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就職活動支援 提案書 

 
   ここ数年、厳しかった就職状況も年々と好転の兆しが見え、雇用側の採用活動  
                                        
  も活発化しています。関東地方を中心とする中央の景気が上向いたことや、団塊  
                                        
  の世代の方々がここ数年で退職することなどが背景にあり、特に理工系の学生は  
                                        
  人気で、雇用側の採用意欲も強いようです。また、看護系の学生も、看護師の絶  
                                        
  対数が不足していることから、引く手あまたの状況になっています。       
                                        
   しかし、雇用側の採用条件が甘くなったわけではありません。売り手市場にな  
                                        
  った今でも採用条件は厳しく、質の高い学生を必要としている雇用側の姿勢は変  
                                        
  わっていないのです（２００８年度の大卒採用計画と実績を比べた充足率は９６  
                                        
  ．１％で、理工系に限っては９２．５％にとどまっています）。また、内定率や  
                                        
  就職率が高くなる一方、就職して３年以内に離職してしまう人も増えており（３  
                                        
  ７％～３８％）、自己分析や業界研究・企業研究不足の学生も多く見られます。  
                                        
   このような状況の中、「就職活動支援講座」は、学生に今現在の自分自身をき  
                                        
  ちんと理解した上で自分の将来をしっかりと見据えさせ、自分の個性や能力、技  
                                        
  術を磨き、はっきりとした職業選択の動機を持たせることを第一の目的に構成し  
                                        
  ました。「就職とは一体なんなのか、就職活動は何故しなければいけないのか、  
                                        
  就職活動では何をしなければいけないのか」など、具体例や実例を示し、ワーク  
                                        
  をさせることにより学生に分かりやすく講義します。 
 
   第二の目的として、採用試験でエントリーシート、筆記試験などを導入してい  
                                        
  る企業が非常に多いという現状の中、適性検査（ＳＰＩ２、ＧＡＢなど）、一般  
                                        
  常識テスト、論作文、エントリーシートなどの中身の解説や対策を講義します。  
                                        
   貴校の学生さんが、将来を見据え、自分に合ったより良い就職が出来るように  
                                        
  支援をさせていただきますので、何卒ご検討の程よろしくお願い申し上げます。 
 
    ※尚、講座の入れ替えや組み合わせ、コマ数の設定、料金設定、時間設定につき  
   ましてはご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。また、地域によりま  
   しては交通費をご負担いただく場合がございますので、ご了承下さい。 



自己理解を深めるプラン  

  内田クレペリン検査  個人解説講座 
                                                 

  
 

 
 １回目 
 

 
内田クレペリン検査試験 

 
 ２回目以降 

 
内田クレペリン検査個人解説 

 

  ※個人解説は、１人３０分の解説をいたします（１コマで３名）。 
   日時を何日か設定していただき、人数の振り分けをしていただきます。 
   詳細はご相談の上、打ち合わせさせていただきます。 
 
 受 講 料                    
 
    学生負担の場合    
    １名    ２，５００円（内田クレペリン検査試験料金、資料代等含む） 
           ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
  
    貴課でご負担いただく場合     
    内田クレペリン検査試験料金・・・１人あたり       ５２０円 
    内田クレペリン検査個人解説・・・１コマ（３名）  １５，０００円   
 
 内   容 
 
  ・内田クレペリン検査・・・企業や官公庁の採用試験で実際に使用されている性格 
               検査です。同様の検査がほとんどなく、日本独自のも 
               のです。 
                              簡単な一桁の足し算をさせることによって、その人の 
               持っている特徴（その人らしい、本来持っている姿、 
               本質的な姿）をつかむことができます。本人が感じて 
               いる主観的な姿ではなく、周りの人から見えている客 
               観的な姿が分かるので、本人の自己理解のツールとし 
               て最適です。                    
               作業の量やエラーの数だけを見ているのではなく、特 
               に「曲線の型」を見ており、『作業に対する取りかか 
               りがよいかどうか？』、『作業にムラがあるのかどう 
               か？』、『粘りがあるのかどうか？』という仕事の仕 
               方のクセや、明るく活発なのか、おとなしくて真面目 
               なのかなどの性格特性や人柄を判断しています。 
                       （例えばＡさんは、仕事やなにか行動を始めようとす 
               ると、ただちに力一杯それに取りかかることができ、 
               すぐに乗れて、能率もよく、楽な気持ちで適度な緊張 
               を保ち続けられる。またＢさんは、仕事や行動を始め 
               ようとしても、なかなか気分が乗らず、お茶を飲んだ 
               り、コーヒーを飲んだりということをしないと取りか 
               かれない。そのかわり、一旦その仕事や行動を始めて 
               乗ってしまうと、無我夢中になり、寝食を忘れてその 
               仕事に没頭することが出来る。           
                           Ｃさんは、誰とでもすぐ仲良くなれるが、付き合い 
               が浅い、Ｄさんは人慣れするのに時間はかかるが、一 
               旦慣れてしまうと深く永く付き合うことが出来る。 
               上記のような特徴が、内田クレペリン検査で判断出来 
               ます） 
 



就職筆記試験対策講座プラン  

（９０分×１コマ×３回） 
 
                             １ 限                    

 
 

 
 

 
 １回目 
 

 
就職試験対策講座 

 
 ２回目 
 

 
ＳＰＩ解法講座 

 
 ３回目 
 

 
一般常識対策講座 

 

                                      
 受 講 料                    
    学生負担の場合     
    １名   ２，０００円（講座、テキスト代等含む） 
           ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
  
    貴課でご負担いただく場合     
    １コマ  ３０，０００円（地域により交通費を含んだ金額となります）   
          ※但し、講座料のみのご請求になりますので、講座で使用する  
           レジメにつきましては貴課でコピーをお願い致します。   
 内   容 
 
  ・就職試験対策講座・・・企業や官公庁の採用試験で実際に使用されている性格  
   （適性検査概論）   検査や能力検査の内容について分かりやすく説明しま  
              す。 
                          実際に弊社で企業や官公庁の採用試験の判定も行って  
              いますので、現在の状況についてもお話しします。 
              性格検査、能力検査、興味検査、ＳＰＩ２、ＧＡＢ、  
              一般常識テスト、就職論作文、エントリーシートなど  
              についての概略を話し、検査についての実習も多少行  
              います。 
 
  ・ＳＰＩ解法講座 ・・・ＳＰＩ２検査の内容や特徴について分かりやすく説明  
              します。何故使用されるのか、どこを見ているのか、  
              問題内容はどのようなものなのか、どのくらいの正解  
              率が必要なのか、言語と数理のバランスは必要か、ど  
              のような対策をしたらよいのかを解説します。 
                           言語能力検査（同意語・反意語、二語の関係、言葉の  
              意味、文章整序、長文）の問題、数理・論理能力検査  
              （比率と割合、時間と距離と速さ、濃度算、集合など） 
              の問題を実際に解いてもらい、それぞれの問題の解き  
              方について解説をします。 
              特に数理・論理能力検査については、χを使わない方  
              法、図を書く方法など、数字に苦手意識を持っている  
              文系の学生さんにも分かりやすいように解説をします。  
              （例・・・濃度算では、てこの原理を使った速くて正  
               確に解ける解き方を教えます） 
 
  ・一般常識対策講座・・・一般常識（教養）検査の内容や特徴について分かりや  
              すく説明をします。国語、英語、数学、理科、社会、  
              時事やマナーの問題を数問ずつ解いてもらい、解説し  
              ます。時事問題については、最近の重大ニュースを参  
              考にしながら説明をします。  



基礎学力養成プラン 

  ＳＰＩ解法講座・２日間コース  
 

（９０分×２コマ×２日間） 
 
                            １ 限          ２ 限          

 
 

 
   

 
    

 
１日目 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ａ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｂ） 

 
２日目  

 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｃ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｄ） 

                       ※時間帯は自由にご設定下さい。                 
                                      
 受 講 料                    
    学生負担の場合     
    １名    ３，０００円（講座、テキスト代等含む） 
          ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
  
    貴課でご負担いただく場合     
    １コマ  ３０，０００円（地域により交通費を含んだ金額となります）   
          ※但し、講座料のみのご請求になりますので、講座で使用する  
           レジメにつきましては貴課でコピーをお願い致します。   
 
 内   容  （講座 ４コマ） 
 
  ・ＳＰＩ解法講座 ・・・ＳＰＩ２検査の内容や特徴について分かりやすく説明  
              します。何故使用されるのか、どこを見ているのか、  
              問題内容はどのようなものなのか、どのくらいの正解  
              率が必要なのか、言語と数理のバランスは必要か、ど  
              のような対策をしたらよいのかを解説します。 
                           言語能力検査（同意語・反意語、二語の関係、言葉の  
              意味、文章整序、長文）の問題、数理・論理能力検査  
              （比率と割合、時間と距離と速さ、濃度算、集合など） 
              の問題を実際に解いてもらい、それぞれの問題の解き  
              方について解説をします。 
              特に数理・論理能力検査については、χを使わない方  
              法、図を書く方法など、数字に苦手意識を持っている  
              文系の学生さんにも分かりやすいように解説をします。 
              （例・・・濃度算では、てこの原理を使った速くて正  
               確に解ける解き方を教えます） 
 
 
   ※ 他のプランも同じですが、１講座のみの実施も行えます。          
    （１コマ９０分 １会場とする場合） 
    １講座 ３０，０００円      
       上記の金額は、貴課に負担していただく場合の金額です。 
       学生負担にする場合は、弊社にご相談下さい。 
        
 
 
 
 
 
 



就職活動基本プラン 

    就職活動対策講座・２日間コース 
 

（９０分×２コマ×２日間） 
 
                            １ 限          ２ 限          

 
 

 
   

 
    

 
 １日目 
 

 
自己分析講座 

 
就職文章講座 

 
 ２日目 
 

 
就職試験対策講座 
（適性検査概論） 

 
面接対策講座 

 

                       ※時間帯は自由にご設定下さい。                 
                                      
 受 講 料                    
    学生負担の場合     
    １名    ３，０００円（講座、テキスト代等含む） 
          ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
  
    貴課でご負担いただく場合     
    １コマ  ３０，０００円（地域により交通費を含んだ金額となります）   
          ※但し、講座料のみのご請求になりますので、講座で使用する  
           レジメにつきましては貴課でコピーをお願い致します。   
 
 内   容  （講座 ４コマ） 
 
  ・自己分析講座  ・・・就職活動で一番大切な「自己分析」とは何か、どうい  
              う方法で分析を進めるのかについて解説します。    
              自己ＰＲや文章を書くときの基にもなる興味・関心や  
              価値観、性格、自分史などについてワークをしながら  
              現在の自分を確認していきます。 
 
  ・就職文章講座  ・・・履歴書・エントリーシート・論作文などの文章を書く  
              時に、どう書いたら相手に自分のことが伝わるのか、  
              どのようなことを書かなければいけないのか、どのよ  
              うな書き方をしなければいけないのかを、具体例や実  
              例を示しながら分かりやすく解説します。  
 
  ・就職試験対策講座・・・企業や官公庁の採用試験で実際に使用されている性格  
   （適性検査概論）   検査や能力検査の内容について分かりやすく説明しま  
              す。 
                          実際に弊社で企業や官公庁の採用試験の判定も行って  
              いますので、現在の状況についてもお話しします。 
              性格検査、能力検査、興味検査、ＳＰＩ２、ＧＡＢ、  
              一般常識テスト、就職論作文、エントリーシートなど  
              についての概略を話し、検査についての実習も多少行  
              います。 
 
  ・面接対策講座  ・・・面接での考え方、答え方について解説をし、実際に模  
              擬面接を行います。 
 
 
 
 
 



就職活動基本・基礎学力・常識養成プラン  

    就職活動対策＋ＳＰＩ解法＋一般常識対策・２日間コース  
 

（９０分×３コマ×２日間） 
 
                  １ 限          ２ 限         ３ 限      

 
 

 
    

 
    

 
    

 
 １日目 
     

 
就職文章講座 

（作文・ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ａ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｂ） 

 
 ２日目 
     

 
一般常識対策講座 

       

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｃ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｄ） 

                      ※時間帯は自由にご設定下さい。         
 受 講 料                    
    学生負担の場合     
    １名    ４，０００円（講座、テキスト代等含む） 
          ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
  
    貴課でご負担いただく場合     
    １コマ  ３０，０００円（地域により交通費を含んだ金額となります）   
          ※但し、講座料のみのご請求になりますので、講座で使用する  
           レジメにつきましては貴課でコピーをお願い致します。   
 
 内   容  （講座 ６コマ） 
 
  ・就職文章講座  ・・・履歴書・エントリーシート・論作文などの文章を書く  
              時に、どう書いたら相手に自分のことが伝わるのか、  
              どのようなことを書かなければいけないのか、どのよ  
              うな書き方をしなければいけないのかを、具体例や実  
              例を示しながら分かりやすく解説します。  
 
  ・ＳＰＩ解法講座 ・・・ＳＰＩ２検査の内容や特徴について分かりやすく説明  
              します。何故使用されるのか、どこを見ているのか、  
              問題内容はどのようなものなのか、どのくらいの正解  
              率が必要なのか、言語と数理のバランスは必要か、ど  
              のような対策をしたらよいのかを解説します。 
                           言語能力検査（同意語・反意語、二語の関係、言葉の  
              意味、文章整序、長文）の問題、数理・論理能力検査  
              （比率と割合、時間と距離と速さ、濃度算、集合など） 
              の問題を実際に解いてもらい、それぞれの問題の解き  
              方について解説をします。 
              特に数理・論理能力検査については、χを使わない方  
              法、図を書く方法など、数字に苦手意識を持っている  
              文系の学生さんにも分かりやすいように解説をします。  
              （例・・・濃度算では、てこの原理を使った速くて正  
               確に解ける解き方を教えます） 
 
  ・一般常識対策講座・・・一般常識（教養）検査の内容や特徴について分かりや  
              すく説明をします。国語、英語、数学、理科、社会、  
              時事やマナーの問題を数問ずつ解いてもらい、解説し  
              ます。時事問題については、最近の重大ニュースを参  
              考にしながら説明をします。  
 
 
 



基礎学力・常識養成プラン  

    ＳＰＩ解法＋一般常識対策・３日間コース  
 

（９０分×２コマ×３日間） 
 
                            １ 限          ２ 限          

 
 

 
 

 
 

 
 １日目 
     

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ａ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｂ） 

 
 ２日目 
     

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｃ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｄ） 

 
 ３日目 
     

 
一般常識対策講座 

（Ⅰ） 

 
一般常識対策講座 

（Ⅱ） 

                  ※時間帯は自由にご設定下さい。         
 
 受 講 料                    
    学生負担の場合     
   １名     ４，０００円（講座、テキスト代等含む） 
          ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
  
    貴課でご負担いただく場合     
    １コマ  ３０，０００円（地域により交通費を含んだ金額となります）   
          ※但し、講座料のみのご請求になりますので、講座で使用する  
           レジメにつきましては貴課でコピーをお願い致します。   
 
 内   容  （講座 ６コマ） 
 
  ・ＳＰＩ解法講座 ・・・ＳＰＩ２検査の内容や特徴について分かりやすく説明  
              します。何故使用されるのか、どこを見ているのか、  
              問題内容はどのようなものなのか、どのくらいの正解  
              率が必要なのか、言語と数理のバランスは必要か、ど  
              のような対策をしたらよいのかを解説します。 
                           言語能力検査（同意語・反意語、二語の関係、言葉の  
              意味、文章整序、長文）の問題、数理・論理能力検査  
              （比率と割合、時間と距離と速さ、濃度算、集合など） 
              の問題を実際に解いてもらい、それぞれの問題の解き  
              方について解説をします。 
              特に数理・論理能力検査については、χを使わない方  
              法、図を書く方法など、数字に苦手意識を持っている  
              文系の学生さんにも分かりやすいように解説をします。  
              （例・・・濃度算では、てこの原理を使った速くて正  
               確に解ける解き方を教えます） 
 
  ・一般常識対策講座・・・一般常識（教養）検査の内容や特徴について分かりや  
              すく説明をします。国語、英語、数学、理科、社会、  
              時事やマナーの問題を数問ずつ解いてもらい、解説し  
              ます。時事問題については、最近の重大ニュースを参  
              考にしながら説明をします。  
 
 
 
 
 



就職活動基本・基礎学力・常識養成＋練習テストプラン  

    就職活動対策＋ＳＰＩ解法＋一般常識対策＋練習用テスト    
  ・３日間コース 

（９０分×３コマ×３日間） 
                  １ 限          ２ 限         ３ 限      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１日目 

     

 
自己分析講座 

  

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ａ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｂ） 

 
２日目 

     

 
就職文章講座 

（作文・ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｃ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｄ） 

 
３日目 

     

 
一般常識対策講座 

（Ⅰ） 

 
一般常識対策講座 

（Ⅱ） 

 
ＳＰＩ練習用テスト
       実習 

                      ※時間帯は自由にご設定下さい。     
  ※ＳＰＩ練習テストは、一般常識練習テスト、または就職論作文添削にも 
    変更できます（論作文添削の場合は、５００円追加の料金になります）。 
  
 受 講 料                    
 
    学生負担の場合     
    １名    ５，５００円（練習用テスト、講座、テキスト代等含む） 
           ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
 
    貴課でご負担いただく場合     
    １コマ  ３０，０００円（地域により交通費を含んだ金額となります）   
          ※但し、講座料のみのご請求になりますので、講座で使用する  
           レジメにつきましては貴課でコピーをお願い致します。   
 
 内   容  （実習 １コマ、講座 ８コマ） 
 
  ・自己分析講座  ・・・就職活動で一番大切な「自己分析」とは何か、どうい  
              う方法で分析を進めるのかについて解説します。    
              自己ＰＲや文章を書くときの基にもなる興味・関心や  
              価値観、性格、自分史などについてワークをしながら  
              現在の自分を確認していきます。 
 
  ・就職文章講座  ・・・履歴書・エントリーシート・論作文などの文章を書く  
              時に、どう書いたら相手に自分のことが伝わるのか、  
              どのようなことを書かなければいけないのか、どのよ  
              うな書き方をしなければいけないのかを、具体例や実  
              例を示しながら分かりやすく解説します。  
 
  ・一般常識対策講座・・・一般常識（教養）検査の内容や特徴について分かりや  
              すく説明をします。国語、英語、数学、理科、社会、  
              時事やマナーの問題を数問ずつ解いてもらい、解説し  
              ます。時事問題については、最近の重大ニュースを参  
              考にしながら説明をします。  
 
 
 
 
 
 
 



  ・ＳＰＩ解法講座 ・・・ＳＰＩ２検査の内容や特徴について分かりやすく説明  
              します。何故使用されるのか、どこを見ているのか、  
              問題内容はどのようなものなのか、どのくらいの正解  
              率が必要なのか、言語と数理のバランスは必要か、ど  
              のような対策をしたらよいのかを解説します。 
                           言語能力検査（同意語・反意語、二語の関係、言葉の  
              意味、文章整序、長文）の問題、数理・論理能力検査  
              （比率と割合、時間と距離と速さ、濃度算、集合など） 
              の問題を実際に解いてもらい、それぞれの問題の解き  
              方について解説をします。 
              特に数理・論理能力検査については、χを使わない方  
              法、図を書く方法など、数字に苦手意識を持っている  
              文系の学生さんにも分かりやすいように解説をします。  
              （例・・・濃度算では、てこの原理を使った速くて正  
               確に解ける解き方を教えます） 
 
    ・ＳＰＩ練習用テスト・・弊社オリジナルのＳＰＩ練習用テストを使用します。 
                            平均や正答率は、受験者の中だけでのものとなります。 
 
 
 
   ※ 他のプランも同じですが、１講座のみの実施も行えます。          
    （１コマ９０分 １会場とする場合） 
    １講座 ３０，０００円      
       上記の金額は、貴課に負担していただく場合の金額です。 
       学生負担にする場合は、弊社にご相談下さい。 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



就職活動総合対策プラン  

    就職活動対策＋ＳＰＩ解法＋一般常識対策・４日間コース  
 

（９０分×３コマ×４日間） 
                       １ 限          ２ 限           ３ 限 

 
 

 
   

 
 

 
    

 
１日目 

     

 
自己分析講座 

  

 
就職文章講座 

（作文・ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ） 

 
就職試験対策講座 
（適性検査概論） 

 
２日目 

     

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ａ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｂ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｃ） 

 
３日目 

     

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｄ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｅ） 

 
ＳＰＩ解法講座 

（Ｆ） 

 
４日目 

     

 
一般常識対策講座 

（Ａ） 

 
一般常識対策講座 

（Ｂ） 

 
一般常識対策講座 

（Ｃ） 

                      ※時間帯は自由にご設定下さい。         
 受 講 料                    
    学生負担の場合     
    １名    ９，０００円（講座、テキスト代等含む） 
           ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
 
    貴課でご負担いただく場合     
    １コマ  ３０，０００円（地域により交通費を含んだ金額となります）   
          ※但し、講座料のみのご請求になりますので、講座で使用する  
           レジメにつきましては貴課でコピーをお願い致します。   
 
 内   容  （講座 １２コマ） 
 
  ・自己分析講座  ・・・就職活動で一番大切な「自己分析」とは何か、どうい  
              う方法で分析を進めるのかについて解説します。    
              自己ＰＲや文章を書くときの基にもなる興味・関心や  
              価値観、性格、自分史などについてワークをしながら  
              現在の自分を確認していきます。 
 
  ・就職文章講座  ・・・履歴書・エントリーシート・論作文などの文章を書く  
              時に、どう書いたら相手に自分のことが伝わるのか、  
              どのようなことを書かなければいけないのか、どのよ  
              うな書き方をしなければいけないのかを、具体例や実  
              例を示しながら分かりやすく解説します。  
 
  ・就職試験対策講座・・・企業や官公庁の採用試験で実際に使用されている性格  
   （適性検査概論）   検査や能力検査の内容について分かりやすく説明しま  
              す。 
                          実際に弊社で企業や官公庁の採用試験の判定も行って  
              いますので、現在の状況についてもお話しします。 
              性格検査、能力検査、興味検査、ＳＰＩ２、ＧＡＢ、  
              一般常識テスト、就職論作文、エントリーシートなど  
              についての概略を話し、検査についての実習も多少行  
              います。 
 
 
 
 



  ・ＳＰＩ解法講座 ・・・ＳＰＩ２検査の内容や特徴について分かりやすく説明  
              します。何故使用されるのか、どこを見ているのか、  
              問題内容はどのようなものなのか、どのくらいの正解  
              率が必要なのか、言語と数理のバランスは必要か、ど  
              のような対策をしたらよいのかを解説します。 
                           言語能力検査（同意語・反意語、二語の関係、言葉の  
              意味、文章整序、長文）の問題、数理・論理能力検査  
              （比率と割合、時間と距離と速さ、濃度算、集合など） 
              の問題を実際に解いてもらい、それぞれの問題の解き  
              方について解説をします。 
              特に数理・論理能力検査については、χを使わない方  
              法、図を書く方法など、数字に苦手意識を持っている  
              文系の学生さんにも分かりやすいように解説をします。  
              （例・・・濃度算では、てこの原理を使った速くて正  
               確に解ける解き方を教えます） 
 
  ・一般常識対策講座・・・一般常識（教養）検査の内容や特徴について分かりや  
              すく説明をします。国語、英語、数学、理科、社会、  
              時事やマナーの問題を数問ずつ解いてもらい、解説し  
              ます。時事問題については、最近の重大ニュースを参  
              考にしながら説明をします。  
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



筆記試験対策プラン 

  内田クレペリン検査  試験実施及び解説 
                                                 

 
 

 
９０分 

 
  
 

 
内田クレペリン検査 試験実施、解説 

 

 
    貴課でご準備いただくもの     
    内田クレペリン検査用紙を実施人数分、ご用意下さい。 
                          ※学生負担料金の中には、用紙代は含まれていません。 
 
 受 検 料                    
 
    学生負担    
    １名    ５００円（内田クレペリン検査実施料金、解説料等含む） 
             ※但し、参加者５０名以上で計算した金額です。   
  
 内   容 
 
  ・内田クレペリン検査 
    企業や病院、施設、官公庁の採用試験で実際に使用されている性格検査です。 
   同様の検査がほとんどなく、日本独自のものです。 
       簡単な一桁の足し算をさせることによって、その人の持っている特徴（その人 
   らしい、本来持っている姿、本質的な姿）をつかむことができます。本人が感じ 
   ている主観的な姿ではなく、周りの人から見えている客観的な姿が分かるので、 
   本人の自己理解のツールとしても最適です。                  
    このプランでは、実際に内田クレペリン検査を受検してもらった後、検査の中 
   身や目的、採用側のねらいなどを解説します。解説員は、実際に企業や病院、施 
   設、官公庁の採用試験で内田クレペリン検査を判定しており、これまでに７０万 
   人の判定をしてきたベテランです。内田クレペリン検査の判定ができる解説員は 
   非常に少なく、全国でも稀な存在です。受検にあたっての注意点や対策、これま 
   でに実際にあった採用試験での使われ方など、体験談を織り交ぜながら分かりや 
   すく解説します。 
                
   （内田クレペリン検査は作業の量やエラーの数だけを見ているのではなく、特に 
    「曲線の型」を見ており、『作業に対する取りかかりがよいかどうか？』、『 
    作業にムラがあるのかどうか？』、『粘りがあるのかどうか？』という仕事の 
    仕方のクセや、明るく活発なのか、おとなしくて真面目なのかなどの性格特性 
    や人柄を判断しています。 
        例えばＡさんは、仕事やなにか行動を始めようとすると、ただちに力一杯それ 
    に取りかかることができ、すぐに乗れて、能率もよく、楽な気持ちで適度な緊 
    張を保ち続けられる。またＢさんは、仕事や行動を始めようとしても、なかな 
    か気分が乗らず、お茶を飲んだり、コーヒーを飲んだりということをしないと 
    取りかかれない。そのかわり、一旦その仕事や行動を始めて乗ってしまうと、 
    無我夢中になり、寝食を忘れてその仕事に没頭することが出来る。      
    Ｃさんは、誰とでもすぐ仲良くなれるが、付き合いが浅い、Ｄさんは人慣れす 
    るのに時間はかかるが、一旦慣れてしまうと深く永く付き合うことが出来る。 
    上記のような特徴が、内田クレペリン検査で判断出来ます） 
 


