてい

る。 

③適切な判断力と機敏さがある。 

④冷静沈着である。 

⑤協調性と指導性がある。 

船員はすべて海技士

免状が必要。海技士国

家試験に合格すると，

海技士免許が取得で

きる。 

高卒後，旧商船大学（東京海洋・

神戸）等へ進み所定のカリキュラ

ムを終了した場合，3級海技士の資

格が得られる。 

医  師 

歯科医師 

①特に理科系の高い能力がある。 

②人間に対する愛情と，強い責任感を

持っている。   

③研究熱心な努力家である。 

医師も歯科医師も国

家試験に合格して免

状をとることが必要。 

医師は大学医学部卒業後，国家試

験を受ける。 

歯料医師は大学歯学部卒業後，国

家試験を受ける。 

獣 医 師 

①理数系の能力にすぐれている。 

②手先が器用である。 

③動物に愛情を持っている。 

獣医師国家試験に合

格して，免状をとらな

ければならない。 

大学の農学部獣医学料（または，

獣医学部）を卒業後，獣医師国家

試験を受ける。 

薬 剤 師 

①理数系のうち，特に化学に興味を持

っている。 

②注意深く，綿密である。 

薬剤師国家試験に合

格すると，薬剤師の資

格が得られる。 

大学の薬学部（6年制）を卒業後，

薬剤師国家試験を受ける。 

 

 



事項 

職業 
適性条件 資格 コース 

管理栄養士 

①料理に興味を持っている。 

②手先が器用である。   

養成機関を卒業する

と栄養士の免許を得

られ、国家試験の受験

資格を得る。 

①高卒後，養成機関（栄養学校・

大学・短大）に進み栄養士の免許

を取得する。 

②国家試験を受ける。 

新聞記者 

①文章能力がある。  

②広い教養と鋭敏な感覚，公正な判断

力，正義感を持っている。 

③行動力がある。  

④精神力，体力ともタフである。 

 新聞記者の採用は，大学卒業者に

限定しているので，大学に進学す

ることが必要である。文化関係の

学部が最適。 

編 集 者 

①独創性があり，企画力がある。 

②広い知識と鋭敏な感覚を持ってい

る。 

③文章能力がある。 

 高卒だけでは編集者になることは

ほぼ不可能なので，大学へ進むこ

とが必要である。学部は，文・法・

経済学部などが適している。 

商    業 

デザイナー 

①芸術的センスがある。  

②個性豊かで，独創性に富む。 

③時代感覚に敏感である。 

 美術関係の大学・短大に進んで，

デッサンの基礎から勉強するとよ

い。 

工  業 

デザイナー 

①理数系の能力とともに，芸術的セン

スがある。  

②現代的センスがある。 

 工業技術の知識も必要なので，大

学の工学部に進学するとよい。工

業デザイナーを養成する学料をも

つ大学もある。 

報  道 

カメラマン 

①勇敢で，積極性に富んでいる。 

②機敏で，協調性がある。 

③身体強健で，がんばりがきく。 

④写真技術だけでなく，広い知識を持

っている。  

 カメラマンの養成機関として,芸術

大学などに写真学科がある。これ

らの養成機関を卒業すると，就職

には有利である。 

 

 


