
               ≪キャリアサポートプログラム≫  

               キャリアに関する情報 

2014 年度 なるにはシリーズ 一覧 
 

皆さんは将来、どんな職業に就きたいですか？ 

今から準備できること、準備しなければいけないことがきっとあります 

各職業や資格について、参考情報を掲載した「なるにはシリーズ」 

大学キャンパス内でも配布中です！ 
  

No. 職 業 名 No. 職 業 名 分 類 

1 銀行員 2 ファイナンシャルプランナー 

一般的 

な職業 

3 証券会社勤務 4 アナリスト 

5 保険会社勤務 6 アクチュアリー 

7 法人営業 8 接客営業 

9 商社勤務 10 広告代理店勤務 

11 小売・流通業勤務 12 デパート勤務 

13 国家公務員 14 地方公務員 
公務系 

15 警察官 16 消防官 

17 裁判官 18 裁判所事務官 

専門的 

資格系 

19 弁護士 20 検察官 

21 司法書士 22 行政書士 

23 税理士 24 国税専門官 

25 公認会計士 26 経理・財務担当者 

27 社会保険労務士 28 経営コンサルタント 

29 臨床心理士 30 心理カウンセラー 

31 中学校教諭 32 高校教諭 

教育系 
33 学校職員 34 大学教員 

35 学芸員 36 司書 司書教諭 

37 日本語教員 38 英会話学校講師 

39 外交官 40 国際公務員 

語学・ 

サービス系 

41 キャビンアテンダント 42 グランドスタッフ 

43 ブライダルコーディネーター 44 ホテルマン ホテルウーマン 

45 ツアーコンダクター 46 ツアープランナー 

47 通訳 48 通訳ガイド 

49 アナウンサー・キャスター 50 TV ディレクター・プロデューサー 
マスコミ系 

51 新聞記者 52 放送記者 

53 システムエンジニア 54 プログラマー システム系 

 

南山大学 キャリア支援室 キャリア支援係 



なるにはシリーズ １ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 銀 行 員 ◆ 
 

◆仕事の内容：窓口業務だけでなく大金も取り引きする  

  

金融業界の代表的な職業である銀行員の仕事は、主に預金業務、貸付業務、為替業務、国債などの債券の売買業務などか

ら成り立っている。 

 預金業務で身近な例は、窓口業務や、その後方での出入金の処理などだろう。貸付業務は、融資先の経営状態によっては

損害を被ることもあるので、責任の重い仕事だ。そのため、融資するかどうかを決める審査部門がある。為替業務で注目さ

れているのが、外国通貨や債券を売買する外国為替部門だ。特に、ディーリングルームで変動する為替レートを見ながら瞬

時に大金を取り引きするマネーディーラーは、最も注目されるポジションの一つと言える。 

 
 

◆働き方と生活：時期によっては残業が多くなることも  

  

入社当初は通常支店に配属され、得意先回りや顧客開拓で忙しい毎日となる。 

 勤務時間は銀行によって異なるが、おおよそ午前 8 時 45 分から午後 5 時までとなっている。ただし、お金の計算が合

わない場合や事務処理が多い時期などには残業もあり、特に月末は夜遅くまで仕事をすることも多いようだ。 

 
 

◆ふさわしい人：責任感と細やかな応対が必要  

  

銀行員は、顧客の大切なお金を預かり、それを運用するのが仕事なので、責任感が強く、信用のおける人柄であることが

第一条件だ。そして、慎重・丁寧に、かつ素早く、正確に仕事をすることが求められる。また、サービス業的な面もあるの

で、人当たりがよく、相手に不快感を与えないことも大切だ。仕事によっては、外向的で行動力のあるタフな人が求められ

る場合もある。 

 
 

◆収入、資格 

収入 … 初任給 20 万 5000 円（大手都市銀行・総合職の一例）  

関連資格 … 簿記検定／ファイナンシャル・プランナー  

 

◆将来展望：新たなサービスの開拓が進む  

  

金融業界の様々な規制緩和の動きにより、金利の有利な商品の設定や、インターネットや携帯電話での取り引きの充実な

ど、各銀行はサービスで特色を出し、競うようになってきた。今後も新たな業務領域の開拓が進んでいくと思われる。これ

からは、多様でかつ高度な顧客のニーズに対応できる人材が求められていくことになるだろう。 
 

◆こうすればなれる：社会科学系学部出身者の採用が多い 
 

銀行員になるには、大学、短大に進み、新卒で入社試験に合格するの

が一般的なコースだ。入社後は研修を受けたのちに各店舗に配属され、

テラー（窓口係）や貸付係などとして各部署で働くこととなる。 

 銀行員には、金融、経済、税務、不動産などの知識が必要なため、関

連学問を学んだ経済学系、経営学・商学系、法学系学部の出身者の採用

が多いようだ。 

 また、国際化が進む金融業界では英会話力が重視されているため、英

語の資格を取得しておくと役に立つだろう。簿記やファイナンシャル・

プランナーなどの資格も有効だ。さらに、融資業務には、宅地建物取引

主任者の資格が役立つ。 

 

 
 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ファイナンシャルプランナー◆ 
 

◆仕事の内容：資産運用の相談に乗りアドバイスする  

 

預金、退職金、株、債券、不動産などの財産を、どのように運用すれば効率的なのか、安定した老後を送るためにはどの

ようなマネープランが適切なのかといった資産運用についての相談に乗り、それぞれの人にふさわしいアドバイスをするの

がファイナンシャル・プランナーだ。 

 例えば、年収 1000 万円の人がマイホームを持ちたいと相談に来たとする。それに対して、その人の資産やライフスタ

イル、家族構成など必要な情報を聞き、最も有効なマイホーム作りの資金調達方法をアドバイスするのだ。このように、フ

ァイナンシャル・プランナーは個人のマネーライフのドクターとも言える職業である。 

  
 

◆働き方と生活：歴史の浅い日本では企業系 FP が主流  

  

ファイナンシャル・プランナーの活躍の場は、大きく分けて企業系と独立系の二つがある。企業系は企業に勤務して業務

を行うことになり、銀行、証券会社、生命保険会社などが勤務先となる。独立系は、自分で事務所を運営することになる。

日本では独立している人は少ないのが現状だ。  

 
 

◆ふさわしい人：数字に強く柔軟な発想も必要  

 

金融、証券、保険、年金、不動産、税金など、様々な分野を視野に入れながら自在にプランを作っていくので、数理能力

や柔軟な発想力が必要とされる。また、間違いのないプランを立てるためには、法の改正などの動きをいち早くキャッチす

る情報収集力も欠かせない条件の一つだ。 

 仕事柄、顧客のプライベートな情報が必要になるので、相手に信頼感と安心感を与えるカウンセリング技術も求められる。  

 
 

◆収入、資格 

収入 … 勤務先や相談内容により異なる  

関連資格 … ファイナンシャル・プランニング技能士／AFP／CFP  

 

◆将来展望：資産運用をプロに任せる考え方が定着  

  

アメリカでは、ファイナンシャル・プランナーには公認会計士や弁護士と同様の高い社会的地位が与えられている。日本

でも、ファイナンシャル・プランナーへの注目度が高まり、資産運用をプロに頼むという考え方が定着し始めている。さま

ざまな金融商品の出現や、高齢社会の本格化などで、今後はますます需要が伸びるだろう。 

 
 

◆こうすればなれる：経済関係の学問を学び、資格に挑戦する  

 

ファイナンシャル・プランナーをめざすなら、大学で経済学、経営学・

商学、法学、経営情報学などを学んでおくと有利だろう。 

 主な資格試験は、国家試験であるファイナンシャル・プランニング技

能検定と、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が実施する AFP、

CFP だ。ファイナンシャル・プランニング技能検定は、1 級から 3 級

まであり、各レベルに応じた学科試験と実技試験が課され、合格すると

ファイナンシャル・プランニング技能士の称号が得られる。AFP は、

認定教育機関で実施する研修を修了後、2 級ファイナンシャル・プラン

ニング技能検定に合格して協会に登録すると得られる。CFP は、試験に

合格し、研修の受講と通算実務経験 3 年の要件を満たすと取得できる。  

 

 

 
 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ３ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆証券会社勤務◆ 

 
 

◆仕事の内容：企業や経済の動向に常にアンテナを張る  

 

証券会社では、株式、債券、投資信託などの有価証券の引き受けや募集、売買業務を行う。証券会社の社員は、顧客に株

式情報を提供したり、顧客から有価証券の売買注文を受けて、顧客に代わって取り引きを行ったりするのが主な仕事だ。 

 株価は、企業の融資の動きや新製品開発の動向、国内外の政治や経済などの動きを受けて変動するため、証券会社の調査

部などでは、常にこれらの情報を収集している。そして、必要な情報を金融商品取引業務を行う資格を持つ外務員などに提

供して、顧客との取り引きに生かしている。そのほか、顧客からの資産運用についての相談に乗ったり、新規の顧客を開拓

したりもする。  
 

◆働き方と生活：競争が激しく残業なども多い 

  

今日、日本では規制緩和の経済政策がとられている。そのため業界内の競争も激しく、新しい顧客を開拓するために企業

などを一軒一軒訪問して回るなど、大変な面もある。基本的に就業時間は朝から夕方までだが、残業になることも多い。男

性が活躍するイメージの強い仕事だが、近年は女性の就業者も増えている。 

 
 

◆ふさわしい人：個人の魅力が信頼につながる  

  

顧客の大切な財産を運用するという仕事柄、信頼されるに足る豊富な知識を持ち、粘り強く努力できることが条件だ。 

 また、刻々と変化する株式市場の動きを的確につかむ洞察力や、状況に応じて手際よく対処できる機転が欠かせない。株

式の取り引きは必ずしもよい結果ばかりが出るとは限らず、少々のことではくじけない楽観性も必要だ。 

 
 

◆収入、資格 

収入 …初任給 22～26 万円（職責に応じて異なる・大手証券会社の一例）  

関連資格 … 外務員  

 

◆将来展望：変革の時を乗りきる人材に期待  

  

経済のグローバル化や、規制緩和による証券業務への銀行の参入、これによる金融市場の種類と規模の拡大、新しい取引

手法や商品の誕生など、証券業界は変化の真っただ中にある。 

 今後は、変わりつつある証券業界の情勢に、より柔軟に対応できる人材が求められていくと言えるだろう。 

 
 

◆こうすればなれる：社会科学系学部出身者に採用実績あり  

 
証券会社の採用試験の対象は大卒者が主だ。大手証券会社の場合、経

済学系、経営学・商学系、法学系学部などを中心に、幅広い系統の学部

での採用が行われているようだ。 

 株券など有価証券の売買を行うことができる外務員の資格を得るた

めには、日本証券業協会が実施している外務員資格試験に合格し、外務

員登録をする必要がある。一種外務員試験に合格すると、証券会社の扱

うすべての商品の営業ができる。二種外務員は、先物取引、オプション

取引の業務ができないほか、信用取引についても制限があるなど、取り

扱うことができる取引や商品には制限がある。 

 

 
 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ４ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆アナリスト◆ 
 

◆仕事の内容：幅広いデータから株価の評価や予測を行う  

 

アナリストとは、証券会社や銀行などの金融機関や投資顧問会社などに所属し、企業の増資や新製品開発の動向、収益や

経営状態、そして国内外の全般的な経済、政治情勢など、幅広いデータや情報を調査・分析して、株価の評価や金融の将来

予測を行うスペシャリストだ。 

 証券会社の場合、アナリストの分析を基に株価の値動きを予測して、株式売買の戦略を立てている。例えば、株の価格は

日々変動し、その売買にはリスクがつきまとう。そのため、証券会社の外務員などが投資家のアドバイザー役となり、売買

を代行する。この場合、そのアドバイスの内容は、アナリストの評価が基になっている。 

 
 

◆働き方と生活：決算時期は多忙になり調査のための出張も多い  

 

アナリストの職場としては、証券会社、生命保険会社、銀行など、さまざまな金融系の企業が挙げられる。決算時期は、

情報収集と分析に追われ、かなり多忙になる。また、担当する企業に実際に出向いて調査する必要があるため、外出や出張

が多くなる。男性の割合が高い職業だが、近年は女性も多く活躍しているようだ。  

 
 

◆ふさわしい人：膨大なデータを収集し分析する能力  

 
仕事で収集、分析するデータや資料は膨大で、時には国の経済、金融行政の担当者や企業の経営スタッフなどに直接イン

タビューすることもあるため、情報収集力、分析力、取材力が不可欠。また、長時間コンピュータに向かって仕事をするこ

とも多いので、集中力や根気も必要だ。 

 さらに、最新情報をいち早くキャッチし、分析材料として活用する必要があるので、頭の回転の速さも条件と言えるだろ

う。 
 

◆ 収入、資格 

収入 …勤務先により異なる  

関連資格 …証券アナリスト教育・試験制度  

 

◆将来展望：独立型アナリストの出現に注目  

 

現在のところ日本では、アナリストはほとんどが企業に所属し、アメリカのようにフリーで活躍する人は少ない。しかし、

今後日本の株式市場が拡大し、ニーズが増えれば、アナリストへの注目度はいっそう高まるだろう。近い将来、日本でもフ

リーで仕事をする独立型アナリストが増えてくると予測される。  

 
 

◆こうすればなれる： 

試験の内容から経済関連の学問が役立つ  

 

アナリストに近い仕事をするためには、必ずしも資格は必要ではない。

しかし、アナリストとして活躍するには、証券アナリストの検定試験に合

格し、所定の実務経験を積んで検定会員になっておくと有利である。試験

の内容から、大学では経済学、経営学・商学などを学んでおいた方がよい

だろう。 

 証券アナリスト検定試験には第 1 次レベルと第 2 次レベルがある。第

1 次レベル試験を受験するためには、（社）日本証券アナリスト協会の通

信教育講座を修了することが必要だ。第 2 次レベル試験は第 1 次レベル

試験合格者で、第 2 次レベルの講座を修了した者のみ受験できる。第 2

次レベル試験合格率は例年 45％前後である。 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ５ 
                                                     キャリア支援室  

◆保険会社勤務◆ 
 

◆仕事の内容： 保険に関するあらゆる業務をこなす 
 

多数の加入者から払い込まれる保険金を管理・運用して、加入者に事故や傷病が発生した場合に保険金を支払うのが保険 

 

会社の主な仕事である。保険会社には、生命保険会社と損害保険会社の２種類があり、それぞれ保険の勧誘にかかわるのは、 

 

生命保険営業職員（いわゆる保険外務員）や損害保険代理店である。保険会社スタッフは、その外務員や代理店を管理・サ 

 

ポートする仕事や、集まった保険金の管理・運用、保険金の支払いの査定や支払いの手続き、新しい保険の開発などを行う。 

 

保険内容も、病気、火災、交通事故など旧来の商品だけでなく、スポーツ事故やストーカー被害などに対応する新商品が出 

 

て、対象が年々多様化している。そのため、保険会社スタッフには時代を洞察する力が求められている。 

  
 

 

◆収入、資格 

関連資格 …ファイナンシャル・プランニング技能士／AFP／CＦP  

 

 
 

◆こうすればなれる：運用部門では株などの専門知識も必要  

 

保険会社に勤務するために特別な資格は必要ない。しかし、保険の勧 

 

誘の仕事にかかわるには、入社後、さまざまな協会が実施する研修や試 

 

験を受け、合格後に当局に登録する必要がある。 

  

 また、加入者から集めた資金を運用する部門の場合は、経済や株・証 

 

券の専門知識が必要なので、経済、経営、商、法学部などで基礎知識を 

 

修得することが第一歩である。 

  

 入社後、ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、CFP など 

 

の資格をとってスキルアップをはかっている人も多い。 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ６ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆アクチュアリー◆ 
 

◆仕事の内容：企業の数理業務すべてにかかわる  

 

生命保険会社や損害保険会社は、主に死亡や災害といった不確実な出来事を対象として扱う。もし、その発生頻度が想定

を大きく上回ると会社の存続にかかわるため、商品開発の際には必ずアクチュアリーが企画に加わる。 

 仕事内容は、保険商品の設計や収支予測、保険料の算定、配当率の決定、死亡率や事故発生率の調査・分析、事業費支出

の管理などで、確率や数理統計の手法を使い、これらの数値を算出する。また、保険会社では、アクチュアリーが保険計理

人として選任され、決算時に法定の確認業務を行う。そのほかの主な職場には、信託銀行、官公庁、コンサルティング会社、

監査法人などがある。  

 
 

◆働き方と生活：企業、団体、官公庁に所属して働くことが多い  

 

欧米諸国では独立開業しているアクチュアリーもいるが、日本のアクチュアリーは、ほとんどが企業、団体、官公庁など

に所属している。 

 取得が難しい資格のため、資格取得を希望する社員にはアクチュアリー講座へ出席できるように便宜を図ったり、取得後

は、資格手当などを特別に支給する企業や団体もある。  

 
 

◆ふさわしい人：数理の応用能力にたけた努力家  

 
確率や統計の手法を使ってデータを分析する仕事なので、数字に強いことが欠かせない条件だ。保険や年金制度は、数十

年単位の約束ごとを管理・維持していくものなので、数学理論に精通し、数字を自由に駆使する能力が必要になる。また資

格取得後も、時代や環境の変化に応じて新しい知識を得ていく必要があるため、常に学習意欲を持ち向上心のある努力家に

向いている。  

 
 

◆ 収入、資格 

収入 …勤務先により異なる  

必須資格 …アクチュアリー資格試験 

 

◆将来展望：活躍分野はさらに広がる  

 

高齢化の進展や経済情勢の変化などに伴い、国民の保険や年金への関心が高まっており、アクチュアリーの果たす役割は

今後ますます重要性を増していくだろう。 

 また、確率や数理統計のプロであるアクチュアリーには、その技術を投資や資産評価などいろいろな分野に活用し、企業

の業績向上に貢献することが期待されている。  
 

◆こうすればなれる：資格取得まで長期間の勉強が必要  

 

アクチュアリーになるには、（社）日本アクチュアリー会が実施してい

るアクチュアリー資格試験に合格しなければならない。 

 受験資格は大卒者またはそれと同等以上の者となっており、まず保険会

社などに就職し、その会社で仕事をしながら受験するのが一般的だ。 

 試験は 1 次と 2 次があり、両方ともかなりの難関だ。1 回の受験で全

科目合格しなくてもよく、合格した科目は翌年以降は受験する必要はな

い。2 次試験に合格して資格を得るまでには、平均して約 8 年かかると

言われている。数学に関係する内容が多く出題されるので、理学系学部に

進んで数学を学んでおくと有利だ。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ７ 
 

キャリア支援室 

 

◆ 法人営業（企業向け営業）◆ 

 

◆仕事の内容：法人を対象にセールスを行う 
 

企業には製造部門、営業部門、経理部門、総務部門、人事部門などがある。その中でも会社の商品を売る営業部門は、会

社の命運を左右する重要な部門だ。 

 営業担当者は一般的に、まず売り上げ目標を設定して、営業方法を決定する。そして、顧客となりうる企業を調査・選定

し、顧客の担当者と直接会って商談する。商談成立後は、納品、代金回収、アフターケアといった仕事がある。 

 営業には大きく分けて、固定の得意先と取り引きするルートセールスと、新規顧客開拓とがあり、規模の大きな会社では、

それぞれ担当者が分かれている。 
 

◆働き方と生活：所属する会社によって労働条件などは異なる   
 

勤務時間や労働条件は所属する会社により異なるが、顧客が企業なので、一般的には勤務時間は規則的で、休日もカレン

ダーどおりのことが多いようだ。製薬会社の医薬情報担当者（MR）などは、女性の進出がめだつ。仕事と家庭を両立でき

るような環境を率先して整えている企業も多い。 
 

◆ふさわしい人：コミュニケーション力やマナーが不可欠 
 

会社を代表して相手の企業と取り引きを行う仕事なので、コミュニケーション力や正しいマナーが必要不可欠だ。 

 また、話題が豊富だと、話しているうちに親近感が増し、取り引きがスムーズに進むことも少なくない。大きな商談では、

チームを組んで営業に当たるので、協調性も必要だ。 
 

◆収入、資格 

収入 … 経験や能力により異なる 

 

◆将来展望：コンサルティング力でものを売る時代に 
 

近年では、各企業の技術格差が縮まり、商品の差別化が難しくなっている。そこで必要になってくるのが、商品の技術的

知識や用途を熟知し、顧客の相談に応じて的確にアドバイスするコンサルティングセールスのできる営業担当者だ。 

 一方、最近はインターネットによる電子商取引が増えており、将来は、これまでとは全く違った形での営業手法を採る業

種が出てくるかもしれない。 
 

◆こうすればなれる: 業種に関連した資格があると有利 
 

営業の仕事に就くのに資格や学歴は関係ない。しかし、大手企業では大卒

者を中心に採用する傾向があるので、大学に進学し、営業に役立つ経済学や

経営学・商学、経営情報学などの専門知識を学んでおいた方が有利と言える。 

 薬学部なら製薬会社の営業担当者、工学系、理学系学部ならコンピュータ

関係といったように、大学で学んだことがそのまま役立つ場合も多くある。 

 また、不動産会社なら宅地建物取引主任者や土地家屋調査士、国際的に事

業を展開する企業なら英語に関する資格など、営業内容に沿った関連資格を

取っておくと役立つだろう。 

 

 

 

           情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ８ 
 

キャリア支援室 

 

◆ 接客営業（訪販セールス）◆ 

◆仕事の内容：見込み客に個別にアプローチ 
 

生命保険や学習教材、化粧品、浄水器、自動車、住宅など、比較的高額な商品の販売については、見込み客の家庭を直接

訪問するという、より積極的な方法が採られていることが多い。この仕事に従事しているのが、接客営業の担当者である。 

 研修制度を取り入れているところもあり、見込み客の家庭を訪問して商品を売るという性格上、商品知識やマナー、契約

上の実務やトラブル防止などについての教育が徹底して行われている。さらに、ロールプレイング（模擬セールス）や 3 分

間スピーチなど、話術の訓練も繰り返し行われる。 

 
 

◆働き方と生活：家庭への訪問活動に 1 日のほとんどを使う  

 

勤務時間や労働条件は、業種や雇用形態によって大きく異なる。土日・祝日の勤務もよくある。顧客の都合に合わせて夜

間に訪問することも多いので、勤務時間は長くなりがちだ。 

 家庭への訪問活動に 1 日のほとんどを使い、移動が多いことも特徴だ。生命保険や化粧品の営業は女性の担当者が多い。 

 
 

◆ふさわしい人：相手を引きつける熱意と自己管理能力  

 

見込み客を直接訪問して商品を売るので、まず、人を引きつけるだけの個性や熱意があることが第一条件である。もちろ

ん、商品についての十分な知識は、自信を持って薦めるうえで欠かせない。また、前向きな姿勢や行動力、社交性、多少の

ことではくじけない強さなども必要だ。 

 完全歩合制では本人が事業主になるので、自分で目標を立てていく計画性や自己管理能力も求められる。  

 
 

◆収入、資格 

収入 … 勤務先により異なる 

 

◆将来展望：積極的なセールスで活路を見い出す  

 

企業の生産技術が向上し、同じような商品が市場にあふれている現代では、商品そのものの魅力だけで売ることが難しく

なりつつある。 

 そのため、商品によっては、広告や店頭での営業のほか、個人の顧客に直接売り込む積極的な訪販セールスも組み合わせ

た営業活動がなされている。 
 

◆こうすればなれる・資格 
: 販売技術を身につけるための研修制度  

 

一部の業種を除いて、この仕事に就くためには学歴や特別な資格は必要な

い。商品や販売方法について何段階もの研修を行うなど、研修制度に力を入

れているところもあり、だれでも十分な販売技術を身につけることができ

る。 

 例えば生命保険会社の場合、採用されると、まず生命保険業界が統一的に

実施している初期研修を受けることになる。研修後、生命保険協会の一般課

程試験を受けて合格すると、保険の営業ができるようになる。その後、より

専門的な知識や高度な販売技術を身につけていくと、「ライフ・コンサルタ

ント」「シニア・ライフ・コンサルタント」「トータル・ライフ・コンサルタ

ント（生命保険協会認定 FP）」などの資格取得も可能だ。  
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なるにはシリーズ ９ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 商 社 勤 務 ◆ 

 

◆仕事の内容：世界を相手に様々な原料・商品を取り引きする 
  

天然資源の乏しい日本では、輸入した原材料を加工・製品化し、それを輸出することで経済が成立している。その中で大

きな役割を果たすのが、世界中にネットワークを張りめぐらせ、さまざまな原料や商品を輸出入する商社である。その商社

で、今何が必要とされているかを探り、いち早く売買に結びつけるのが商社営業部員だ。 

 取り引きする商品は、衣料、食料、機械、薬品、または、エレクトロニクスやバイオテクノロジー製品、通信衛星事業な

ど、その種類は膨大だ。世界各国とさまざまな商品を取り引きする大手商社は、商品の輸出入ばかりでなく、海外資源の開

発や、外国企業への投資なども積極的に行っている。 

 
 

◆働き方と生活：仕事があれば国内・国外どこへでも飛んでいく 
  

仕事があれば世界中のどこへでも飛んでいくのが商社営業部員である。そのため、国内・国外を問わず、出張はかなり多

い。場合によっては、治安の不安定な国や生活環境の厳しい国などにも、出張や赴任で出かけることがある。また、長期赴

任により、人生の大半を海外で過ごすことになる人もいる。 

 
 

◆ふさわしい人：バイタリティーやチームプレーが財産 
  

商社営業部員に求められるのは、まずバイタリティーや何事にも前向きに対処できる行動力である。例えば外国では、た

とえ語学に自信がなくても、体当たりで商談をまとめ上げるくらいのファイトのある人でなければ、実績を上げることは難

しいと言えるだろう。そして、どんな状況にも柔軟かつ素早く対応できる力も必要だ。 

 そのほか、チームプレーで商談を進めるためには、だれとでもスムーズにコミュニケーションできる協調性も欠かせない。 

 
 

◆収入、資格 
 

収入 … 初任給 約 20 万 5000 円（大手総合商社の場合）  

関連資格 … 日商ビジネス英語検定／簿記検定  

 

 

◆将来展望：より幅広い人材が求められる傾向に   
 

文系学部出身者が多いイメージの強い商社だが、現代では、情報、技術、金融など、ソフト分野のビジネスのウエイトが

増しているため、理工系学部出身者も活躍している。扱う商品領域の広がりとともに、より幅広い人材が求められるように

なっていくだろう。 

 
 

◆こうすればなれる：在学中から専門知識や教養を身につける 
  

商社の採用試験で重視されるのは、行動力や語学力だ。経済学系、経営学・

商学系、法学系学部出身者の採用が多いが、英会話の実力をつけておくとな

およいだろう。日商ビジネス英語検定試験などに合格していれば有利である。 

 文系学部出身者の採用が多いが、エレクトロニクスや通信衛星など、先端

技術を駆使した工業製品や通信事業を手がけることが多くなっているため、

理学系、工学系学部出身者の採用もある。特に、基礎研究より、応用研究を

専攻した人の方に実績があるようだ。 

 いずれにしても、商社の採用試験は高倍率なので、在学中から国際政治、

経済、歴史などをしっかり勉強し、実力をつけておくことが大切である。 

 

 
  

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ １０ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆広告代理店勤務◆ 
 

◆仕事の内容：広告戦略を練り適切な媒体をセレクト  

 

企業の販売戦略は、新しい商品やサービスをいかに消費者にアピールするかが柱となっている。広告代理店は、企業など

から依頼されて、売り出す商品やサービスなどの広告戦略を練り、販売促進につながる広告物を提案・制作する。 

 まず該当の商品などをアピールするために効果的な戦略を練り、企業に対して企画のプレゼンテーションを行う。企画が

採用されると、広告主の企業担当者と打ち合わせを重ね、広告物を制作していく。営業や制作部門のほか、新聞や雑誌に掲

載するための広告枠を確保するといった媒体部門や、市場調査をしたり、店頭でイベントを行ったりするマーケティング、

セールスプロモーション部門もある。  

 
 

◆働き方と生活：CM 撮影やイベントのため夜間や休日の出勤も  

 

広告の企画を考え、具体化していくため、社内での会議や依頼主の元へ出向いての打ち合わせなどに１日の大半を費やす。

企画提案の締め切り前などは非常に忙しく、残業になることも少なくない。また担当する商品の CM 撮影やイベントなどの

ため、夜遅くや休日の出勤もあり、生活は不規則になりがちだ。  

 
 

◆ふさわしい人：リーダーシップと鋭敏な時代感覚  

 
大がかりな広告キャンペーンには、フォトグラファーやグラフィックデザイナーなど大勢のスペシャリストがかかわる。

そのため、広告代理店の担当者にはこれらのスタッフをまとめるリーダーシップが求められる。 

 また、ユニークなアイディアの広告、宣伝企画を打ち出すためには、様々な分野の知識や鋭い時代感覚も求められる。 

 
 

◆ 収入、資格 

収入 … 初任給 24 万～29 万円程度 （大手広告代理店の場合）  

 

◆将来展望：新鮮で効果的な広告の作り手に期待  

 

近年では、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ以外の媒体を使った広告が増えている。特に、インターネットを使った広告は高

い伸びを示している。そのほか、公共交通機関やビルの壁面を利用した広告なども見られる。 

 今後は、さまざまなメディアを駆使しながら、より効果的な広告・宣伝を行うことのできる人材が求められるだろう。  

 
 

◆こうすればなれる：在学中から幅広い知識を身につける  

 

広告代理店の採用試験の倍率は全体的に高く、また大手では大卒者を採

用条件にしているところも多くある。しかし、特別な資格や専門分野の知

識は問われないので、特に有利な学部はなく、理系学部出身者も少なくな

い。 

 在学中から文学、音楽、映像などクリエイティブな世界に接し、時代を

見る目を養うと同時に、どのような分野の話題もフォローできる雑学的な

知識も身につけておくと役に立つ。 

 多くの広告代理店では、職種を限定せずに採用し、入社後に社内教育な

どで適性をみて配属部署が決まる。 
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なるにはシリーズ １１ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆小売・流通業勤務◆ 

 
 

◆仕事の内容：日々の暮らしに向き合う職場  

 

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどにおいて、仕入れから販売までを行うのが流通・小売業勤務の仕事であ

る。営業時間中は、レジや接客が中心の業務だが、それぞれが自分の担当商品群をもち、自分で商品を選んで仕入れ、店頭

に並べ、売れるように商品説明のＰＯＰなどをつくったりもする。とくに食品部門は、季節や天候、テレビなどで話題とな

っているもの、近所の同型店の状況などが売れ行きに大いに関係するので、常にアンテナを張って情報を仕入れる必要があ

る。日々の暮らしに密着している分、お客さんの動きに敏感に反応して仕事をこなさなくてはならないので、流通・小売業

のスタッフに求められるのは、何事にも臨機応変に対応できる能力である。  

 

 
 

 
 

◆ 収入、資格 

関連資格 … 販売士  

 

 
 

◆こうすればなれる：流通の基礎知識をもっていると有利  

 

流通・小売業に勤務するために特別な資格は必要ない。しかし、流通の

しくみや販売のノウハウを知っていたほうが採用に有利なので、大学や短

大、専門学校の経済・経営・商学系の学部・学科などで流通の基礎知識を

修得するのが第一歩である。また、販売士の資格をもっていると有利だろ

う。 

 販売士は、販売・流通のプロで、接客、販売の基本をマスターし、豊富

な商品知識、商品計画、経営計画、マーケティングなどの力が求められる

資格である。１級から３級まであり、だれでも受験できる。  
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なるにはシリーズ １２ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆デパート勤務◆ 

 
 

◆仕事の内容：消費者の消費動向の最前線に立つ  

 

デパートにおいて、仕入れた商品を管理し、店頭で接客し、販売する仕事を中心に行うのがデパート職員である。担当の

コーナーをもち、そのコーナーの商品に関しては発注から販売、返品までの全部の流れに責任をもつ。具体的には、展示会

に行ったり、カタログを見るなどして新商品を仕入れ、仕入れた商品をきれいにディスプレイし、売り上げが鈍ってきたら、

タイミングよくセール価格にして売るなどの判断をする。顧客のニーズをキャッチすることが効率的な販売につながるの

で、店頭での販売を通して得られる情報の収集力がデパートの営業の決め手となる。店頭での接客・販売を担当する部門は、

人数も多く、デパートの中心となるところだが、ほかにも企画や仕入れ、通信販売、宣伝などたくさんの部門がある。  

 

 

◆収入、資格 

 

関連資格 …  販売士 

 

 

◆こうすればなれる 

：販売士の資格をもっていると採用に有利 
 

デパートに勤務するために特別な資格は必要ない。しかし、流通のしく

みや販売のノウハウを知っていたほうが採用に有利なので、大学や短大、

専門学校の経済・経営・商学系の学部・学科などで流通の基礎知識を修得

してきた人が多い。中には販売士の資格をもっている人もいる。 

 販売士は、販売・流通のプロで、接客、販売の基本をマスターし、豊富

な商品知識、商品計画、経営計画、マーケティングなどの力が求められる

資格である。１級から３級まであり、だれでも受験できる。 

 入社後は経験を積んで、バイヤーやマーチャンダイザーにスキルアップ

していく人も多い。  

 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ １３ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 国家公務員 ◆ 

 

◆仕事の内容：国民のためによりよい社会作りに貢献する 
 

国家公務員は、財務省、法務省、外務省、経済産業省などの省庁や、裁判所、国会などの国家機関に所属して、国の公

式行事や国民全体にかかわる仕事を行う。仕事の内容は所属機関によってさまざまだが、大きく分けると次の 4 種類があ

る。（1）治安、外交、税金関係、（2）農業、工業、商業関係、（3）労働、厚生、社会福祉関係、（4）教育、文化関係。

いずれにしても、国民のために国の予算を有効に運用し、暮らしやすい社会作りに貢献するという使命がある。 

 国家公務員には特別職と一般職とがある。特別職とは国会職員、裁判官、防衛省職員などのことで、それ以外の国家公

務員を一般職と言う。 

 

◆働き方と生活：予算編成期などには夜遅くまで働くことも   
 

一般的に中央の本省庁に勤務することが多いが、地方の出先機関などで働く場合も少なくない。 

 勤務時間は基本的に 1 日 7 時間 45 分で週休 2 日制となっているが、予算編成期や国会会期中は夜遅くまで仕事が続く

こともある。特に、総合職で採用された人は、かなりの激務となるようだ。 

 

◆ふさわしい人：国の将来に貢献する高い志が必要 
 

国民全体のために仕事をするのが国家公務員なので、常に公正な視点を持ち、国や国民の役に立ちたいという奉仕の精

神を人一倍持っている人に適している。また、国の将来の動向にかかわる仕事でもあり、グローバルな視野と柔軟な発想

力が欠かせない。国の行政の第一線で活躍するには、使命感やリーダーシップも必要だ。 

 

◆収入、資格 

収入 … 初任給 約 21 万 4000 円 （総合職・行政職・大卒程度・東京都特別区内勤務・2011 年）    

必須資格 … 国家公務員採用各種試験 

◆将来展望：厳しい現実もあるが人気の高い区分も 
 

安定したイメージのある国家公務員だが、国家財政のひっ迫により国家公務員の定員を減らす計画があるなど、以前に

比べて厳しい状況となっている。しかし、競争率が 100 倍を超えるなど、依然人気の高い試験区分もある。 

 現在、日本では社会、経済、行政など各分野で大きな改革が進められている。こうした中で、よりよい国作りのために、

仕事に熱意を持って取り組める人材がいっそう求められていくだろう。 

 

 

◆こうすればなれる：2012 年度から新しい試験体系に 
 

国家公務員になるには、国家公務員試験に合格するのが最も一般的

なルートだが、2012 年度から試験体系が変わり、総合職・一般職・

専門職・経験者採用の四つの体系になる。総合職試験は、「大学卒業程

度」と「院卒者」を対象とした試験に分かれており、一般職試験と専

門職試験は、「大学卒業程度」と「高校卒業程度」を対象とした試験に

分かれている。試験区分が細かく分かれているので、特に有利な学部

というのはなく、何を専攻してもチャンスはある。 

 ただし、試験に合格すれば必ず採用されるわけではない。試験に合

格すると、採用候補者名簿に名前が登載され、各省庁はその採用候補

者の中から採用面接等を行い、採用者が決定される。 

 

  
 
＊地方公務員の試験と併願する場合が多く、ともに合格した場合は、地方公務員を選択するケースも見受けられます。 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ １４ 
 

キャリア支援室 

 

◆ 地方公務員 ◆ 

 

◆仕事の内容：地域住民が暮らしやすい生活環境をつくる 
 

地方公務員は、住民の要望、苦情などの生の声から、行政に何が求められているかをくみとり、住民が暮らし

やすい生活環境を作っていく、地域密着型の仕事を担当している。 

 仕事内容は治安、消防、水道、交通、教育、文化事業など、地域の生活全般にかかわる広い範囲に及んでいる。

役所に勤務している人ばかりではなく、公立の学校、病院、図書館、福祉施設の職員や、上下水道、清掃などに

携わっている人たちも地方公務員だ。 

 なお、地方公務員には一般職と特別職がある。特別職とは、知事や副知事などの職を指す。それ以外の職員が

一般職だ。 

◆働き方と生活：残業は部署により異なる 
 

地方公務員の勤務先としては、各都道府県庁や市区町村役場、地方公共団体、公立の学校、病院、図書館など

がある。 

 勤務時間は基本的に 1 日約 8 時間で、民間企業に比べて残業が少ないと言われているが、勤務状況は部署によ

り異なる。また、ほとんどの自治体が週休 2 日制を導入している。 

◆ふさわしい人：住民の意見を聞く誠実さが第一 
 

地方公務員は、地域住民の意見や不満などを広くキャッチし、それを行政に生かしていくことが求められるの

で、どんな意見にも素直に耳を傾ける誠実さや、正しいと思ったことをすぐに実行に移す行動力が必要だ。 

 また、地方の時代と言われている現在、地域振興に役立つプランを積極的に打ち出していくことも、地方公務

員の大きな使命となっている。 

◆収入、資格 

収入 … 初任給 約 21 万 3000 円（東京都庁行政職Ⅰ類Ｂの場合・2013 年） 

必須資格 … 地方公務員採用各種試験  

◆将来展望：人気が高く就職は狭き門 
 

民間企業と比べて安定したイメージのある公務員の人気は高く、狭き門となっている。また近年では地方行政

の改革が進んでおり、これまで以上に柔軟な発想力やチャレンジ精神を持った人材が求められている。 

 今後は、公務員の安定性だけに着目するのではなく、地域振興に熱い思いを持った人がいっそう求められてい

くだろう。 

◆こうすればなれる：どの学部出身でもチャンスはある 

 

 

地方公務員採用試験は、それぞれの地方自治体が独自に行

っている。そのため、試験内容や受験資格は地域によって異

なるが、上級（大卒程度）、中級（短大卒程度）、初級（高校

卒程度）と分けて行われたり、東京都のようにⅠ類・Ⅱ類・

Ⅲ類と分けて実施している地方自治体もある。試験区分は行

政（事務）、土木、電気、水産、建築、福祉といった具合に分

かれている自治体が多いので、どの学部出身者にもチャンス

はある。 

 なお、警察官や消防官、看護師、薬剤師、保健師などの専

門職は、多くの場合、個別に試験が行われている。 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ １５ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 警 察 官 ◆ 

◆仕事の内容：国民の安全を守り住みよい社会を作る 
 

警察の組織は、国の警察機関である警察庁と 47 の都道府県警察から構成されている。 

 一地方で発生した事件は、その地域を管轄する都道府県警察が担当するが、広域犯罪や大規模な災害が発生

したときは、警察庁（管区警察局）が関係する都道府県警察のまとめ役となって、事件の解決に当たる。 

 警察官の多くは都道府県警察に所属し、一般的には交番勤務や交通取り締まりからスタートする。交番では

地理案内やパトロール、交通事故の処理、刑事事件など、警察業務全般を扱う。交番勤務を経たあとは、多く

が希望や適性に応じて刑事、交通などの専門部署に配属される。 
 

◆働き方と生活：部署によっては夜間勤務があるところも 
  

勤務時間については、公務員とほぼ同じ時間帯で勤務する場合もあるが、配属される部署によっては夜間勤

務があることも少なくない。大きな事件や事故が発生した場合には、深夜や休日に出勤することもある。 

 また、近年は女性の採用にも積極的で、女性が働きやすい職場環境の整備も行われている。 
 

◆ふさわしい人：正義感と強じんな身体を持っていること 
  

犯罪を取り締まる仕事なので、やはり正義感の強い人が望まれる。そして、序列の厳しい世界で常に上司の

指揮命令を受けて職務に当たるので、規律正しく、協調性があり、組織への適応性があることも大切だ。また、

時には格闘もありうる仕事なので、体力があり、機敏であることも重要な条件だ。そのため警察官採用試験で

も、身体的な条件が受験資格として設けられている。 
 

◆収入、資格 

収入 … 初任給 約 24 万 7000 円（警視庁Ⅰ類の場合・2013 年） 

必須資格 … 警察官採用試験 

 

◆将来展望：ハイテク化と国際化がさらに進む 
  

犯罪の多様化、高度化に備えて、最近は捜査活動に最新の科学・技術が積極的に導入されている。今後は、

こうしたハイテク分野に強い人材がいっそう求められるようになるだろう。 

 また、日本に限らず複数の国で犯罪が行われたり、外国人が関係したりするようなケースも多いため、語学

に強く、国際感覚に優れた警察官が今まで以上に必要とされている。 
 

◆こうすればなれる：日ごろからの体力作りが大切 
 

各都道府県の警察官になるためには、各都道府県が実施する警察

官採用試験に合格するルートが一般的だ。都道府県の採用試験は、

警視庁（東京都の警察）ではⅠ類（大卒程度）、Ⅱ類（短大卒程度）、

Ⅲ類（高卒程度）に分けて行われるが、名称や区分は都道府県によ

って異なっている。学科試験が課されるほかに、健康な体と体力が

かなり重視されるのが特徴だ。日ごろから体を鍛えておくことが望

ましいだろう。 

 ほかに、国家公務員採用試験に合格したあと、警察庁警察官とし

て採用されるというルートもある。 

 なお、皇室関係の警察官（皇宮護衛官）になるには、人事院が行

う皇宮護衛官の採用試験に合格しなければならない。 

 

 
 

＊試験の難易度的には、一般の公務員より若干ですが通りやすいといわれていますが、正義感と体力が重要なポイントです。 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ １６ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆消防官◆ 
 

◆仕事の内容：災害から人々を守り暮らしの安全を支える  

  

人々の貴重な生命や財産を守るために大きな役割を果たす消防組織。その担い手である消防官は、火災の消

火はもちろん、風水災害や地震などの際にも出動し、人命救助や二次災害の防止に活躍している。 

 また、現場に出て消火・救助業務に当たるほか、救急業務や救急技術の普及業務、地域住民の防火・防災意

識を高めるための活動、さらには火災を予防する立入検査など広範な業務に携わる。その任務は防災にかかわ

るあらゆる分野に及んでいると言えるだろう。 

 消防官は、災害を想定した訓練も日ごろから行っている。  
 

 

◆働き方と生活：いつでも出動できるよう交代で勤務する  

 

仕事の性質上、いつでも現場に出動できることが求められるため、いくつかの班を編成し、交代で 24 時間勤務する態勢

が採られている。 

 また、自分の命をかけて人命救助を行う仕事なので、勤務時間中は常に緊張感を持って臨まなくてはならない。体力も必

要であり、かなりきつい仕事だと言える。 

 
 

◆ふさわしい人：機敏さ、規律を守ることなどが必要  

 
一般に危険を伴う仕事だけに機敏さが求められるほか、冷静で素早い判断力も必要とされる。また、多くの場合、採用基

準として身長、体重、視力などに一定の条件が設けられている。 

 一方、消防活動はチームプレーで行われるため、規律を守ることも必要だ。仲間と協力し合いながら、規律正しく仕事を

なし遂げることに充実感を見い出せるような人が向いていると言える。 

 
 

◆ 収入、資格 

収入 … 初任給 約 24 万 7000 円（東京消防庁Ⅰ類の場合・2013 年）  

必須資格 … 消防官採用試験  

 

◆将来展望：大都市では特定の分野に強い人材に期待  

火災、地震、風水害などの災害はいつの時代にも発生する可能性があるため、消防官の果たす役割には今後も大きな期待

が寄せられている。 

 また、近年では建物の高層化などにより、これまでにないタイプの災害が発生する危険性が高まっている。そのため、最

新鋭の資材・機材を扱うことができる人など、特定の分野に強い人材へのニーズが高まると予想される。  

 
 

◆こうすればなれる 

：学科試験のほかに体力検査も 
 

消防官になるには、消防官の採用試験に合格し、各自治体に採

用されなければならない。地域によって違いはあるが、大卒者程

度、短大卒者程度、高卒者程度などに分けて行われるのが一般的

だ。また、大卒者程度の採用試験では、建築、電気、化学、機械

といった専門系の区分を設けているところもある。 

 なお、試験では一般教養や論文といった学科試験のほかに、反

復横跳びや腕立て伏せなどの体力検査も行われるので、日ごろか

ら体を鍛えておく必要がある。 

 実際に任務に就くのは、消防学校で消防業務の基礎を学んだあ

と、各消防署に配属されてからになる。 
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なるにはシリーズ １７ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 裁 判 官 ◆ 

 

◆仕事の内容：厳正中立な立場で公正な判決を下す 
 

裁判官は、刑事訴訟や民事訴訟などで両当事者の主張を聞いて真相を明らかにし、公正な判決を下す。特に

刑事訴訟では、裁判官の判決は当事者の将来を大きく左右し、時には人命にもかかわるだけに、法廷に提出さ

れたさまざまな証拠を慎重に調べ、徹底的に真相を究明し、法に照らして正しい判決を下さなければならない。

裁判のための知識、経験を身につけるため、司法研修所が実施する研修には毎年多くの裁判官が参加している。 

 下した判決は、判例として以後の裁判にも影響する。社会秩序を維持するうえで重要な役割を担う裁判官は、

「法の番人」と呼ばれている。 
 

◆働き方と生活：重要な職務だけに身分は保障されている 

 

裁判官の仕事は、公正な判断を下すために、事件記録を読み込むなど膨大な作業が必要である。また、担当

案件を大量に抱えるうえに、毎月多くの新件が追加されるなど、一般的にかなりの激務だ。なお、裁判の公正

を保つため、裁判官は一定の条件によらなければ罷免されないなど、高い身分保障が与えられている。 
 

◆ふさわしい人：人を裁く重圧に負けない精神力が大切 
  

法廷での判決は人の運命を左右する。したがって、裁判官は常に公明正大で、冷静な判断力を持ち、他人の

意見や外部からの圧力に惑わされない精神的な強さを備えていなければならない。 

 また、正しい判決を下すためには、日ごろから法律の研究や判例の分析を行うなど、仕事に対する熱意を保

ち続けることが必要だ。 

 裁判官は精神的な強さと高い見識を兼ね備えていなくては務まらない。 
 

◆収入、資格 

収入 …  初任給 約 30 万円（調整手当込み・2013 年度） 

必須資格 … 司法試験 

 

◆将来展望：試験制度改正などで司法改革が進められる 
 

日本では、内外の社会情勢の変化に伴い、司法の役割がより重要になっているにもかかわらず、国民 1 人当

たりの裁判官の数がほかの先進国に比べて少ない。裁判の長期化などの問題を改善するため、司法試験制度の

改正や裁判員制度（2009 年 5 月 21 日から実施）の導入など、司法改革が進められている。 
 

◆こうすればなれる：法科大学院進学が一般的に 
 

裁判官（判事・判事補）になるには、司法試験に合格することが

必要だ。司法試験合格後、司法修習を経て、裁判官に選任される。 

 現行の司法試験制度では、受験資格は法科大学院修了者もしくは、

法科大学院を修了していない人を対象として行われる予備試験合格

者に対して与えられる。したがって、大学の法学部などを卒業した

のちに法科大学院に進学し、司法試験に備えるのが一般的なルート

だ。 

 現行の司法試験制度では、法科大学院修了または予備試験合格後、

5 年以内に 3 回までしか受験できないという制限が設けられている

が、見直しも検討されている。 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ １８ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆裁判所事務官◆ 

 

◆仕事の内容：法定での審理がスムーズに運ぶよう手助け 
 

裁判所事務官は、裁判の円滑な進行をサポートする。裁判所は最高裁判所と下級裁判所に分かれており、ま

た、その組織は裁判部門と司法行政部門に分けられる。裁判部門に配属されると、裁判所書記官の下で、裁判

関係文書の送付など、裁判事務を担当する。また、司法行政部門に配属された場合は、事務局（総務課、人事

課、会計課など）で司法行政事務全般を担当し、裁判が円滑に進行するように、人材や設備などの面で裁判部

門を支援する事務を行うことになる。 

 事務官として一定期間勤務したのち、研修を経て裁判所書記官になる道も開かれている。 
 

◆働き方と生活：ワーク・ライフ・バランスを推進する制度が多数 
 

裁判所事務官は、他の国家公務員と同様の勤務時間体系で、土日は休みが基本だ。また、ワーク・ライフ・

バランスを推進しており、育児休業や看護休暇などの制度も整っている。 

 また、職務を行うための基礎能力を身につけるため、裁判所では、採用時から、職場や裁判所職員研修所な

どで様々な研修を行っている。 
 

◆ふさわしい人：責任感を持って確実に仕事をこなす 
 

仕事柄、法律についての幅広い知識が欠かせない。また、裁判にかかわる仕事はミスや失敗が許されないた

め、集中力と責任感があり、物事を一つずつ確実に処理できる能力も求められる。 

 また、裁判所に出頭した当事者や証人と直接かかわることもあるので、コミュニケーション力や思いやりも

大切だ。 
 

◆収入、資格 
収入 … 約 20万 4000円（総合職）、約 19万 4000円（一般職）（大卒程度・東京都特別区内勤務・2013年） 

必須資格 … 裁判所職員採用試験（総合職・一般職） 
 

◆将来展望：事件の複雑化により仕事内容も幅広く 
 
民間企業と比べると安定したイメージから公務員の人気が続いており、裁判所事務官の採用試験は今後も高

い競争率が予想される。 
 最近は、民事、刑事ともに、裁判所が扱う事件は複雑なものが増えており、裁判所事務官の仕事も幅広くな

っている。また、裁判員制度の導入など、裁判を取り巻く状況は大きく変化しつつあるだけに、やりがいのあ

る職場で働きたいという人には、チャレンジしがいのある職種だ。 
 

◆こうすればなれる：大学の法学系学部への進学が一般的 

 
裁判所事務官になるためには、裁判所が行う裁判所職員採用試

験に合格しなければならない。総合職試験（法律・経済区分）と

一般職試験がある。総合職試験には、院卒者試験と大卒程度試験

があり、両者とも 30 歳未満という年齢制限がある。試験は第 1

次から第 3 次まである。第 1 次は基礎能力試験と専門試験、第

2 次は論文試験、専門試験、政策論文試験、人物試験を行う。第

3 次試験は人物試験で集団討論および個別面談を行う。いずれも

法律科目が中心に問われるので、これまでどおり大学の法学系学

部への進学が一般的だろう。 

 また、一般職試験には、大卒程度試験と高卒者試験がある。 

 

 
 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ １９ 
 

キャリア支援室 

 

◆ 弁 護 士 ◆ 

◆仕事の内容：法律を通じて一般市民の権利を守る 
 

弁護士は高度な法律知識を備えた専門家で、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命に基づいて、市民の利

益を守っている。 

 主な仕事は、法廷の内外で依頼者の権利や利益、人権などを守ることだ。刑事事件では検察官と、民事事件では相

手の弁護士と論争を行う。企業の顧問弁護士として契約を結び、会社の法律相談やトラブルの解決に当たることもあ

る。 

 弁護士に持ち込まれる依頼内容は、刑事事件、不動産売買関係のトラブル、交通事故の慰謝料問題、離婚問題、相

続問題など様々だ。 

 裁判に臨む際には、情報や証拠を収集し、法令や判例の研究などを行う。 

 
 

◆働き方と生活：司法修習後は法律事務所などに所属   
 

弁護士として独立開業するには豊富な経験や資金が必要となるため、司法修習修了後、まずは法律事務所などに就

職する場合が多いようだ。 

 調べものや書類作成、依頼者や被疑者との面接など、裁判にあたっては様々な準備が必要だ。そのため、仕事は全

般的にかなりの激務で、勤務時間も不規則になることが多い。 

 
 

◆ふさわしい人：柔軟な考え方と駆け引きのうまさ 
 

法廷で相手側の弁護士や検察官と論争するには、論理的で機転の利く思考力が必要になる。また、民事裁判では双

方に言い分があることが多いため、戦術的な駆け引きのうまさや裁判官を納得させるだけの説得力があることも重要

だ。 

 そして、正義感、責任感が強く、誠実であること、依頼者の話を丹念に聞き、調査やデータの収集にじっくり取り

組む粘り強さも必要だ。 
 

◆収入、資格 

収入 …平均給与 約 50 万 5000 円（2012 年厚生労働省調査） 

必須資格 … 司法試験  

◆将来展望：就職難の問題や制度改革などに注目 
 近年、弁護士の増加や不況による顧客の減少などで、弁護士の就職難が問題視されており、弁護士になったからと

いってこれまでのように将来が安泰だとは言えなくなっているのが現状だ。同時に、法曹の養成などを目的に、司法

試験や法科大学院のあり方などの見直しも始まっている。制度改革を含め、弁護士を取り巻く環境変化に注目してい

こう。 

◆こうすればなれる：法学系学部卒業後、法科大学院進学が近道   

 

 

弁護士になるには、司法試験に合格しなければならない。 

 司法試験の受験資格は、法科大学院修了者、もしくは法科大学院

を修了していない人を対象とした予備試験合格者に対して与えら

れる。したがって、大学の法学部などを卒業したのちに法科大学院

に進学し、司法試験に備えるのが一般的なルートだ。2013 年度

の司法試験では、受験者 7653 人、合格者 2049 人で合格率は約

27％だった。 司法試験制度では、法科大学院修了または予備試

験合格後、5 年以内に 3 回までしか受験できないという制限が設

けられているが、見直しも検討されている。 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２０ 
                                                   キャリア支援室  

◆ 検 察 官 ◆ 

◆仕事の内容：犯罪を捜査し容疑者を起訴する 
 検察官（検事）は強盗、殺人、汚職、脱税などの刑事事件において、自ら事件の捜査に当たる。そして調査、

検討を重ね、起訴・不起訴を決める。被疑者を起訴する必要がある場合は、公訴して裁判所に被告人の処罰を

求める。 

 刑事裁判では、検察官は被告人の犯罪がどの法律に触れるかを明らかにするため、起訴状の朗読と犯罪の詳

細な状況を明らかにする冒頭陳述を行い、証拠を提出する。そして被告人の弁護士の反論や証拠の提出が終わ

ったあと、どれくらいの刑が適切かを示す求刑を行う。そのため、公判に備えて証拠を固めたり、法廷で証言

する証人を選んだり、過去の判例を調べたりする。 
 

◆働き方と生活：最初の１０年程度は数年おきに異動する 
 検察官の仕事は激務だ。捜査の状況によっては、深夜まで取り調べが続いたり、休日返上になったりすること

もある。 

 各地の地方検察庁に配属されてから、最初の 10 年程度は数年おきに異動するのが通例となっている。任官

当初は上司や先輩の指導のもと、基礎的な事件を担当して経験を積んでいく。 

 

◆ふさわしい人：的確な判断力とバイタリティー 
捜査では限られた時間の中で事実関係を明らかにしなければならないので、機敏な行動力と的確な判断力が

要求される。さらに、裁判の審理では状況が目まぐるしく変わるため、これに対応できる論理的で機転の利く

思考力も必要だ。 

 一方、被疑者や参考人に対しては、厳しさや観察力と共に、人間としての温かさも欠かせない。チームを組

んで捜査に当たるため、協調性も必要だ。また深夜に及ぶ激務の中で、公正で的確な判断を下すためには、体

力や気力も大切だ。 
 

◆収入、資格 

収入 … 初任給 約 32 万円（調整手当込み・2013 年度） 

必須資格 … 司法試験 

◆将来展望：国際化が進む中で活躍の場が広がる 
 近年、外国人や多国籍企業による犯罪など、国際犯罪が増加しており、これからの検察官には、優れた国際

感覚や語学力が求められる。 

 また、検察官が大使館や研究施設で仕事をするといったことも行われるようになっており、活躍の場はます

ます広がっている。 

 

◆こうすればなれる：法科大学院への進学が一般的   
 

検察官は、司法試験に合格してなるのが一般的だ。司法修習修了

後に法務省が行う面接試験を受け、能力や適性を認められると、検

事に採用される。 

 現行の司法試験制度では、受験資格は法科大学院修了者、もしく

は法科大学院を修了していない人を対象として行われる予備試験合

格者に対して与えられる。したがって、大学の法学部などを卒業し

たのちに法科大学院に進学し、司法試験に備えるのが一般的なルー

トだ。 

 現行の司法試験制度では、法科大学院修了または予備試験合格後、

5 年以内に 3 回までしか受験できないという受験回数の制限が設け

られているが、見直しも検討されている。 
 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２１ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆司法書士◆ 
 

◆仕事の内容：一般市民に代わって法律上の手続きを行う   

 

家を新築したり、土地や建物を売買したりするときには、複雑な書類の作成や法律上の手続きが必要だ。これらの

処理は専門的な法律知識がないと難しいため、司法書士が一般市民や企業から依頼を受けて、手続きを代行している。 

 最も多い仕事は、土地や建物を売買する際に必要な不動産登記だ。土地や建物はすべて、司法書士が登記所に手続

きすることで初めて法的に認められる。また、会社を設立するときに必要な商業登記の依頼も多くある。裁判所、検

察庁、法務局などに提出するそのほかの書類の作成や手続きについても、ほとんど司法書士が行っていると言ってよ

いだろう。  

  
 

◆働き方と生活：勤務時間や休日はおおむね規則的  

 

主な勤務先は司法書士事務所や官庁・企業の法務部門などだ。最も多い仕事は不動産登記なので、不動産の動きが

激しいときほど忙しくなる。独立開業した場合でも、勤務時間は一般的に官庁の開庁時間と同じ 9 時から 5 時までで、

土日・祝日は休みであることが多い。ただし仕事が重なる時期には残業や休日の勤務もある。  
 

◆ふさわしい人：きちょうめんで勉強を欠かさぬ努力家  

 
依頼者の財産や権利にかかわる仕事なので、慎重できちょうめんな人、確実な仕事ができる人に向いている。そし

て、公正で正義感が強く、法律を隅々まで熟知していること、依頼者が安心して任せられる誠実な人であることも条

件だ。 

 また、新しい法律や法令改正の動きに敏感でなければ司法書士の責任は果たせない。常に法律の勉強を欠かさない

努力も大切だ。  
 

◆ 収入、資格 

収入 …  経験や能力により異なる  

必須資格 … 司法書士 

関連資格 … 土地家屋調査士／行政書士など  

◆将来展望：身近な法律の専門家として高まる必要性  

  

今後、社会構造の複雑化や市民の権利意識の高まりで、さまざまな民事事件などの増加が予想され、司法書士の需

要も多くなると思われる。 

 また、2003 年に司法書士法が改正され、認定を受けると簡易裁判所での訴訟に限り、司法書士も法廷に立って訴

訟指揮ができるようになった。今後、司法書士は身近な法律の専門家として、さらに重要な役割を果たすようになる

だろう。  
 

 

◆こうすればなれる：あきらめず勉強を続ける努力が必要  

 

司法書士になるには、国家試験である司法書士試験に合格しなけれ

ばならない。 

 試験は年齢、学歴を問わずだれでも受験できるが、高度な専門知識

が必要だ。筆記試験では憲法、民法、商法、刑法に関する知識、不動

産登記・商業登記に関する知識、供託並びに民事訴訟、民事執行及び

民事保全に関する知識などが問われる。筆記試験合格後は口述試験を

受験する。大卒者でも 1 回で合格するのは難しく、2012 年度の合

格率は 3.5％だった。この難関を突破するには、大学の法学系学部

に進学するのが一般的だ。 

 また、大学で学ぶと同時に法律の専門学校に通ったり、卒業後、司

法書士事務所のアシスタントをしながら合格をめざす人もいる。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２２ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆行政書士◆ 
 

◆仕事の内容：さまざまな書類の作成と提出手続きを代行する  

 

行政書士の主な仕事は、個人や法人の依頼を受けて、官公署に提出する書類や一般文書などを作成し、提出手続き

を代行することや、書類作成の相談に乗ることだ。 

 取り扱う書類は、飲食店の営業などの許可申請、美容院の開店届けなどの届出書から、委任状、契約書、示談書、

身分証明書などの一般文書まで、膨大な種類がある。 

 一方、行政書士の資格のほかに、宅地建物取引主任者、社会保険労務士、司法書士などの資格を持っている人もい

る。これらの資格は扱う業務内容が法律で制限されているため、複数の資格を持っていた方が仕事の範囲が広がるか

らだ。  
 

◆働き方と生活：行政書士事務所などに勤めるか独立開業が一般的  

 

 資格取得後は、行政書士事務所や企業に勤めるか、独立開業するのが一般的だ。事務所は業務の特性上、都道府県

庁など官公署周辺に多い。 

 営業時間は、書類の作成代行という仕事柄、官公署に合わせて 9 時から 5 時までという事務所が多いようだ。仕事

の量は時期や季節などに左右されないが、業務の獲得には実力と努力が必要だ。 

 
 

◆ふさわしい人：粘り強い性格できちょうめんな人が適任  

 
まずは関係する法律に精通していることが必要だ。それに加え、粘り強い性格で、コツコツと努力でき、きちょう

めんで確実に仕事をこなせる人に向いていると言える。 

 また、依頼者の要望をしっかりと聞きとることが大切なので、コミュニケーション能力も求められる。 

 さらに、独立開業することが多いので、自ら道を切り開いていく力も必要だ。  

◆ 収入、資格 

収入 …経験や能力により異なる  

必須資格 …行政書士 

関連資格 … 社会保険労務士／司法書士など  
 

◆将来展望：ほかの資格を取得すれば業務の幅が広がる 

  

最近では、官公署に提出する書類は簡素化される傾向にあり、新たに行政書士として独立開業するのは易しくない

と言える。そのため今後は、関連の深いほかの資格を取得したり、ほかの業務分野と積極的に提携するなどして、時

代に合った総合的な営業姿勢を打ち出していく必要があるだろう。  
 

◆こうすればなれる：大学の法学系学部進学が有利  

 

行政書士になるには二つの方法がある。一つは、行政書士試験に合

格することだ。もう一つは、ほかの資格取得者や公務員として行政事

務の経験が一定期間以上ある者に行政書士の資格が与えられる場合

で、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を既に取得している

人、または公務員や特定の独立行政法人の職員として行政事務を 20

年（高校卒業者は 17 年）以上経験した人などがこの場合に該当する。 

 行政書士として開業するためには、日本行政書士会連合会に登録す

る必要がある。 

 試験はだれでも受験できるが、合格率はここ数年で 6％台から 9％

台前半である。法律関係の出題が多いので、受験をめざすなら、大学

の法学系学部へ進学すると有利だ。  

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２３ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆税理士◆ 
 

◆仕事の内容：税務や会計を代行し相談役も務める  

 

税理士は、税金に関する申告や申請などの税務代理、税務書類の作成、税務相談などを主な仕事とする。年度末の

確定申告の時期には、税務署窓口で納税に関する相談も受けるが、これらは法律によって税理士だけに許された独占

業務だ。会計関係の業務として、決算業務や試算表の作成、会計の指導や相談も行う。 

 税理士の得意先は、一般に個人や街の商店、中小企業などが中心で、近年は税にかかわるコンサルタントとしての

役割の重要性が高まりつつある。さらに、社会保険労務士、中小企業診断士などと組んで、総合的なコンサルティン

グ事務所を開業するケースも見られる。  

 
 

◆働き方と生活：確定申告や法人税申告の時期はかなりの激務に  

 

試験合格後は税理士事務所に勤めるのが一般的だが、あえて企業の経理や財務の担当を志望する人もいる。勤務時

間は基本的に自由だが、打ち合わせなどで夜間や休日に仕事をすることもある。所得税の確定申告の時期（2 月中旬

～3 月中旬）や、法人税の申告が集中する時期（5 月）などは非常に忙しく、毎日残業になることもある。  

 
 

◆ふさわしい人：どんな人にも対応できる柔軟性と信頼感  

 
税理士に計数能力は必須だが、さまざまな業種を対象とした仕事のため、どんな依頼者にも対応できる柔軟性、社

交性も求められる。また、仕事柄、得意先の財産内容や内部事情を知る立場にあるため、秘密を守り、信頼を得られ

る人柄であることが大切だ。独立開業している場合は、自力で得意先を開拓する積極性やバイタリティーがあること

も、成功する条件と言える。 
 

◆ 収入、資格 

収入 …  平均給与 約 49 万 6000 円（2012 年厚生労働省調査） 

必須資格 … 税理士  

関連資格 … 簿記検定 
 

◆将来展望：増える税理士人口、独立開業には工夫が必要  

  

2012 年現在の税理士の登録者数は 7 万人を超え、やや増加傾向にある。特に東京、大阪などの大都市に税理

士の約半数が集中しており、過密状態となっている。そのため、産業の地方分散化が進まなければ、新しく独立開業

することは困難だと言えるだろう。ただし、地域に密着したきめ細かなサービスを心がければ、新規顧客の開拓も不

可能ではない。  

 
 

◆こうすればなれる：5 科目を何年かけて合格してもＯＫ  

 

税理士になるには、税理士試験合格が一般的なルートである。 

 試験科目は簿記論、財務諸表論、所得税法など 11 科目あり、この

うち必修 2 科目に選択科目 3 科目を加えた、合計 5 科目の試験に合

格しなければならない。ただし、科目合格制を採っているため、一度

に 5 科目合格できなくても、何度か受験してトータルで 5 科目に達

すれば合格となる。なお、受験資格は学歴や実務経験によって細かく

規定されているので注意が必要だ。 

 税理士をめざすなら、大学の法学系、経済学系、経営学・商学系学

部へ進学するのが一般的である。また、税理士事務所などで働きなが

ら試験にチャレンジすることも可能だ。  

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２４ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆国税専門官◆ 
 

◆仕事の内容：国の財源を支える税務のスペシャリスト  

  
国税専門官は、国の財源となる税金を賦課・徴収する専門家で、役割によって国税調査官、国税徴収官、国税査察

官に分かれている。 

 国税調査官は、税の申告が適正に行われているかどうかの調査や、申告に関する指導などを行う。国税徴収官は、

納付期限の過ぎた税の督促や滞納処分を行ったり、納税指導を行ったりする。国税査察官は、悪質な脱税嫌疑者に対

し、裁判官の許可を得て家宅捜索など強制調査を行い、刑事犯として告発する権限を持ち、一般に「マルサ」として

知られている。このように、国税専門官は納税の不正を防止し国の財源を確保する、国税の「刑事」とも言える仕事

だ。 

 
 

◆働き方と生活：意欲や適性によっては海外勤務の可能性も  

  

勤務時間は基本的に 1 日約 8 時間で、土日、祝日は休みだが、調査、徴収、査察、納税相談など担当する職務によって

多少違ってくる。 

 転勤は原則的に、採用された国税局の管轄内で行われる。また、意欲や適性、能力によっては海外勤務となる可能性もあ

る。その場合は、海外の税務情報の収集などに携わる。  

 
 

◆ふさわしい人：公正な判断力と不屈の精神力  

税金が正しく納められているかどうかを監視し、徴収する国税専門官は、公正な判断力を備え、責任感が強くなけ

ればならない。そして、どんな困難や圧力にも屈せず徹底的に追及する勇気と粘り強さ、正義感が必要だ。 

 しかし、その一方で、公正であるためにも、自分だけの意見に固執せずに、相手の言い分も聞く人間的幅の広さも

大切である。  
 

◆収入、資格 

収入 …初任給 約 22 万 2000 円（東京都特別区内勤務・2012 年）  

必須資格 … 国税専門官採用試験  

◆将来展望：経済のグローバル化に対処できる人材に期待  

  

昨今では、経済の発展に伴って商取引が複雑化、広域化し、脱税などの事例も増加している。このような状況に対

処するためにも、さらに高度な専門知識や技術を持った人材が求められる。 

 また多国籍企業の増加など、経済のグローバル化、多様化がさらに進むにつれ、税務の国際化も進展すると予想さ

れる。そうした変化に対処できる国税専門官へのニーズも高まるだろう。 

 
 

◆こうすればなれる：試験合格には社会科学系学部進学が近道  

 
国税専門官になるには、人事院が実施している国税専門官採用試験に

合格しなければならない。年齢制限があるものの学歴に関係なくだれで

も受験できるが、大卒程度の学力が想定されている。試験では憲法、民

法、経済学、会計学、社会学などの高度な専門知識が問われるため、や

はり大学の法学系、経済学系、政治学系学部へ進学した方が有利だろう。 

 試験合格後、各国税局への採用が決まると、税務大学校等で専門官基

礎研修を受け、その後各地の税務署で一定期間の実務経験を積むことに

なる。そしてさらに専科研修などを経て、国税専門官に任命される。 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２５ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 公認会計士 ◆ 

◆仕事の内容：企業の会計業務から経営指導まで行う 
 

公認会計士は、会計に関する高度な知識を持ち、企業の経営が会計の面からスムーズに、健全に、誤りなく

行われるようチェックする専門家だ。仕事内容は、主に三つに分けられる。 

 まず、企業の決算書に誤りがないか、公正な会計が行われているかをチェックする監査証明業務がある。株

式上場会社など、一定の条件を満たす法人には監査が義務づけられており、これは公認会計士だけに許されて

いる業務だ。二つ目は、決算や会計が正しく効率的に行われるように指導する業務である。三つ目は、企業や

個人の税金に関する業務だ。公認会計士は税理士登録をすることで、その業務を行うこともできる。 

 

◆働き方と生活：決算期や年度末はかなり多忙に   
  

働くスタイルとしては、監査法人（公認会計士法に基づき設立された法人組織の事務所）に所属する、会計

事務所に勤務する、個人事務所を設立するといったパターンがある。 

 監査の仕事は顧客の企業に出向いて行うため、一般に出張が多くなる。また、決算期や年度末はかなり忙し

くなる。 
 

◆ふさわしい人：公正な判断ができ責任感の強い人 
 

公認会計士は、第一に公正な立場で冷静に物事を判断し、対処できる人でなければならない。また、会社の

伝票を 1 枚 1 枚見直すような細かい仕事も多いので、きちょうめんなことも条件になる。さらに、企業秘密に

深くかかわる仕事だけに、秘密を守れることも大切だ。 

 そのほか、研究熱心で、自分の仕事の責任の重さを理解し、使命感を持って業務に当たれることが望まれる。 

 

◆収入、資格 

収入 … 平均給与 約 49 万 6000 円（2012 年厚生労働省調査） 

必須資格 … 公認会計士 

関連資格 … 簿記検定  
 

◆将来展望： 景気の影響もある一方活躍の場の拡大も  

 

近年の景気の低迷を受け、上場企業の合併などによる監査業務の減少は否めない。しかし一方で、公認会計

士の独占業務である会計監査を必要とする法人の増加、ビジネスの国際化に伴う業務の増加など、公認会計士

の活躍の場が広がる要素もある。企業の様々な経済活動を支えるその役割が果たすところは大きい。 
  

◆こうすればなれる： 
試験はだれでも受験できるがかなりの難関 

 公認会計士は基本的にだれでも受験できるが、会計学や企業法

などに関する高度な内容なので、経済学系、経営学・商学系、法

学系学部への進学が有利だ。試験は短答式と論文式があり、短答

式試験は年 2 回（いずれかの試験に合格すれば論文式試験を受

けられる）、論文式試験は年 1 回行われる。 

 2012 年実施の公認会計士試験の合格率は約 7.5%とかなり

の難関だった。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２６ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆経理・財務担当◆ 
 

◆仕事の内容：日常の出納業務から資金の調達まで  

  

ものを作る、売る、材料を仕入れる、商品を管理する、人を雇うといった企業活動を、金銭的な数字で表す

のが経理担当者の仕事である。 

 具体的には、日常の出入金管理や帳簿づけ、伝票整理といった細かな作業から決算表、貸借対照表、財務諸

表などの作成業務までを行い、会社全体の資金の動きが数字でわかるようにする。 

 このほか、予算編成や資金の調達、金融情報の収集・分析、海外事業の資金調達・管理など、会社経営に密

接に結びついた業務もある。これらの仕事も経理部門で行われていることが多いが、大手企業などでは独立し

た財務部を設けて、専任の財務担当者を置くところが増えている。  
 

◆働き方と生活：月末、月初めや決算の時期は多忙に  

 

経理部門は、民間、公的機関を問わず、どこでも欠かせないセクションのため、ほかの職業に比べると、地

方でも就職の機会は多いと言える。 

 勤務時間は、仕事内容にもよるが、だいたい 1 日 8 時間と規則的な場合が多いようである。ただし、月末や

月初めは忙しくなり、特に決算期には、残業が 1、2 か月間集中して続くこともある。 
 

◆ふさわしい人：正確な仕事ができて判断力のある人  

 

経理担当者は細かい数字を扱うため、注意深く、きちょうめんな性格の人に適している。もちろん、計算に

強いことも条件だ。さらに、最近は経理の仕事もコンピュータで処理することが一般的なので、機械に強いこ

とも大切である。 

 財務担当者の場合は、それ以外に、経済の動向全体を見極める情報分析力や、総合的な判断力、管理能力が

求められる。 

 

◆ 収入、資格 

収入 … 経験・資格などにより異なる 

関連資格 … 簿記検定など 

◆将来展望：時代の変化に対応できる人材が必要に  

 

最近は経理業務も IT 化が進んでおり、伝票作成や各種計算などはコンピュータで行うことが一般的になっている。

そのため経理部門には、コンピュータの新しい技術を使いこなして仕事を進められる人材が求められている。また財

務担当者は、企業の国際競争が激化する中で、経営戦略立案に欠かせない存在として、ますます重要な地位を占める

ようになるだろう。  

◆こうすればなれる 

：財務担当をめざすなら大学、大学院卒が有利 

 

経理担当者になるのに特別必要な資格はない。一般的に、企業や官

公庁に事務職として採用され、その後、適性によって経理部門に配属

されるケースが多く、仕事を通じて実際の経理業務を覚えていく。 

 大手企業の経理担当者や財務関係のスタッフをめざすなら、大学の

経営学・商学系、経済学系学部などで会計学、経営学を学んだり、大

学院に進学するとよいだろう。簿記資格は必須ではないが、取ってお

くと役に立つ。主な簿記資格には、日本商工会議所が行う簿記検定（日

商簿記）と全国経理教育協会が行う簿記能力検定がある。 

 なお、新人の経理担当者が決算業務をマスターするまでには、職場

環境にもよるが、かなりの時間がかかると言われている。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２７ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆社会保険労務士◆ 
 

◆仕事の内容：社会保険事務や労務管理に携わる  

 

働く人たちの病気やけが、失業や老後に備えて、国が定めた社会保険の制度がある。社会保険労務士は、事業主か

ら依頼を受けて、これらの保険に関する申請書や届出書、報告書などを作成したり、労働基準監督署、社会保険事務

所などへの手続きを代行したりするスペシャリストだ。社会保険には、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などがあ

り、その仕組みは複雑で素人には理解しにくい。そのため、中小企業などでは多くの場合、社会保険労務士事務所に

依頼している。 

 契約先企業の賃金形態や労働時間、社員の採用、配置、就業規則の作成など、労務全般に渡ってコンサルティング

も行う。  
 

◆働き方と生活：年度替わりは特に忙しくなる  

 
社会保険労務士は、主に独立開業する場合と、関係団体や企業などで労務関係の業務に就く場合とがある。 

 官公庁への書類の提出や諸手続きのため外出することも多く、残業もある。特に年度替わりの時期は、転勤、新規

採用、退職など、従業員の出入りが多いため、かなり多忙となる。 
 

◆ふさわしい人：計数能力と事務処理能力が必要とされる  

 
労務・社会保険関係の法律は改正されることが多いため、社会保険労務士には情報収集力や法律改正のポイントを

素早くつかむ理解力が欠かせない。また、限られた時間内で賃金や保険料などの計算をする必要があるので、数字に

強いことも条件だ。さらに、労務管理などについて適切なアドバイスをするためには、説得力があり、信頼を得られ

る人柄の人が向いているだろう。 
 

◆ 収入、資格 

収入 … 平均給与 約 32 万円（2012 年厚生労働省調査） 

必須資格 … 社会保険労務士 

関連資格 … 行政書士／司法書士 
 

◆将来展望：少子・高齢化を背景にニーズが高まる  

 

労務・社会保険関係の法律が頻繁に改正されるようになり、内容もさらに複雑になってきている。そのうえ少子・

高齢化の進行で、年金、退職金などへの人々の関心が高まるなど、社会保険労務士に対する需要も増えている。 

 また最近では社員の教育や能力開発に力を入れる企業が増え、こうした場でも社会保険労務士が活躍するケースが

多くなっている。 
 

◆こうすればなれる：試験合格には法律の勉強が必須  

 

社会保険労務士になるには、国家試験に合格することが第一条

件だ。受験資格は、大学の一般教養課程を修了した者や、短大、

高等専門学校を卒業した者などに与えられる。 

 試験で問われるのは、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険

法など、ほとんどが労務・社会保険関係の法律についてなので、

大学の法学系の学部に進学すると有利だ。 

 さらに、社会保険労務士として仕事をするためには、全国社会

保険労務士会連合会に登録され、都道府県の社会保険労務士会に

入会しなければならない。登録には、労務・保険関係の事務を 2

年以上経験するか、または所定の講習を修了する必要がある。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２８ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆経営コンサルタント◆ 
 

◆仕事の内容：会社の経営状態を診断し業績アップにつなげる  

 

会社や商店などの経営状態を診断し、経営体質の強化や今後の方針について指導やアドバイスをするのが経営コン

サルタントだ。クライアント（依頼主）の要望に合わせて、経営の効率化や合理化のための診断、人事や賃金の見直

し、設備投資計画の作成などを行う。クライアントが提出する資料では診断材料が足りない場合は、独自に調査も行

う。また、企業向けに、従業員の能力開発セミナーの講師を務めることもある。 

 企業の経営指導を行うために、日ごろから国内外の経済動向、法規制や法改正の動き、IT 関連機器の開発状況、賃

金や雇用の動向などの情報を収集・分析し、それを仕事に生かす。   

 

◆働き方と生活：特定の企業と契約してアドバイスを行うことが多い  

 

主な職場としては、経営コンサルティング会社やシンクタンクなどが挙げられるが、自分で事務所を開設する場合

もある。特定の企業と契約して経営に関するアドバイスを行うほか、講演や本の執筆などで活躍する人もいる。 

 クライアントの都合に合わせるため、深夜や休日に仕事をすることもある。  

 
 

◆ふさわしい人：これだけはという専門分野があれば強みに  

 
何よりも大切なのは、企業経営全般についての幅広い経験と知識だ。さらに何かの専門分野に精通していれば強み

となるはずだ。 

 企業の問題点を分析するにあたっては、鋭い洞察力と的確な判断力が求められる。また、クライアントから信頼さ

れる誠実な人柄であること、企画力、わかりやすく説明する能力、優れた計数能力があることなども条件と言えるだ

ろう。 
 

◆ 収入、資格 

収入 … コンサルティング内容により異なる  

関連資格 …中小企業診断士／社会保険労務士／公認会計士／税理士／経営士 

 

◆将来展望：中小企業の活性化に大きな期待  

 

日本では、中小企業が企業全体の 90％以上を占めると言われている。これらの企業の多くは現在、なんらかの課

題を抱えて打開策を模索しているため、経営コンサルタントが活躍する機会は大いにあると考えられる。 

 企業の競争が激化している今日、経営コンサルタントによる大胆で的確なアドバイスや提案が求められている。  

 
 

◆こうすればなれる 

：大学で経済学、経営学などを学ぶのが第一歩  

 

経営コンサルタントになるために必要な資格は特にないが、関連の

深い国家資格として中小企業診断士が挙げられる。 

 資格取得をめざすには、まず中小企業診断士試験の 1 次試験（科目

合格制）に合格する必要がある。だれでも受験できるが、経済に関す

るかなり専門的な知識が問われる。 

 1 次試験合格後のルートは大きく二つに分かれる。一つは 2 次試験

を受験する方法で、2 次試験合格後、一定期間の実務・実務補習を経

ると中小企業診断士として登録が可能だ。もう一つは中小企業大学校

などの養成機関に入る方法で、所定の課程を修了すると中小企業診断

士への登録資格が得られる。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ２９ 
 

キャリア支援室 

 

◆ 臨床心理士 ◆ 

◆仕事の内容：ストレス社会の頼りになるカウンセラー 
 

臨床心理士は、精神的な悩みを抱える人たちの相談相手となり、さまざまな心理療法で心の問題解決を援助

する、心理カウンセリングのエキスパートである。いわゆる「カウンセリング」を行う人はさまざまだが、臨

床心理士は、日本臨床心理士資格認定協会が認定する資格をもった人である。大学院レベルの高度な専門知識

と臨床経験が認定の条件となっているため、臨床心理士は極めて信頼性の高いカウンセラーといえる。臨床心

理士の仕事には次のようなものがある。１）面接や観察、心理検査などで、クライアント（相談者）を知り、

援助方針を判断する。２）必要に応じて臨床心理学的な技法を使って、精神の回復援助をする。３）他の専門

家と協力して、クライアントを取り囲む環境へ働きかけたり、研究活動を行う。臨床心理士の仕事場は、病院

の臨床心理室や開業心理クリニックなどの医療機関、自治体の教育センターやスクールカウンセラーなどの教

育分野、児童相談所や児童福祉施設などの福祉分野、企業の健康管理室、少年院、刑務所など広範囲にわたる。 

 

◆収入、資格 

必須資格 … 臨床心理士 

 

◆こうすればなれる: 指定大学院で学ぶことが必要 
 

臨床心理士になるには臨床心理士資格試験に合格しなければな

らない。 

 臨床心理士の資格を取得するためには、指定校と言われる大学院

を卒業して、受験資格を得る必要がある。 

 平成 21 年 7 月の時点で、全国で 157 大学院が指定を受けてい

るが、同協会が指定する大学院の審査は毎年行われるため、今後の

動向にも注目する必要がある。 

 ほかに、医師免許取得者で、２年以上の心理臨床経験がある者も

受験が可能。 
 

 

【この地方の大学院】---------- 

＜国立＞ 

 名古屋大学・愛知教育大学・岐阜大学・静岡大学・信州大  

学 など 

＜私立＞ 

 愛知淑徳大学・愛知学院大学・椙山女学園大学・中京大学 

 金城学院大学・日本福祉大学・人間環境大学 など 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ３０ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆心理カウンセラー◆ 
 

◆仕事の内容：心の病を癒すカウンセリングのプロ  

 

複雑な時代を反映して、様々な悩みやストレスで心の病気にかかる人も少なくない。そうした人たちの相談に乗り、

対話や心理テストなどを通して、悩みの解決策を本人自らが探っていく手助けをするのが、心理カウンセラーだ。 

 職場は児童相談所、心身障害者施設、病院、裁判所、企業の健康管理部門など幅広く、職場によって相談内容も違

っている。例えば、児童相談所では、問題を抱えた子どもの心理テストを行い、直接カウンセリングを行ったり、児

童福祉司などに助言したりもする。障害者施設では、発達の遅い乳幼児にかかわる相談や指導などを行い、病院では、

精神科の患者の心理テストなどを行う。  

  
 

◆働き方と生活：職場のかけ持ちで時間的に不規則になることも  

  

最近は学校や民間企業で健康相談室を設置しているところもあり、そうした施設に勤めるカウンセラーは、週に数

日勤務の契約制であることも多い。そのため、数か所の職場をかけ持ちして、時間的に不規則になることもあるよう

だ。公的な病院や福祉施設などの採用の間口は狭く、常勤で働く心理カウンセラーは少ないと言える。  

 
 

◆ふさわしい人：信頼を得る誠実さと幅広い視野が必要  

 

カウンセリングとは、対話しながら相手の悩みや不安感を解きほぐしていくものである。したがって、心理学の知

識や技術だけでなく、誠実さや包容力が求められる。また、相手の言葉や動作から心の動きを読みとる洞察力も必要

だ。 

 さらに、心の問題は答えが一つではないことが多く、相手が置かれている状況や立場などを考慮し、総合的に判断

する必要がある。そのため、心理学の分野だけにとらわれない幅広い視野を備えていることも大切な要素だ。  
 

◆収入、資格 

収入 … 勤務先により異なる  

関連資格 … 臨床心理士  

 

◆将来展望：ストレス時代に重要性が高まる  

  

ストレスとの戦いと言われる現代では、うつ病など、心の病にかかる人が増えている。また、不登校やいじめなど、

子どもの心の問題も大きな課題となっている。こうした社会状況を受け、心理カウンセラーの果たす役割はいっそう

大きくなっており、社会的地位も高まっていくだろう。 
 

◆こうすればなれる：大学院で心理学を学ぶのが近道  

   

心理カウンセラーの国家資格はないが、民間資格として（財）日本

臨床心理士資格認定協会の「臨床心理士」がある。試験の受験には協

会が指定した大学院修士課程または専門職大学院の修了が条件とな

っており、大学院によっては 1 年以上の心理臨床経験が必要となる。

心理カウンセラーを募集している医療施設などでは、この資格を採用

の条件としているところもある。 

 公務員としてこの職に就くためには、公務員試験の人間科学、心理

などの区分に合格することが近道であるが、いずれにしても大学の文

学系、教育学系、社会学系学部で、心理学や精神分析学などを専攻す

ることが第一歩と言える。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ３１ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 中学校教諭 ◆ 

 

◆仕事の内容：専門教科の指導に加え進路・生活指導も大切 
 

中学校教諭は、国語、英語、数学など、特定の専門教科を教える。授業以外にも、クラス担任を受け持ってホーム

ルームの時間に生活指導などを行うほか、クラブ活動の指導、学校行事への参加、PTA の運営など、いろいろな仕事

がある。 

 中学校時代は心身共に子どもから大人になる不安定な時期であり、進路を決める人生の大切な時期でもある。そう

した成長過程にある生徒 1 人ひとりを理解し、個性や才能を伸ばせるように指導を行うのも中学校教諭の重要な仕事

だ。 

 最近は、非行などさまざまな問題が表面化しており、いっそう多忙で責任も重くなっているが、それだけに、やり

がいのある仕事とも言える。 

 

◆働き方と生活：授業以外の業務も多く残業や休日出勤もある 
 

仕事は、授業以外にも、補助プリントをはじめとする教材の準備、テストの作成、クラブ活動の指導、保護者との

懇談などがあり多忙である。1 日の平均労働時間は 10 時間を超えることが多く、授業の準備やテストの採点など、

自宅に持ち帰って仕事をすることもあるようだ。また、クラブ活動の顧問として、休日出勤することもある。 

 

◆ふさわしい人：問題に立ち向かう熱意とバイタリティー 
 

中学生になると個性がめだつようになり、自立心や大人への反抗心が旺盛になる。非行などもその一つの表れと言

える。これから中学校教諭をめざす人には、こういった問題にひるまず立ち向かうバイタリティーと、多少のことで

はくじけない熱意が必要である。そして何よりも、生徒たちに信頼され、なんでも打ち明けてもらえるような包容力

を持った人が求められる。 

◆収入、資格 

収入 …初任給 約 24 万 3000 円（東京都・公立・大学卒の場合・2013 年）   

必須資格 … 中学校教諭 

◆将来展望：公立中学校の採用は増加傾向 
 

教員採用は厳しい状況が続いていたが、教職員定数改善計画の推進により、教科によっては少人数指導が取り入れ

られるようになっており、公立中学校の教員採用者数は増加傾向にある。 

 また、今後数年間、大量に採用された世代の教員の定年退職が続くため、地域によっては採用者数はさらに増加す

ると見込まれる。 

 

◆こうすればなれる：大学、短大の養成課程に進む

のが一般的 
  
中学校教諭になるには、中学校教諭 1 種（大卒程度）、2

種（短大卒程度）、専修（大学院修士課程修了程度）免許状

があり、教科によって免許状が異なる。取得にはそれぞれの

教育機関において中学校教員養成課程などを修了すること

が必要だ。なお、普通免許状取得には社会福祉施設等で 7 日

以上介護などを体験することが必要条件となっている。 

 免許状取得後、公立の中学校に採用されるには、各都道府

県や政令指定都市が実施する教員採用候補者選考試験に合

格しなければならない。合格すると教員採用候補者名簿に登

載され、面接試験などを経て配属される。私立の場合は、各

中学校で独自に教員採用試験を行っているが、その前に私学

教員適性検査を受ける場合がある。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ３２ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 高校教諭 ◆ 
◆仕事の内容：専門的な知識で教科を教える 

 

高校教諭は、中学校教諭に比べて、より専門的でレベルの高い教育を行う。教科には大きく分けて、国語、数学、

地歴、公民、理科、外国語などの普通教科と、工業、商業などの専門教科がある。そして、例えば公民の場合、現

代社会、倫理、政治・経済など、さらにいくつかの科目に分かれている。 

 高校教諭は、これらの教科・科目を教えるほか、ホームルームやクラブ活動、学校行事などにもかかわる。さら

に、生徒の生活・進路指導も行う。生徒 1 人ひとりの適性や興味・関心を踏まえたアドバイスにより、進路意識や

目的意識を高めることも、高校教諭の重要な仕事である。 

 

◆働き方と生活：部活動の指導などで休日出勤もある 
 

仕事は授業以外にも、授業の準備、学校行事の運営、そのほかの雑務があり、かなり多忙である。1 日の労働時

間は平均して 10 時間くらいで、残業も多く、自宅で翌日の授業の準備などの仕事をすることもあるようだ。さら

に、部活動の顧問になると、試合の引率や練習の指導などで、休日出勤することもある。 

 

◆ふさわしい人：生徒を理解し導いていく熱意が必要 
 

多感な思春期の真っただ中にある高校生を指導するので、1 人ひとりの生徒の微妙な心理を理解し、よき相談相

手になれる人が適任だ。高校に進学しても、入学した高校になじめなかったり、授業についていけなかったりして

退学してしまう生徒が少なくない。そうした問題を認識したうえで、生徒たちの個性や隠れた才能を引き出し、導

いていく熱意も必要である。 
 

◆収入、資格 

収入 … 初任給 約 24 万 2500 円（東京都・公立・大学卒の場合・2013 年） 

必須資格 … 高校教諭  

 

◆将来展望：採用者数は増える可能性もある 
 

生徒数の減少による高校の整理統合などで、教員採用は厳しい状況が続いている。しかし、大量に採用された世

代の教員の定年退職が続くため、今後は採用者数が増えてくる可能性がある。 

 情報化や国際化の進展など、近年社会は激しく変化している。今後は、そうした変化を見据えながら、生徒 1 人

ひとりに合った進路指導を行っていくことが今まで以上に求められるであろう。 

 

◆こうすればなれる：大学の養成課程または専門の学部で

免許状を取得 
 

高校教諭になるには、1 種免許状または専修免許状が必要である。 

 1 種免許状は、大学で所定の単位を修得し、教育実習を修了する

と得られる。専修免許状は、大学院で所定の単位を修得するか、1

種免許状を取得したあとに、3 年以上学校教員として勤務し、かつ

大学で所定の単位を修得し、教育職員検定に受かると得られる。 

 免許状を取得したあとは、公立高校の場合は都道府県や政令指定

都市が実施する教員採用候補者選考試験に合格する必要がある。そ

の後教員採用候補者名簿に登載され、面接試験などを経て高校に配

属になる。 

 私立の場合は、各高校で独自に教員採用試験を行っているが、そ

の前に私学教員適性検査を受ける場合がある。 
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なるにはシリーズ ３３ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆学校職員◆ 
 

◆仕事の内容：校内の事務手続きにはほとんど携わる  

 

小学校、中学校、高校、短大、大学、専門学校などに勤務し、学校内の様々な事務や管理業務に携わっているのが

学校職員である。学校の規模が大きくなるほど職員数も増え、業務窓口が細かく分かれている。 

 具体的な仕事内容は、給与の計算、備品の管理、人事上の事務手続き、各種証明書の発行など、多岐に渡る。 

 大学の職員になると、学生課や就職課などの現場担当と、庶務、会計、管財などの管理担当とに分かれていて、管

理担当者は学生と直接接することは少なく、一般企業の事務系の仕事と変わらない。 

  
 

◆働き方と生活：勤務時間は規則的で残業も少ない  

  

国公立、私立を問わず、勤務時間はおおむね 8 時 30 分ごろから 17 時ごろまでと規則的で、残業も少ない場合が

多いようだ。 

 運動会などの学校行事の際には、土日や祝日に出勤することもある。 

 また公立の学校では、小・中学校の間で定期的に異動が行われる。 
 

◆ふさわしい人：着実な仕事ができて親しみやすいタイプ  

 

学校職員は、様々な事務や管理業務を担当する、学校運営には欠かせない存在だ。細かな事務処理が多く、金銭を

扱うこともあるため、正確かつ着実に仕事ができることが望まれる。 

 また、子どもや若者を相手にすることもある仕事なので、気さくで親しみやすいことも条件である。最近はコンピ

ュータを扱う機会も増えているので、機械に強いことも必要だ。  

 
 

◆収入、資格 

収入 …初任給 17 万～20 万円程度（国立学校の場合）  

 

◆将来展望：学校数減少にもかかわらず人気は高い  

  

少子化により、今後しばらくは学齢期の子どもの数が増える見込みはなく、学校を統廃合する動きもある。しかし、

学校が一般企業のような形で倒産することはあまりなく、その意味では、学校職員は安定した職業の一つと言えるだ

ろう。そのため、近年は特に人気が高まっている。 

 今後は時代を反映して、コンピュータに強い人材がいっそう求められていくと考えられる。 

 
 

◆こうすればなれる 

：自治体には｢学校事務｣の採用区分があることも  

公立の学校職員になるには、自治体によって異なるが、「学校事務」

「教育事務」などの区分で、地方公務員採用試験に合格しなければな

らない。 

 国立の学校職員の場合は、国立大学法人等職員の採用試験に合格す

る必要がある。 

 私立の学校職員は、独自に求人募集が行われる。試験内容は学校に

よって異なるが、一般教養、適性検査、小論文、面接などを課すとこ

ろが多いようだ。 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ３４ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆大学教員◆ 
 

◆仕事の内容：専門分野を研究し学生に講義する  

 

大学教員には、学長、教授、准教授、講師、助教、助手などがあり、仕事は大きく分けて（1）専門分野の研究、（2）

学生への指導、（3）大学の管理・運営の三つがある。専門分野の講義はもちろん、実験・実習などの指導や論文作成

の指導も行う。また、専門の研究を論文にまとめて、学会などで発表することも大きな仕事である。 

 大学には付属の研究所、付属病院、農場や植物園などの施設があり、こうした施設で研究に専念している大学教員

もいる。さらに、教授会や入試など、大学運営に関する各種委員会に参加する場合もある。加えて、政府の審議会な

どにおいて、学識経験者として意見することもある。  

 
 

◆働き方と生活：受け持つ授業時間は週 8～9 時間ほど 

 大学教員は専門分野の研究を行うため、受け持つ授業時間は小・中学校、高校の教員よりも少なく、国立の場合は

週 8 時間、私立の場合は週 9 時間くらいが多いようである。 

 夏休みなどの長期休暇中は、海外研修やゼミ合宿の引率、学会への参加などのほか、外部でセミナー等の講師をす

ることもあるようだ。 
 

◆ふさわしい人：学問が好きで知的好奇心が旺盛な人  

 
大学教員として認められるためには学問的業績が第一であるため、まず学問が好きで、生涯に渡って学問に対する

強い興味と情熱を持ち続けられることが大切だ。 

 そして、知的好奇心に富み、想像力や論理的な思考力に優れている人に適している。 

 また、教育者として学生から信頼され、リーダーシップをとっていけることも必要である。 

 
 

◆収入、資格 

収入 …  平均給与 約 65 万 2000 円（大学教授の場合・2012 年厚生労働省調査） 

 

◆将来展望：採用環境は厳しいが理数系は有望  

  

大学院の博士課程修了者はここ数年 1 万人を超える一方、大学教員の定員には限りがあり、今後、大学教員への道

はますます険しくなることが予想される。理数系は、研究分野によっては有望であると考えられるが、教員ではなく

研究員という形で、産業界との共同研究が増えていくであろう。 

 
 

◆こうすればなれる：採用されるにはかなりの狭き門 

 大学教員になるには、大学から大学院の修士課程・博士課程に進む

のが一般的である。採用は国公立大も各大学や学部ごとに行われる。 

 博士課程を修了してもすぐには就職先が見つからないケースも多

く、この道に進むならそれなりの覚悟が必要である。また、助教から

准教授、教授と進む昇進の道は長く険しいものである。大学教員の定

員には限りがあるので、同じ大学で順調に昇格していっても、学部の

増設や欠員が出ない限り教授になることは不可能である。ほかの大学

に欠員が出た場合は、そちらに移ることも多いようだ。いずれにして

も、昇進には優れた研究業績が必要である。 

 また最近は、各界から別のキャリアを持った人材を登用する傾向が

見られる。 
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なるにはシリーズ ３５ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆学芸員◆ 
 

◆仕事の内容：博物館で学術の普及に努める  

 

学芸員は博物館に勤務し、資料の収集や保管、展示、調査研究などを行う。ひと口に博物館と言っても、総合博物

館、科学博物館、歴史博物館、美術館、そして動物園、水族館、植物園などさまざまだ。したがって、学芸員が扱う

分野も幅広く、勤務先に応じた専門知識が必要である。 

 仕事内容は、（1）資料の収集・整理（2）資料の保管・保存（3）資料の展示・活用（4）資料の調査研究（5）教

育普及活動など、博物館資料と関連する事業がある。資料は多くの人々の目に触れてこそ価値があるので、博物館の

存在価値や質は、学芸員の働きにかかっているとも言える。時には資料の買いつけ、調査、展示物の貸し出し、PR

活動なども行う。 
 

◆働き方と生活：勤務時間は比較的規則正しい  

 

 勤務時間は 1 日 8 時間程度で、比較的規則正しいが、展覧会開催の前は準備で忙しくなるようだ。また、土日や祝

日も開館する博物館が多く、週休 2 日制でウィークデーが休みになるところが多いようである。 

 また、自分の専門的分野については、勤務時間外にも研究に打ち込む人が少なくない。  
 

◆ふさわしい人：知的好奇心にあふれ企画力がある人  

 
調査や研究をしながら学術の普及に努めるという仕事柄、絵画、遺跡、動植物など、扱う分野に強い興味・関心を

持っていることが基本条件になる。そして、専門分野についての深い知識と旺盛な研究意欲が不可欠だ。 

 収集した資料をいかに魅力的に展示するかは学芸員の腕次第なので、企画力や運営力に優れていることも大切だ。

また、貴重な資料を扱うことが多いので、きちょうめんさや注意力も必要である。  

 
 

◆収入、資格 

収入 …勤務先により異なる  

必須資格 … 学芸員  

 

◆将来展望：高度な専門知識が求められる  

  

博物館の数は着実に増え続けているが、学芸員には高度な知識や専門性が求められるため、大学院を修了した人材

が採用される傾向が強い。大学院で専門分野を深めておくと可能性が広がるだろう。また、来館者数を増やすための

アイディアを出せる能力も求められている。  

 
 

◆こうすればなれる：大学で指定の単位を取る方法が得策  

 

学芸員の資格は、学芸員になるための講座を設置している大学に進

み、所定の科目を履修して取得するのが最も近道だ。 

 また、文部科学省が年 1 回実施している学芸員資格認定試験に合格

する方法もある。試験では必須科目 8 科目と選択科目 2 科目が課さ

れる。必須科目は生涯学習概論、博物館概論、博物館経営論、博物館

情報・メディア論などである。 

 資格を取ったあとは、博物館の採用試験に合格しなければならな

い。しかし、採用は欠員が出たときしか行われないのが一般的で、非

常に狭き門であることを覚悟しておいた方がよいだろう。 
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なるにはシリーズ ３６ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆司書、司書教諭◆ 
 

◆仕事の内容：図書を収集・分類しコンピュータで管理  

 

司書は、公立図書館や、会社、研究所などの資料室で必要な書籍、雑誌、新聞、ＣＤなどを収集、整理、分類し、

貸し出し業務を行う専門職員だ。 

 一方、司書教諭は、教員であると同時に資料・情報の専門家として、学校図書館で図書の選択、購入、運営、読書

相談、読書指導などに携わる。 

 司書の重要な仕事は、資料を探しやすいように図書類に特定のコード（分類記号）をつけ、コンピュータなどを使

って記録することだ。この作業は、資料の収蔵、展示、検索、管理などのために欠かせない。さらに、読書会やコン

サートなどの企画や、巡回バスによる移動図書館（ブックモービル）などの運営も行っている。 

 
 

◆働き方と生活：図書館司書は非正規職員の採用が多い  

  

近年は図書館司書の正職員としての採用は少なく、非正規職員として働く人も多い。 

 多くの図書館では夜間や土日も開館しているため、時差出勤や交代で休日を取るなど、勤務時間は変則的である。 

 司書教諭は、担任や授業など教諭としての業務と兼任で図書業務に就くことがほとんどだ。 

 

◆ふさわしい人：知的好奇心と事務処理能力が必要  

 

司書、司書教諭は、まず本が好きで知的好奇心が旺盛な人に向いている。また、注意深くて記憶力がよく、

忍耐力があることも必要だ。最近はコンピュータ処理が普及しているため、コンピュータに習熟していること

も条件に加わるだろう。司書教諭の場合は、それ以外に、教育に情熱を持ち、子どもに読書の楽しみを教えら

れるアイディア豊富な人であることが求められる。 
 

◆収入、資格 

収入 …採用形態や地域により異なる  

必須資格 …司書／学校図書館司書教諭        関連資格 …各種教員免許  

 

◆将来展望：情報のプロとしての期待が高まる  

  

今日、司書は利用者が求める情報をいち早く提供する情報のプロとして、その果たす役割は大きい。しかし、図書

館での司書の正規採用は少ないのが現状である。この状況は今後も大きくは変わらないだろう。 

 司書教諭は 12 学級以上の学校に配置が義務づけられており、子どもたちの成長に読書が果たす役割に期待が集ま

っている。  

◆こうすればなれる：必要単位が修得できる大学への進学が

有利  

 

 司書の資格を取るためには、大学、短大で在学中に司書に必要な単

位を修得するのが近道だ。そのための講座は、文学部、教育学部、社

会学部、生活科学部など、幅広い学部に設けられている。また、大学

によっては、図書館情報学系の課程が設置されているところもある。 

 在学中に必要単位を修得していなくても、卒業後に司書講習を受け

て単位を修得するか、高卒の場合は司書補の講習を受け、司書補を 3

年以上経験したのちに司書講習を受けることで、資格を取ることがで

きる。 

 資格を取ったあとは、公立図書館の司書の場合は地方公務員試験、

司書教諭は教員採用候補者選考試験にそれぞれ合格する必要がある。  
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なるにはシリーズ ３７ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆日本語教員◆ 
◆仕事の内容：外国人に日本語や日本文化を教える  

 

日本語教員の仕事は、日本語を母語としない外国人などに、読む、話す、書く、聞くの各分野で正しい日本語能力

を身につけさせることだ。また、日本文化について教えることも大きな役割の一つである。教える相手は語学留学生

や就学生、外国人研修生・労働者のほか、定住者、日本人の配偶者などさまざまだ。 

 国内では日本語学校や大学の日本語教育センター、国際交流関係の団体などで活躍できる。また、海外の日本語学

校などで教える場合もある。 

 日本語教員は、外国人に語学だけでなく日本文化や生活習慣などを教えることを通じて、国際文化交流を深める役

割も担っている。  
 

◆働き方と生活：非常勤の場合生活は不安定になりがち  

 

日本語教員には専任教員と非常勤教員がいるが、多くは非常勤で、いくつかの学校をかけ持ちしているのが現状だ。

非常勤の場合は、受け持ち時間数によって勤務時間や給与が変わるので、生活は不安定になりがちである。一方、専

任の場合は、生活は安定する。両者とも各種学校の教員と同じく、時間外労働もあるようだ。   

 
 

◆ふさわしい人：異なる文化や習慣を理解し忍耐力のある人  

 
日本語の正しい知識はもちろん、日本や相手国の文化、生活習慣などに通じ、国際的な視野を備えていることが望

まれる。また、教える相手によっては、特定分野の専門知識も必要となる。 

 文化や生活習慣の異なる外国人を相手に教えることは想像以上に難しく、忍耐力や気配りも必要だ。 
 

◆ 収入、資格 

収入 …雇用形態などにより異なる  

関連資格 …日本語教育能力検定試験  

 

◆将来展望：長い目で見れば有望な職業  

 

日本企業の海外進出などで、海外での日本語学習熱は高く、日本語教員として海外で働く機会もある。また国内で

も、日本に住む外国人や留学生など多くの人が日本語を学んでいる。日本語の学習者数は海外約 400 万人、国内約

14 万人と推定されている。 

 今後も、国際化の進展に伴い、長期的に見れば将来有望な職業と言えるだろう。合わせて、教員の質の高さが求め

られていくことも確かである。  

◆こうすればなれる：大学の養成課程で学ぶと可能性大  

 

日本語教員になるために絶対に必要な資格というのは、今のところ

特にない。しかし、文化や宗教、生活習慣の異なる外国人を相手に日

本語を教えるわけであるから、日本語の読み書きができればだれでも

なれるわけではない。日本語や日本文化に関する豊かな知識と指導技

術を持っていることが求められる。 

 一般的には、大学で開設されている日本語教員養成課程を修了する

方法や、（財）日本国際教育支援協会が実施している日本語教育能力

検定試験に合格する方法、民間の日本語教員養成講座を 420 時間以

上受講する方法のいずれか一つ、または複数の方法で知識と教授法を

身につけ、日本語教員となる人が多い。日本語教員には大学院修了者

も多いようだ。 
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なるにはシリーズ ３８ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆英会話学校講師◆ 

 
 

◆仕事の内容：コミュニケーションの手段としての英語を教える  

 

幼児から大人まで幅広い年齢の人を対象に、コミュニケーションの手段としての英会話を教えるのが、英会話学校

講師の仕事である。一般に、習熟度や生徒の人数によって分かれるクラスをいくつか担当し、それぞれの生徒のニー

ズや目的に合ったレッスンを行う。英会話に堪能なことはもちろん、生徒の上達を促すテクニックも必要だ。 

 また文化や風習などの背景も言語の理解には密接にかかわるため、教える内容は語学だけにとどまらない。個人経

営や小規模な英会話学校の場合は、講師としての授業運営の仕事だけでなく、事務や営業など学校経営にかかわる仕

事もこなす場合がある。  

 

◆ 収入、資格 

関連資格 …英語教員免許など  

 

◆こうすればなれる 

：教員免許や英語検定資格をもっていると有利  

 

英会話学校講師になるために特別な資格は必要ない。 

 しかし、英会話学校では採用の際に、指導経験があることや英語検

定資格をもっていることを重視している。実際、語学に堪能であると

同時に、教えるというテクニックも求められるため、大学や短大、専

門学校で語学や教育学を修得するとよいだろう。 

 また、各種英語検定の上級クラスの資格をもっている人も多い。 

 このほか、海外での生活が長く、実用的な英会話を身につけている

帰国子女や留学経験者なども採用の際に有利である。  

 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ３９ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 外 交 官 ◆ 

◆仕事の内容：国家間の交渉の最前線に立つ 
  

世界各国には日本の大使館や総領事館、政府代表部などの在外公館が約 200 か所ある。これらの在外公館や外務

省本省に勤務し、国家間の交渉の先頭に立って活躍しているのが外交官だ。 

 ひと口に外交官と言っても、仕事内容は様々だ。採用された試験区分によって、外務省の幹部候補生として幅広い

分野で活躍する人もいれば、特定の国や地域の言語、社会、歴史などに通じたスペシャリスト、あるいは経済、条約

等の分野別の専門家としての役割を担う人もいる。また、主に会計、事務などの業務に従事する人もいる。どのよう

な形で働きたいかによって、学ばなくてはならない内容も変わってくる。 

 

◆働き方と生活：異動を繰り返し外国で暮らすことも多い   
 

外務省の幹部候補生や、特定の国等に通じた専門職として採用されると、本省で 1～2 年間の研修を終えたのち、

各国の大学などで 2～3 年の研修を受ける。その後は、おおむね 2～3 年ごとに異動となり、在外公館勤務と本省勤

務を繰り返して、一生のほぼ半分を外国で暮らすと言われている。外交官をめざす人にはそれなりの心構えが必要だ

ろう。 
 

◆ふさわしい人：外交だけでなく豊かな教養も必要 
 

まずは相手国の文化、社会、政治、経済などを積極的に理解しようとする姿勢や社交性が求められる。もちろん語

学力も欠かせない。また、総合的に状況を判断し、的確な方向性を打ち出せる頭の回転の速さと柔軟な発想力、そし

て豊かな教養が必要だ。さらに、日本とは環境の異なる様々な国に赴任する可能性があるので、どんな生活条件の国

でも生活できる体力と精神力、適応力も求められる。 

 

◆収入、資格 

収入 …  初任給 20 万 4000 円（総合職・行政職・大卒程度・東京都特別区内勤務・2012 年）  

必須資格 … 国家公務員採用各種試験／外務省専門職員採用試験 
 

◆将来展望：国際的地位の向上を受けて高まる期待 
 

経済力の向上によって日本の国際的地位が高まるとともに、国際社会から積極的な貢献が期待されるようになり、

日本の外交官の果たす役割はより重要になっている。特に、在外公館における職務は複雑さを増し、総合的な仕事を

するゼネラリストにも、専門業務に携わるスペシャリストにも、より幅広い活躍が期待されている。 

 

◆こうすればなれる：大使や総領事をめざす道はかなりの難関 
 

外交官になるためには、人事院が行う国家公務員採用試験

に合格する必要がある。 

 国家公務員採用試験は区分によって難易度が異なるが、将

来、外務省本省の幹部職員や大使、総領事をめざす場合は、

相当難関だということを覚悟しておこう。 

 将来、外務省本省や在外公館で一等書記官、参事官などと

して専門業務に携わる道や、地域は限られているが、外務省

に入って会計・事務等を中心に業務を行う道もある。 

 

 
 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ４０ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ 国際公務員 ◆ 

◆仕事の内容：国連機関で世界の平和に貢献する 
 

国連には 2011 年 7 月現在、193 か国が加盟している。その組織は総会、経済社会理事会、事務局、安全保障理

事会、信託統治理事会、国際司法裁判所が柱になっており、さらに専門機関として国際労働機関（ILO）、国連教育科

学文化機関（UNESCO）、世界保健機関（WHO）などがある。 

 国際公務員は、主にこれらの機関や世界各地にある事務局、地域事務所などで、プロジェクトの作成、運営、管理、

監督に当たる。担当する仕事は、開発途上国への技術援助、難民救済、教育の普及など、さまざまな分野に渡り、ど

の国の政府からも拘束されず、中立の立場、かつグローバルな視点で職務を行う義務を負っている。 

 

◆働き方と生活：各種手当てや休暇があり労働環境は整っている 
 

国際関連機関の労働規則や給与などについては、共通の制度で待遇が決められている。また、扶養手当の支給や、

帰国休暇、出産休暇、病気休暇などもあり労働環境は整っている。 

 また、男女均等の原則が貫かれているので、昇給や昇進は完全な能力主義であり、専門職ポストへの女性の登用

も促進されている。 

 

◆ふさわしい人：2 か国語以上の語学力が必要 
 

まず、語学力が絶対条件だ。国連では、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の六つの

公用語が使われており、国連機関の職員として働くには、英語またはフランス語で仕事ができることが求められる。

また海外生活を苦にせず、異文化を尊重できることも大切だ。さらに、グローバルな視点と世界の平和に貢献すると

いう使命感のある人に適している。 

 

◆収入、資格 

収入 … 年収 約 3 万 7000US ドル （独身の新人専門職員の場合・2012 年） 

 

◆将来展望：世界で活躍するチャンスが広がる 
 

テロや民族紛争、環境問題など、地球規模で取り組むべき問題が増え、国連の役割は今後ますます大きくなってい

くだろう。そうした中、経済大国日本に大きな期待が寄せられているが、現在、日本人の職員数は国連が設定する数

に達していない。そのため、日本政府、国連共に、能力のある日本人の採用に意欲的で、国際舞台で活躍してみたい

人にチャンスは広がっている。 

 

◆こうすればなれる：語学とプラスαの専門知識を身につける 
 

現地採用や欠員補充の公募に応募するなどして国際公務員になる方

法もあるが、かなりの実力がなければ難しいと言える。 

 比較的可能性が高いのは、外務省の国際機関人事センターが実施して

いるアソシエート・エキスパート等派遣制度を利用することだ。年 1 回

の選抜試験に合格すれば、実地研修を兼ねて国際機関に一定期間勤務す

ることができ、能力次第では正式採用となる可能性もある。 

 応募資格は 35 歳以下で、英語やフランス語で仕事ができ、大学院修

士課程以上を修了した者だが、募集対象となる専門分野を修めているこ

と、将来にわたり国際機関で働く意思を有することなどの条件がある。 

 

 

 
 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ４１ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ キャビンアテンダント ◆ 

◆仕事の内容：飛行機内での乗客サービスを一手に担う 
  

キャビンアテンダントは華やかなイメージがあり、憧れる人も多いが、実際は大変ハードで責任の重い仕事だ。 

 その仕事内容は多岐に渡る。まず乗客を機内で出迎え、離陸前には離着陸の際の注意や非常時の脱出の手順などを

説明する。そして、食事や飲み物、新聞、雑誌、毛布などをサービスし、フライト中は絶えず乗客に気を配る。また、

急病人や気象状況の悪化によるトラブルなどに際して、機敏に対処するのも大切な役割だ。 

 そして、やむを得ず緊急着陸などをする場合には、乗客がパニックに陥らないよう、冷静に誘導しなければならな

い。 
 

◆働き方と生活：勤務な不規則で長期間日本を離れることも 
  

近年、航空会社はキャビンアテンダントを契約社員として採用し、一定の経験後、正社員へと登用する傾向にある。 

 勤務時間や休日は不規則で、出社や退社の時間は毎日異なり、変則的なスケジュールが続く。国際線担当の場合に

は、長期に渡って日本を離れていることもある。 

 

◆ふさわしい人：第一に体力そして知性や冷静さ 
  

あらゆる年齢層や国籍の乗客を相手にする仕事なので、親しみやすく、気配りができ、コミュニケーション能力に

長けていることが大切である。また、英会話力に加え、強い責任感や国際感覚、非常時にも冷静に対処できる精神的

な強さも不可欠だ。さらに、時差や気圧の変化、不規則な勤務に耐えられる体力やスタミナがなければ務まらない。

そのため、採用試験では何項目もの身体検査や基礎体力測定が行われる。 

 

◆収入、資格 

 収入 … 平均給与 約 35 万 4000 円（2012 年厚生労働省調査） 

 

◆将来展望：採用は厳しいが果たす役割は大きい 
  

近年、契約社員制の導入など、キャビンアテンダントの採用は厳しい状況にある。しかし、航空会社のサービス競

争は激しさを増しており、乗客へのサービスを一手に担うキャビンアテンダントの果たす役割はより大きくなってい

る。 

 今後は、このサービス競争の激化に対応できるだけの多様な能力が求められるだろう。 
 

◆こうすればなれる：試験では英会話力や教養が問われる 
  

キャビンアテンダントになるには、日本の航空会社や日本に乗り

入れている外国の航空会社の採用試験に合格しなければならない。 

 このところ国内の各航空会社は正社員としての採用を控えてお

り、契約キャビンアテンダントとして雇用するようになっている。

契約社員として採用されたのち、本人の希望、適性や勤務実績によ

って正社員への道が開かれている会社もある。 

 試験は面接、筆記、英会話などで、特に英語は日常的な英会話が

不自由なくこなせる程度の能力が望まれる。大学に進学するなら、

英文学科や英語学科へ進むのが有利だ。また、養成コースのある専

門学校に通うのも一つの方法である。 

 

 
 

 

＊南山エクステンション・カレッジの学生向け特別講座でも「エアライン就職対策講座」を開講しています。 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ４２ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ グランドスタッフ ◆ 

◆仕事の内容：空港の接客サービスのすべてにかかわる 
 

グランドスタッフは、空港内で乗降客に様々なサービスを提供する。 

 仕事内容は、航空券の日付や搭乗便、名前などの確認、チェックインの手続き、海外への利用客に対してパスポートのチ

ェックを行うカウンター業務などがある。これらはすべてコンピュータの端末を操作して行う。また、空港で直接搭乗券を

購入する人にチケットを販売したり、飛行機を接続便に乗り換える乗客のためにアナウンスなどで案内したりする仕事もあ

る。 

 乗降客へきめ細かなサービスを行うグランドスタッフは、各航空会社を代表する空港の顔とも言うべき存在だ。 
 

◆働き方と生活：交代制の勤務が多く勤務時間は変則的 
 

勤務は、カウンターがオープンする朝 6 時ごろから最終便が到着する 24 時ごろまでを交代制で行うのが一般的だ。勤務

スケジュールも変則的になるが、どの航空会社も実働 7～8 時間、週休 2 日程度になるようにシフトを組んでいるようだ。 

 1 日のほとんどを立って作業し、旅客の誘導など、歩いて移動することも多い仕事だ。 
 

◆ふさわしい人：だれにでも好かれる親しみやすい人柄 
 

子どもから高齢者まで、また、国籍を問わずいろいろな乗客に応対する接客業なので、明るくて親しみやすく、だれにで

も好感を持たれるタイプが望まれる。時には、出発時間ぎりぎりの乗客を案内して空港内を走ることもあり、機敏な行動力

も求められる。 

 また、グランドスタッフの一つのミスがフライトを遅らせることにもなりかねないので、責任感や集中力、注意力も大切

だ。 
 

◆収入、資格 

収入 … 初任給 約 17 万 5000 円（航空会社関連会社の場合）   

 

◆将来展望：採用状況は厳しいが果たす役割はより重要に 
 

グランドスタッフは依然として人気の高い職業だが、カウンター業務の機械化が進み、今後採用の増加はあまり期待でき

ない。 

 しかし、航空機の利用客は増え続けるものと予測され、サービス競争がさらに激しくなるのは必至で、サービス向上のた

めにも、グランドスタッフの役割はより重要になっていくだろう。 
 

◆こうすればなれる：大学、短大で英会話力を磨く 
  

 グランドスタッフになるには、航空会社や空港ごとに設立された地上

職専門会社の採用試験に合格するか、グランドスタッフを派遣する人材

派遣会社に登録する方法などがある。 

 応募資格は、大卒もしくは短大・専門学校卒以上が一般的だ。試験で

は英語力（会話力）が重視されるので、大学や短大の文学系、外国語学

系学部・学科などに進んで、英語や一般教養を磨いておくと有利である。 

 なお、採用については目まぐるしく変わる可能性があるので、その都

度チェックすることが必要だ。 

 

 

 
 
 ＊ あいかわらず人気の高い職業ですが、契約制での採用が多いのが気になります。 

  なお、南山エクステンション・カレッジの学生向け特別講座でも、「エアライン就職対策講座」を開講しています。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ４３ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ブライダルコーディネーター◆ 

 
 

◆仕事の内容：結婚式全般に関する相談役  

 

結婚式に関するあらゆる相談に応じるのがブライダルコーディネーターの仕事である。結婚式の何か月も前から、

結婚する二人やその家族の相談にのり、招待状の作成から式場、衣装や美装、写真、引き出物の手配、進行の相談や

説明など、打ち合わせを頻繁に行い、結婚する二人の希望に添った結婚式を演出する。ブライダルコーディネーター

は、ホテルの宴会部門や結婚式場の営業部などに所属して活躍している。  

 
 

 

 

◆こうすればなれる 

：ホテル関係の専門学校で基礎知識を学んでおくと有利  

 

ブライダルコーディネーターになるために特別な資格は必要ない。 

 まずはホテルや結婚式場に就職して、さまざまな経験を積み、結婚

式に関するあらゆる相談に応じることができる知識を蓄えることで

ある。 

 ホテルに就職するには、ホテルスタッフを養成する専門学校などで

基礎知識を修得する方法もある。  
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なるにはシリーズ ４４ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ホテルマン、ホテルウーマン◆ 
 

◆仕事の内容：ホテル利用客に対して様々なサービスを提供  

 

ホテルの滞在客が快適に過ごせるように、あらゆる面からきめ細かなサービスを提供する。 

 仕事内容は大きく分けると接客部門と営業・事務部門がある。接客部門では、チェックイン、チェックアウトの手

続きをするフロント係、玄関で客を出迎えるドア係、宿泊客を部屋まで案内するベルパーソン、荷物などを預かるク

ローク係などがある。 

 営業・事務部門には、経理、人事、総務など一般事務の担当者やホテルのいろいろな商品（結婚式や各種パーティ

ー、イベントなど）を売る営業企画担当、PR をする広報担当、宴会場をプロデュースするコーディネーターなどが

いる。  

 
 

◆働き方と生活：24 時間営業のため深夜勤務もある  

 

ホテルは 24 時間営業なので、勤務形態は基本的にシフト制が敷かれており、担当業務によっては深夜勤務もある。

そのため労働時間や休日は不規則になりがちだ。 

 しかし、ひと口にホテルと言っても立地や規模は様々であり、勤務先や配属先によっても働き方は異なる 
 

◆ふさわしい人：まずは健康的で清潔感があること  

 
ホテルマン、ホテルウーマンは、ホテルの顔として、利用客に好ましい印象を与えることが第一だ。そのため、ま

ず健康的で清潔感があり、正しい敬語が使え、だれに対しても親切であることが求められる。また、顧客の要望に確

実にこたえる誠実さや、社員同士のチームワークを保つための協調性も欠かせない。 

 そのほか、外国人の宿泊客に支障なく応対できる語学力や、国際感覚を身につけていることも大切な条件だ。  

 
 

◆ 収入、資格 

収入 … 初任給 約 20 万円（大手ホテル・大卒の場合）  

 

◆将来展望：国際感覚を兼ね備えた人材が求められる  

 

人々のレジャー志向は依然として高く、また海外からのビジネスパーソンや観光客も増加傾向にある。さらに、最

近はホテルを舞台に国際的な会議や展示会などが行われることも多くなり、有能なホテルマン、ホテルウーマンへの

ニーズは高いと言える。  
 

 

◆こうすればなれる：大卒者も多く採用されている  

 

ホテルマン、ホテルウーマンになるために必要な資格はないが、現

在では、国際化に対応できる語学力や幅広い教養が求められており、

大手ホテルでは、大卒者も多く採用する傾向にある。 

 採用に有利な学部系統は特にないようだが、中には、ホテルマン、

ホテルウーマン志望者に適した観光学科などを設けている大学もあ

る。また、専門学校のホテル学科などに進学するのも一つの方法だ。 

 採用試験では、英会話力が重視されるので、語学力はしっかりと身

につけておきたい。  

 

 

 
 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ４５ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ツアーコンダクター◆ 
 

◆仕事の内容：団体ツアー客の案内役兼アドバイザー 

 

旅行会社のパック旅行や団体旅行に同行して案内役を務めるのが、ツアーコンダクターだ。 

 自分が添乗するツアーが決まると、まず下調べをして、旅行会社担当者との打ち合わせをする。そして、スケジュ

ールの詳細、航空券、ツアー客リスト、出入国書類などのチェックを行う。 

 出発当日は、空港などで出国手続きや搭乗に関する注意、目的地の案内、盗難など旅行中の注意事項を説明する。

目的地に着いたら、事前に手配してある旅行条件の確認や、現地のスタッフと観光などの時間配分、翌日の行程の再

確認などを行う。また、自由行動の前日には、観光やショッピングのアドバイスも欠かせない。  

 
 

◆働き方と生活：ツアーに添乗している間は 24 時間が仕事  

 

働く形態は旅行会社の社員、専属添乗員、派遣会社に登録している派遣添乗員など様々だ。 

 一度ツアーに出れば 24 時間が仕事となり、睡眠時間が十分に取れない場合もある。 

 ゴールデンウィークや夏休みなどは大変忙しいが、それ以外は仕事が少ない時期もあり、非正社員の場合は生活は

不安定になりがちだ。 
 

◆ふさわしい人：実用的な英会話力とリーダーシップが不可欠  

 

世界各国を旅するツアーコンダクターには語学力が必須だ。使用する外国語は英語が中心で、実用的な英会話力が求めら

れる。加えて、外国の歴史や文化、習慣などの知識も必要である。 

 また、数日に渡り団体客を引率して旅をするので、心身共にタフで、リーダーシップがなければ務まらない。また、だれ

にでも好かれる明るさや気配り、冷静さなども欠かせない条件だ。 

 
 

◆ 収入、資格 

収入 … 雇用形態や時期などにより異なる 

必須資格 …  旅程管理主任者  
 

◆将来展望：手厚いサービスへのニーズは高い  

 

旅行者の数は景気にも左右されるため、年によって増減はあるが、手厚いサービスを求める人は多く、ニーズは高

いだろう。しかし、ツアーが組まれる時期は限られるので、フリーのツアーコンダクターの多くは、旅行会社が必要

とする時期のみ添乗することが多いのが現状だ。スペシャリストとしての社会的地位や待遇は確保されていない面も

あり、課題となっている。  
 

 

◆こうすればなれる：まず旅行関連会社に所属する  

 

ツアーコンダクターになるためには、旅程管理主任者の資格を取得

する必要がある。この資格は、観光庁長官の登録を受けた機関が実施

する旅程管理研修を修了し、さらに一定の添乗の実務経験を積むと取

得できる。資格を取得するためには、まずは旅行会社や添乗員派遣会

社に所属することが第一歩と言える。 

 旅程管理主任者資格には「総合旅程管理主任者」と「国内旅程管理

主任者」があり、総合旅程管理主任者は、海外ツアーにも添乗するこ

とができる。 

 外国についての知識を学び、語学のレベルアップを図るには、大学

の語学系学部に進むとよいだろう。また大学によっては、観光関係の

学科や専攻を設置しているところもある。 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ４６ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ツアープランナー◆ 
 

◆仕事の内容：旅行者の求める旅を演出する  

 
海外や国内の各種ツアーの旅行プランを立て、具体的な内容を決めるのがツアープランナーの仕事である。体験企

画、スポーツ企画、施設見学、買い物企画、宿泊場所など、旅行者が求めているものを入念にマーケット・リサーチ

し、費用面も考慮してプランを決定する。具体的には、まず旅行者が行きたい観光スポットやイベントを考慮して旅

行先を選定し、各種交通機関や宿泊する旅館やホテルを決め、ルートやイベントなど具体的な内容を盛り込んだスケ

ジュール表を作成する。それをもとに費用を決定し、旅行に必要な各種の手続きを行う。ツアープランナーは、主に

旅行会社に所属して活躍しているが、ツアーコンダクター（添乗員）などの業務で経験を積んだ後、このポジション

につくことが多い。そのため、自分で立てたプランに、ツアープランナー自身が添乗することもある。  

 
 

◆ 収入、資格 

関連資格 … 旅行業務取扱管理者／旅程管理主任者  

 

◆こうすればなれる 

：観光学の基礎知識と語学力を身につけておくと有利  

 

ツアープランナーになるために資格は必要ない。しかし、ほとんど

の人が実務経験を積んで「総合旅行業務取扱管理者」や「旅程管理主

任者（ツアーコンダクター）」の資格を取得して活躍している。 

 また、大学や短大、専門学校などで観光学の基礎知識を修得したり、

語学系の学部・学科で語学を修得するとよいだろう。 

 

 
 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ４７ 
 

キャリア支援室 

 

◆ 通  訳 ◆ 

 

◆仕事の内容：同時通訳と逐次通訳とがある 
 

通訳は、日本人と外国人の言葉の橋渡しをする仕事だ。政治・経済交渉、国際会議、講演会、外国でのスポーツ大

会や海外視察団への随行、テレビのインタビュー番組など、様々な場面で活躍する。外国語が話せるだけでなく、両

国の社会、文化、歴史などを理解する必要がある。 

 通訳の方法には同時通訳と逐次通訳がある。大規模な国際大会や会議では同時通訳、小規模な講演会や会合、商談

などでは逐次通訳が多い。 

 同時通訳は、長時間だと疲労が激しいので、3～4 人でチームを組み、15～30 分間隔で交代しながら進行する。

逐次通訳は 1 人で行うことが多いが、3 時間以上になると交代するのが普通だ。 

 

 

◆働き方と生活：依頼があったときに派遣される勤務形態が多い   
 

勤務形態は、企業に所属する社内通訳者を除き、通訳エージェントなどに登録して、依頼があるときだけ現地に派

遣される形が一般的だ。仕事は会議などがある平日のオフィスアワーが主だが、場合によっては夜間や早朝の勤務も

ある。 

 社内通訳者は、ほかの社員と同様 1 日 8 時間、週 5 日をベースに働くことが多いようだ。 

 

◆ふさわしい人：相手国の習慣や宗教への配慮もできる人 
 

通訳には相手の言葉を瞬時に把握する頭の回転の速さや、忠実に伝える慎重さが欠かせない。さらに、向学心や社

交性も重要な条件だ。語学力以外にも心得ておくべき常識やマナーは多く、特に信仰上のタブーや生活習慣などは国

や民族によって様々なので、それを理解し、気配りできることが必要だ。通訳の仕事次第で日本の印象や評価に影響

を与えかねないので、民間外交の一端を担っているという自覚が望まれる。 

 

◆収入、資格 

収入 … 経験や能力により異なる 

 

◆将来展望：国際化の進行で通訳へのニーズが高まる 
 

最近は、中継で海外と結ぶテレビ番組などにも同時通訳が登場する機会が増えてきた。政治やビジネスの世界でも

外国との折衝が頻繁になり、通訳の必要度は増している。しかし、今のところ力のある通訳は慢性的に不足しており、

質、量共に充実が期待されている。これからは英語以外の通訳へのニーズも高まってくるだろう。 

 

◆こうすればなれる：通訳養成コースなどで専門技術を学ぶ 

 
通訳になるのに特別な免許や資格は必要なく、実力があればだれで

もなれる。しかし、話されている内容を正しく理解するためには幅広

い教養が求められるため、現在活躍している通訳のほとんどが大卒者

だ。 

 また、通訳には、高い語学力はもちろん、聞きとった内容を瞬時に

訳して伝えるなど、特殊な技術も必要となる。そのため、大学や大学

院で語学を専攻して語学力をつけるだけでなく、通訳あっせん会社が

主催する教室や外国語学校の通訳養成コースに参加するなどして専門

技術を学ぶのが一般的だ。 

 
 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ４８ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆通訳ガイド◆ 
◆仕事の内容：外国人を観光地などに案内  

 

日本を訪れる外国人に同行し、主に観光地を案内するのが通訳ガイドの仕事だ。外国語で説明したり、外国人の言

葉を日本語に訳したりするという意味では、通訳としての役割もあるが、空港やホテルでの観光客の出迎えやホテル

へのチェックイン、観光スケジュールの作成、買い物のアドバイスなど、細かいケアも重要な仕事で、ツアーコンダ

クター的な要素も強い。 

 典型的な観光コースばかりでなく、一度に多人数の団体客を案内して様々な方面に出かけることもある。通訳ガイ

ドは、観光などのために日本を訪れた外国人に、日本のよさをアピールする役割を担っているとも言えるだろう。   
 

◆働き方と生活：フリーとして働くことがほとんど  

 

通訳ガイドは、企業などに所属する場合もあるが、フリーランスとして働く人が圧倒的に多い。その場合は旅行代

理店と契約したり、通訳団体に登録したりして、仕事の依頼を受ける。 

 業務状況は、春や秋の観光シーズンが非常に忙しい。しかし、それ以外は仕事の少ない時期もあり、生活のリズム

が定まらない場合が多い。  
 

◆ふさわしい人：日本に関する幅広い知識も必要  

 
通訳ガイドには語学力が必要なのは当然だが、接客業としての性格も強いので、社交的で面倒見がよく、サービス

精神旺盛な人が向いている。 

 日本に関するいろいろな質問に答えるためには、日本の歴史や文化、習慣などについての広い知識が必要だ。それ

も型どおりの説明ではなく、ユーモアを交えて臨機応変に応対できれば、なお喜ばれるだろう。 

 また、団体を引率するので、リーダーシップや不測の事態への対応力、体力なども必要になる。  

 
 

◆ 収入、資格 

収入 …  経験や能力により異なる  

必須資格 … 通訳案内士試験  

 

◆将来展望：国際化の進行で高まる必要性  

  

2012 年には約 836 万人の外国人が観光、ビジネス、留学などで日本を訪れている。近年、日本政府は外国人観

光客を誘致するための取り組みを盛んに行っており、今後は外国人観光客がいっそう増加すると予想される。そうし

た中で、通訳ガイドの必要性はさらに高まってくるだろう。  
 

◆こうすればなれる：語学力とガイドとしての知識が必要  

 

通訳ガイドになるには、通訳案内士試験に合格し、都道府県に

登録する必要がある。 

 通訳案内士試験は 1 次と 2 次があり、筆記試験と口述試験で行

われる。合格するには、語学力のほか、日本の歴史などの知識も

必要だ。受験できるのは英語、フランス語、ドイツ語、中国語な

ど 10 か国語で、いずれも難関である。受験資格に、学歴、年齢

などの制限はない。なお、2012 年度の最終合格者数は、合計 713

人で、そのうち英語が 398 人と圧倒的多数だった。 

 通訳ガイドへの第一歩は、やはり大学の外国語学系の学部など

に進学し、語学力を磨くことだろう。 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 
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なるにはシリーズ ４９ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆アナウンサー、キャスター◆ 
 

◆仕事の内容：タレント並みの人気者だが訓練は厳しい  

 

ラジオやテレビでニュースの報道やスポーツの実況を担当するアナウンサーは、私たちにとってとても身近な存在

だ。昨今では、「何を伝えるか」よりも「だれが出演するか」に関心が集まるほどで、知名度もタレント並みである。 

 しかし、アナウンサーとして入局しても、すぐに活躍できるわけではない。発声や敬語、放送用語などの訓練を徹

底的に受けたあと、ようやく声を電波に乗せることができる。 

 一方キャスターは、ニュース番組やトーク番組で総合司会者などとして、大学教授などの専門家と視聴者の間に立

ち、ニュースの背景や社会的意味をわかりやすく解説する仕事だ。  

 
 

◆働き方と生活：担当番組によっては早朝や深夜の勤務も  

  

 勤務時間は各放送局の規定にもよるが、担当する番組によっては早朝や深夜に勤務することもあるようだ。また、

台風や地震などの災害時には、速報を伝えるため宿泊勤務もある。 

 フリーになった場合は、プロダクションなどに所属するのが一般的だが、個別に放送局と契約する場合もある。  

 
 

◆ふさわしい人：知性と時代感覚、体力で勝負  

 
最近では、番組を特色づける個性派アナウンサーが求められることもあり、知性や教養だけでなく、魅力的な人柄や親し

みやすさなどのパーソナリティーが重視されるようになっている。そして、世の中の動きをとらえる鋭い時代感覚や好奇心

を持っていることも大切である。 

 また、担当番組によっては早朝出勤や長時間勤務が続くこともあり、しかも本番の日は欠勤できないので、人並み以上の

体力と自己管理能力が必要だ。  

 
 

◆収入、資格 

収入 …  初任給 25 万円程度（民放キー局の場合）  

 

◆将来展望：企画から参加できる積極的な人材が求められる  

  

視聴率競争がますますエスカレートしている現在、番組の顔であるアナウンサーの育成に各局とも力を入れている。

特にこれからのアナウンサーには、ジャーナリストとしての自覚を持ち、自ら企画にかかわるなど、番組作りに積極

的に参加する姿勢が必要になっている。  
 

 

◆こうすればなれる：大学に進学し、講習会などに参加  

 

アナウンサーになるためには、NHK や民放キー局、ローカル局が

行っているアナウンサー採用試験に合格するのが一般的なコースだ。

採用の対象はほとんどの局において大卒者となっている。 

 試験内容は、一般常識、時事問題、小論文、外国語などの筆記試験、

音声試験、カメラテスト、面接などで、特に外国語に堪能であれば有

利と言えるだろう。音声試験に備え、学生時代から専門学校に通って

アナウンサー教育を受ける人も少なくない。また、アナウンサー志望

の学生を対象に講習会を開いている放送局もあり、参加しておくと役

に立つだろう。 

 特に有利な学部はないが、幅広い知識と教養を身につけておくこと

が大切である。  
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なるにはシリーズ ５０ 
 

キャリア支援室 

 

◆ ＴＶディレクター、プロデューサー ◆ 
◆仕事の内容：テレビ番組の成功のカギを握る 

 

ＴＶディレクターは、チーフディレクターを中心に、具体的な番組作りを進めていく指揮官の役割を担っている。番組の

企画、出演者との交渉、台本作り、演出などを行い、照明、音声、美術など、多くの制作スタッフを指揮する。 

 一方、プロデューサーは、ディレクターを監督する立場にある、テレビ番組制作の統括的な責任者である。企画の立案や

制作予算の設定・管理、スポンサーや出演者との交渉など、番組制作の資金面、管理面のすべての権限を握っている。 

 このように、番組が成功するかどうかはディレクターとプロデューサーの腕にかかっていると言っても過言ではない。 
 

◆働き方と生活：勤務時間は不規則で長時間に及ぶことも多い   
 

ディレクターやプロデューサーは、テレビ局や番組制作プロダクションに勤務する。 

 制作の現場では、撮影が早朝から深夜まで続いたり、編集が長時間に及んだりすることも多い。さらに取材やロケ

なども重なり、なかなか休みが取れないこともあるようだ。体力的にも精神的にも非常に厳しい仕事と言える。 

 
 

◆ふさわしい人：感性やリーダーシップなど求められる資質は多い 
 

様々な分野から情報や素材を得てオリジナリティーのある番組を作るためには、好奇心旺盛で、文化、芸術、科学、

社会風俗などについて幅広い知識を持ち、時代を鋭くとらえる感性が必要である。 

 また、多くのスタッフやキャストを動かしたり、広告代理店やスポンサーと交渉したりするには、リーダーシップ

や説得力、経営感覚などが求められる。 

 
 

◆収入、資格 
収入 … 初任給 25 万円程度 （民放キー局の場合）  

 

◆将来展望：視聴率競争激化で重要性が増す 
 

テレビ業界の視聴率競争は極めて激しく、どのテレビ局も次々に新しい企画を打ち出している。そのため、プロデ

ューサーやディレクターの果たす役割はいっそう重要になってきている。 

 また今後は、撮影から編集まで自らこなせる人材や、進歩する放送技術を生かした番組作りができる人材へのニー

ズが高まるだろう。 

 
 

◆こうすればなれる：テレビ局やプロダクションへの入社が

第一歩 

 

 

まず、テレビ局や番組制作プロダクションの採用試験に合格する

ことが必要だ。 

 プロデューサーとディレクターは、一般職（総合職）で入社して

制作に配属される場合と、制作職として入社する場合がある。現在、

テレビ番組の多くは制作プロダクションがかかわっており、最初か

ら番組の制作に携わりたいのなら、プロダクションをめざす道もあ

る。 

 テレビ局では、採用はほとんどの場合、大卒者が条件だが、特に

有利な学部・学科はないようである。一方、プロダクションでは、

短大や専門学校卒者に門戸を開いているところもある。 

 入社後はアシスタントからスタートし、ディレクターやプロデュ

ーサーに昇格するのが一般的である。 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ５１ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆新聞記者◆ 
 

◆仕事の内容：日々の出来事を取材し紙上で伝える  

 

新聞社には編集局があり、全国紙などではさらに編集局が政治、経済、社会、国際、生活情報などのセクションに

分かれ、それぞれに専任の取材記者がいる。取材対象は、国内での日々の出来事から、世界で起こった事件まで様々

だ。 

 担当記者の取材原稿は、各セクションのデスク（編集責任者）がチェックし、編成部へ送る。そして編成部記者が、

その原稿を整理、編集し、見出しをつけ、さらに校閲部員が言葉遣いや誤字を点検して、新聞記事ができ上がる。 

 また、全国紙になると、海外に独自の支局を持っており、そこに駐在する海外特派員が外国のニュースを取材する。  
 

 

◆働き方と生活：新人記者は地方の支局や支社から  

 

全国紙の場合は、本社のほかに各地域に支局や支社がある。一般に新人記者は研修修了後、これらの支局や支社か

らスタートを切る。 

 全国紙、地方紙にかかわらず第一線の記者は、事件が起きれば昼夜を問わず駆けつけなければならない。そのため

残業が多く、交代で夜勤があるなど、生活は不規則になりがちである。  

 
 

◆ふさわしい人：正義感が強く好奇心旺盛な人 

 

記事になるなら手段を選ばないという姿勢ではなく、記者である前に、まず一市民として社会的良識を備えている

ことが必要である。そのうえで、弱者に優しく権力に屈しない正義感のある人が望まれる。 

 また、取材したり記事を書いたりする際には、広い知識が役立つことが多いので、好奇心旺盛で勉強家であること

も必要である。新聞は速報性が大切なので、素早い行動力や、臨機応変に対処できる判断力も大切な条件だ。 

 
 

◆ 収入、資格 

収入 …初任給 約 25 万円（大手新聞社の場合・諸手当を除く）  

 

◆将来展望：個性やバイタリティー重視の傾向に  

 

インターネットの普及により、情報が社会に氾濫する中にあって、活字メディアにはより切り口の鋭い個性的な紙

面作りが要求されている。そのため各社とも、今まで以上に社会に対して鋭い感覚を持ち、個性的でバイタリティー

のある人材を求めている。 
 

◆こうすればなれる 

：大学で知識を養い、広く社会に目を向けておく  

 

取材したり記事を書いたりするためには、幅広い教養と知識、文章

力などが必要なため、大部分の新聞社では大卒者を対象に記者の採用

試験を行っている。 

 採用については文系学部出身者が有利と思われがちだが、例えば、

科学・技術分野の取材となると専門知識が必要なため、理系学部出身

者の採用も増えている。したがって、特に有利な学部はなく、日ごろ

から広く社会に目を向け、知識や教養を養っておくことが大切であ

る。 

 入社試験は一般教養、作文、語学という構成が多く、外国語に強い

とやや有利だ。 

 

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ５２ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆放送記者◆ 
 

◆仕事の内容：事件の現場から生中継でレポート  

   

放送記者には、外勤の取材記者と内勤の編集記者（整理記者、ニュースディレクターとも呼ばれる）の 2 種類があ

るが、ここではテレビに直接登場する取材記者の仕事について紹介する。 

 取材記者は、主にテレビ局の報道部門に所属して、政治や経済の動き、事件などを取材し、ニュースなどを通じて

視聴者に伝える。 

 テレビは新聞と異なり、現場から生中継できるので、現場に行って様々な角度から取材し、原稿にまとめたあと、

アナウンサーに代わってテレビ画面から直接視聴者にレポートすることも多い。その際、現場の映像を確保すること

が先決になるので、カメラマンとの連携が重要である。  

 
 

◆働き方と生活：大事件があるといつでも現場に駆けつける  

 

放送記者は、大事件があればいつでも現場に出向かなければならないハードな仕事だ。取材記者の場合、国会や警

察などの記者クラブに常駐し、取材に当たることが多い。国内での取材が一般的だが、海外特派員として活躍するこ

ともある。一方編集記者は、ニュース番組を作るため、徹夜で演出や編集を行う場合もある。  
 

 

◆ふさわしい人：度胸のよさと頭の回転の速さ  

 
放送記者は、ほかの報道関係者や野次馬で混乱する現場に飛び込んでいかなければならないこともあるので、好奇

心と行動力、そして度胸のよさや冷静さが必要である。 

 また、現場の状況を判断しながら、的確に情報を伝える必要があるので、頭の回転の速さも求められる。 

 さらに、昼夜を問わず取材を行うこともあるので、体力と精神力も大切な条件と言える。  

 
 

◆ 収入、資格 

収入 … 初任給 25 万円程度（民放キー局の場合）  

 

◆将来展望：メディアが増えて活躍の場が全国に拡大  

 

マルチメディア時代が進行する中で、各地にケーブルテレビ局が設立されるなど、地方から情報を発信する下地も

固まりつつある。このため、放送記者の活躍の場は全国にあると言えるだろう。また、日本ではまだ少数であるが、

取材から編集までを 1 人でこなすビデオジャーナリストという職業もある。 
 

 

◆こうすればなれる：学生時代の経験が面接突破のかぎ  

 

放送記者になるには、超難関である放送局の採用試験を突破しなけ

ればならない。受験資格としては、キー局、ローカル局とも、大卒者

を条件にしているところがほとんどである。 

 採用試験では、幅広い教養や見識を問われる筆記試験のほか、適性

検査や面接など、局によって様々なものが課せられる。対策として、

入りたい局の試験傾向を研究したり、大学のマスコミ関係のサークル

に入るのも一つの手段だろう。 

 筆記試験を突破したら面接だ。面接では、今までの経験などが問わ

れ、パーソナリティーが重視される。学生時代にいろいろな経験をし

て、人間性を磨いておくといいだろう。 

 

 

 
 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ５３ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆ システムエンジニア ◆ 

◆仕事の内容：使い手のニーズに合ったソフトを開発する 
  

コンピュータを動かすためのプログラム（作業手順や命令、いわゆるソフトウェア）と、ハードウェア（機械）と

を組み合わせ、利用者のニーズに合ったコンピュータシステムを設計する技術者がシステムエンジニア（SE）である。 

 まずは、システム化する業務内容を分析し、それに合ったハードウェアを選定して、ソフトウェアの基本設計をす

る。設計ができたら、プログラマーに指示して作成に取りかかる。 

 その内容は、給与計算システム、交通管制システム、放送システム、工場の自動化システムなど多岐に渡る。シス

テム化にあたっては、対象となる業務をよく理解していることが大切である。 
 

◆働き方と生活：締め切り前には残業が続くことも 
  

システムエンジニアの勤務先は、コンピュータメーカー、一般企業の情報処理部門、ソフトウェア開発の専門会社

などが一般的だ。仕事は時間的にも内容的にもハードで、締め切りに間に合わせるために夜遅くまで働くことも珍し

くない。また、故障やトラブルが発生したときには、復旧のために休日返上になることもある。 
 

◆ふさわしい人：優れた分析力や柔軟性が必要 
  

まず、コンピュータに対する関心が人一倍強いことが基本条件。そして、情報収集力や分析力、計数能力に優れ、

物事を総合的にとらえることのできる人に適している。 

 また、複数のエンジニアが協力してシステムを構築することも多いので、協調性も必要である。利用者の意向をし

っかり理解し、プログラマーと意思の疎通を図るコミュニケーション力や根気強さも、もちろん必要である。 
 

 

◆収入、資格 

収入 …平均給与 約 38 万 3000 円（2011 年厚生労働省調査）  

関連資格 … 情報処理技術者試験  

 

◆将来展望：システムの複雑さが増し分業化、専門化が進む 
  

コンピュータの技術革新を背景に、システムエンジニアの果たす役割はさらに重要になっている。ソフトウェア開

発会社やコンピュータメーカーだけでなく、一般企業でも高度な専門知識を持った人材の確保が課題になっている。 

 そうした状況の中、独立開業するシステムエンジニアもいて、分業化、専門化が進んでいる。 
 

◆こうすればなれる：実力本位だが高学歴者が増加傾向 

 
 実力本位の世界なので学歴は関係ないが、最近は高学歴化が進み、

大学や大学院で電気工学、電子工学、情報工学などを専攻し、シス

テムエンジニア要員として就職する人が多くなっている。しかし社

内教育が充実している企業も多く、文系学部出身者や短大卒者、専

門学校卒者にもシステムエンジニアとして活躍するチャンスはあ

る。 

 なお、経済産業省認定の情報処理技術者試験の中で、システムア

ーキテクト試験などに合格しておくと活躍の場が広がるだろう。シ

ステムアーキテクト試験はだれでも受けられるが、試験水準は情報

システム開発の中核技術者としての幅広い知識・経験・実践能力が

想定されていて、かなりの難関である。 

 

 
 

 

＊理系（情報系）の職業と思われがちですが、約３割が文系出身です。実際にプログラムを作るのは、理系のプログラマー

の仕事ですが、システムを全体を創り上げるという作業には、文系の“感性”が大いに必要とされるからです。 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 



なるにはシリーズ ５４ 
 
                                                     キャリア支援室 

 

◆プログラマー◆ 
 

◆仕事の内容：コンピュータを動かすプログラムを作成する  

 

大量の情報を迅速かつ正確に処理するため、コンピュータにはあらかじめプログラム（情報処理の手順を命令する

文章）が組み込まれている。このプログラムを、コンピュータ用の特別な言語を使って作成するのが、プログラマー

だ。 

 コンピュータのシステム開発関連の仕事には、大きく分けてシステムエンジニアとプログラマーがあるが、プログ

ラマーは、システムエンジニアが設計したシステムに従ってプログラムを作成する専門家だ。作成したプログラムで

コンピュータが正しく動くかどうか、何度も確認を行う。プログラムには、数日でできるものから、数十人で何年も

かけて作る大規模なものまである。  

 
 

◆働き方と生活：フレックスタイム制を採用している職場も多い  

 

プログラマーの勤務先はコンピュータメーカーやソフトウェア開発会社、情報処理サービス会社などが主だが、一

般企業や官公庁、研究機関などにも活躍の場が広がっている。 

 勤務はかなりハードで、納期に間に合わせるために夜遅くまで働くこともある。そのため、フレックスタイム制を

採用する会社も多い。  
 

◆ふさわしい人：論理的な思考力と根気強さが必要  

 
プログラミング言語などの抽象的な記号を使い、膨大なプログラムを作成していく仕事なので、長時間のデスクワークも

苦にしない根気強さが必要だ。仕事の性格上、物事を筋道立てて論理的に考えていく能力や、手順を一つひとつ正確に組み

立てていく集中力も求められる。 

 また、大きなプログラムを作成する際には、何人ものプログラマーが協力して仕事をするので、協調性も大切だ。  

 

◆収入、資格 

収入 …  平均給与 約 30 万 8000 円 （2011 年厚生労働省調査）  

関連資格 … 情報処理技術者試験  

 

◆将来展望：コンピュータ社会の発展とともに高まるニーズ  

  

近年、コンピュータの技術革新はめざましく、コンピュータはますます社会に浸透している。それに伴い、システ

ム開発の中核を担うプログラマーのニーズはいっそう高まっている。 

 また、システムの専門化が進んでいるため、専門分野に応じたより高度な知識が求められるようになるだろう。  

 
 

◆こうすればなれる 

：社内研修制度を活用すれば文系出身者も活躍可能  

 

プログラマーになるために取得を義務づけられている資格はない。

企業に入社し、一定期間研修を受けて、プログラマーとして配属され

るのが一般的なコースだ。 

 大学の理学系、工学系学部の関連学科でコンピュータに関する高度

な知識を得ることもできるが、社内研修制度が充実している企業が多

いため、文系出身のプログラマーもたくさんいる。また、コンピュー

タ系専門学校を卒業してプログラマーをめざすケースもある。 

 なお、関連の資格試験としては、経済産業省認定の情報処理技術者

試験があり、中でも基本情報技術者はプログラマーとしての基本の資

格と言われている。   

 

 

情報提供：Benesse マナビジョン http://manavision.jp/ 

詳細は⇒ 「職業検索」 http://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/job/ まで 
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