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キャリア教育＆就職試験対策
2023
年度

定価一覧

＊商品の詳しい内容や実施日程はホームページでもご覧いただけます。
＊ホームページから商品のお申込み、資料請求を承ります。

頁

1 お得なセット割引のご案内
模擬試験・テスト
頁

商品名

2 SPI 模擬テスト 全3回
4 就職模擬試験 全2回
保育士就職模擬試験
6
保育士就職模擬試験 ＋オプション：幼稚園教諭専門試験
9 一般常識トレーニングテスト《実力確認編》全2回

受験料
（税込）

対象

1,450円
各回 1,400円
1,750円
2,050円
各回 1,400円

大学生・短大生・専門学校生

各回

短大生・専門学校生の民間就職志望者
公立の保育所・児童福祉施設に勤務する保育士、
公立幼稚園に勤務する幼稚園教諭等の志望者
大学生・短大生・専門学校生

教材＋テスト
頁

対象

一般常識トレーニングコース《基礎指導5回コース》
8 一般常識トレーニングコース《実戦指導3回コース》
一般常識トレーニングコース《総合指導8回コース》

3,900円
2,830円
5,330円

大学生・短大生・専門学校生

添削料
（税込）

対象

各テーマ 1,500円

大学生・短大生・専門学校生

1,100円
1,100円
1,450円

民間就職志望者

添削指導

10

商品名

自分を伝えるための 作 文ワーク＆添 削 全 3 テーマ
※同一テーマの2回目以降の添削 1,100円

民間就職対策用
作文添削
高卒程度公務員受験対策用
11
保育士就職対策用

心理検査・適性検査
頁

商品名

12 Manage Life（マネージ・ライフ）
14 社会人基礎力・職業適性診断 キャリアステップ
15 自分発見検査 キャリアスタート
16 就職に向けた性格検査 GET（ゲット）
17 SG 式 一般職業適性検査 H 版
18 SG 式 精神作業検査（クレぺリン検査）H 版

高卒程度公務員志望者
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セット対象商品なら組み合わせは自由!!
セット対象商品

定価
（税込）

商品名

頁

【セット割引のご案内】

www.jitsumu-kyouzai.com/college/

保育士等志望者

対象

1,500円
1,550円
1,550円
550円
700円
800円

大学生・短大生・専門学校生

SPI-U 対応 SPI 基礎からはじめる問題集［確認テスト］2回分付
※ SPI 模擬テストと同時注文の場合 900円

19

SPI 対策問題集［確認テスト］2回分付
基礎から学ぶ SPI ベーシック問題集［確認テスト］2回分付
はじめて学ぶ SPI 入門問題集［確認テスト］2回分付
一般常識トレーニングブック
実戦レベルで学ぶ

※一般常識トレーニングテスト
《実力確認編》
と同時注文の場合 850円

ステップアップ国・数・英［確認テスト］3回分付
20 ステップアップ国・数・英 Next［確認テスト］3回分付
ステップアップ一般常識［確認テスト］3回分付
一般常識チェック＆トライ［チェックテスト］3回分付
わかる！とける！基本の数学［確認テスト］2回分付

『SPI模擬テスト 第1回・第2回・第3回』
（定価一人1回1,450円/税込）

模擬試験・
『一般常識トレーニングテスト《実力確認編》 第1回・第2回』
（定価一人1回1,400円/税込）
テスト

『就職模擬試験 第1回・第2回』
（定価一人1回1,400円/税込）

添削指導

『 自分を伝えるための 作文ワーク＆添削』
（定価一人1,500円/税込）
（※同一テーマ２回目以降の添削は、セット割引対象外です。）

①実施回が複数回ある商品は、1回1商品と見なします。

大学生・短大生・専門学校生

例えば『SPI模擬テスト 第1回』と『SPI模擬テスト 第2回』の組み合わせで2商品セット割引に。

大学生・短大生・専門学校生

②同じ学生へのご実施で、同一申込部数（6部以上）かつ
同時お申込みの場合に限ります。

大学生・短大生・専門学校生・高校生
大学生・短大生・専門学校生
大学生・短大生・専門学校生

※お申込み部数は、1商品につき６部以上とさせていただきます。

③実施日は別々の時期でもご利用いただけます。

補習教材
商品名

『 社会人基礎力・職業適性診断 キャリアステップ』
（定価一人1,550円/税込）

「日本心理検査協会」会員

受検料
（税込）

＊日本心理検査協会は、わが国の代表的な心理検査の発行所
（出版社）
による団体です。
「教育 · 心理検査倫理要綱」のもと、心理検査の発行 · 普及 · 研修 · 個人情報の保護等に努めています。

頁

『Manage Life（マネージ・ライフ）』
（定価一人1,500円/税込）

心理検査・
『 自分発見検査 キャリアスタート』
（定価一人1,550円/税込）
適性検査

定価
（税込）

対象

1,000円

大学生・短大生・専門学校生

730円
710円
710円

大学生・短大生・専門学校生・高校生

950円

大学生・短大生・専門学校生

720円
770円
720円
710円
600円

大学生・短大生・専門学校生・高校生

セ ット 割 引 価 格

大学生・短大生・専門学校生・高校生
大学生・短大生・専門学校生・高校生

大学生・短大生・専門学校生・高校生
大学生・短大生・専門学校生・高校生
大学生・短大生・専門学校生・高校生
大学生・短大生・専門学校生・高校生

＊補習教材は、1回のご注文につき合計9冊以下の場合は配送料500円（税込）
を別途申し受けます。

21 当社商品のご利用のしくみ
＊模擬試験・テストの受験料は、採点料と消費税込みの価格です。
＊模擬試験・テストの受験料は、
『SPI 模擬テスト』
『一般常識トレーニングテスト《実力確認編》』については2023年4月1日から2024年3月31日までのご実施分につき有効です。
『就職
模擬試験』
『保育士就職模擬試験』の受験料は2023年度版（年度内のご実施分）
につき有効です。
＊心理検査・適性検査、添削指導、教材＋テストの受検（添削）料・定価は、2023年4月1日から2024年3月31日までのご実施分につき有効です。
＊補習教材の定価は、2023年4月1日から2024年3月31日までのご注文分につき有効です。

※料金はすべて税込み

2 商品セット

3 商品セット

4 商品セット

どの組み合わせでも1商品1,200円×2商品で

どの組み合わせでも1商品1,100円×3商品で

どの組み合わせでも1商品1,050円×4商品で

セット
割引
価格

2,400円

セット
割引
価格

3,300円

セット
割引
価格

4,200円

※5商品以上の場合は全て1商品1,050円になります。
※上記セット割引価格は、2023年4月1日〜2024年3月31日ご実施分につき有効です※
1

模擬試験・テスト

▲

成績表

SPI 模擬テスト

学生用・学校用 個人成績表

〔全3回〕

全国レベルでの実力を把握できる

対
象 大学生・短大生・専門学校生
試験時間 70分（配布・説明等に20分程度ご予定ください）
受 験 料 各回1,450円（税込）
▲ ▲ ▲

本試験に準じて総合および言語・非言語別に
成績を7段階で判定。また、順位の「全国」は、
全国を100人とした場合に、自分の得点が上

※受験料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。
※詳しい実施日程は裏表紙参照。

位から何番目にあたるかを示しています。

「SPI-U」能力検査と同じ科目構成の模擬テスト。
全国レベルでの実力を確認できます。
同水準の模擬テストを
3回分ご用意

試験通過ラインまでの目安という具体的な
目標が、学生のモチベーションアップにつな

お届けする資料
個人成績表（2部打出 / 学生用・学校用）

採用試験で多くの企業が実施してい

出題内容を変えた、同じレベルの模

る「SPI-U」を基に、能力検査を同様の

擬テストを３回分用意しています。基

言語分野、非言語分野で構成している

本的解法が身についたかどうかの確認

します。

模擬テストです。学生が取り組みやす

や、ガイダンスで１回目を実施した後

●総合成績（総合／言語／非言語別、得点・

く自信につながるよう、
「SPI」の能力検

に本番の直前対策として、ぜひ複数回

査の傾向を踏まえつつ、出題頻度の高

の実施をご計画ください。

いジャンルの中から基礎レベルの問題
を精選しています。

詳細で多角的な成績資料から
得点力アップのコツがつかめる

試験の内容
言語能力 30分・40問
二 語 関 係、 熟 語、 語 の 用 法、 長 文 読 解、
文の並べ替え

全国レベルでの偏差値や順位など、 非言語能力 40分・30問
受験者の実力を客観的につかみやすい
成績資料をお届けします。また、各問題
の正答状況が確認できるため、復習・補
習すべき項目がどれか具体的にわかり
ます。

詳しい「正答と解説」で
“短時間で早く解く”ための
「解法のコツ」がつかめる
「正答と解説」は問題のジャンルごと
に「解き方 まるわかり解説」
「ポイント
解説」
「しっかり解説」で構成されており、


損益算、料金の割引、分割払い、代金の
精算、速さ、表の読み取り、集計表、推論、
組み合わせ、確率、物の流れと比率、条
件と領域、グラフの領域、長文の読み取り、
資料の読み取り、割合
解答形式 マークシート

付録
「正答と解説」

れます。学生用と学校用として２部お届け

偏差値・判定・平均点・順位）
●あなたへのアドバイス
●希望業種・職種内全国順位
（総合）
（得点区分・
●得点分布表でのあなたの位置
出現率）
●問題別正答状況・全国正答率（言語／非
言語別、正答状況・あなたの解答・全国正
答率・アドバイス）
●特に復習が必要な問題

学内の全学生の成績一覧と統計資料です。
けします。
成績一覧
●希望業種
●希望職種

強すべき項目や、やる気を引き出すアドバ

付録
正答と解説

B5判・32ページ

イスとともに、
「これだけは復習しておき
たい」問題をピックアップして示します。

（得点・偏差値・判定・
●総合／言語／非言語
順位）
●言語・非言語判定バランス

あわせてのご実施をおすすめ

●言語・非言語タイプ

SPI 基礎からはじめる問題集

●学内業種希望人数
（第1希望）

丁寧にされています。

あわせてのご購入をおすすめ

SPI-U 対応

統計

●平均点

2

全問の正答状況と全国の正答率を表示。補

学生番号順と総合得点順の２種類をお届

題のポイントについてのアドバイスが

や例題も掲載しています。

具体的なアドバイスで
効率的に弱点補強ができる

学内成績表（2種類打出 / 学校用）

（第1希望）
●学内職種希望人数

検査」
「 構造的把握力検査」などの解説

※企業によって通過できるラインは異なるので、あくまで
も目安を示しています。

学生１人ひとりの成績が個別に打ち出さ

問題を効率的に解く手順や、個々の問

また、巻末には SPI の概要と、
「性格

がります。

▶

「SPI」能力検査の
高頻出分野の基礎問題で構成

試験通過ラインまでの目安を掲載

受検料550円（税込）

定価1,000円（税込）

就職を希望する学生を対象とした性格検査で、自己

『SPI 模擬テスト』の出題範囲を網羅しており、事前・

●学内偏差値平均

分析・自己理解に役立てることができ、自己アピール

事後学習に最適な問題集です。
『SPI 模擬テスト』と同

●総合判定学内分布

につながるデータをご提供します。就職試験対策をよ

●言語・非言語タイプ学内分布
●言語・非言語判定学内分布
●問題別正答率

時にお申込み（同じ学生を対象）いただくと、１冊900

り効果的なものにするために『SPI 模擬テスト』とあ

円
（税込）
の割引価格でご提供いたします。

わせてのご実施をおすすめします。

※詳しくは P.19 をご覧ください。
※割引価格の適用は、『SPI 模擬テスト』のお申込み数と同数の場合
に限ります。

※詳しくは P.16 をご覧ください。
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模擬試験・テスト

成績表

▲

就職模擬試験

学生用・学校用 個人成績表

〔全2回〕

▲ ▲ ▲

対
象 短大生・専門学校生の民間就職志望者
試験時間 70分（配布・説明等に20分程度ご予定ください）
受 験 料 各回1,400円（税込）

さまざまな角度から比較できる
主要科目「共通問題」と選択問題「業種問

※受験料は2022年10月1日～2023年9月30日ご実施分につき有効。
※詳しい実施日程は裏表紙参照。

題」の結果をそれぞれ分けて判定します。

民間企業志望者のための全国規模の模擬試験。

民間企業への就職を希望する学生の
就職試験対策として開発された本模擬
試験は、カリキュラムに組込みやすい
試験時間70分の時間設定です。さらに、
解答形式に「記述式」を採用しておりま
すので、正確な実力把握に役立ちます。

総合成績は5分野で算出
業種問題は18業種から自由に
選択できる
最近の採用試験の傾向に沿って、出
題率の高い「国語」
・
「英語」
・
「時事・社会
常識」に重点を置きながら、
「社会・文
化」
・
「自然科学」を加えた5分野で問題
を構成しています。
さらに、
業種別に必須の事柄を問う
「業
種問題」を18業種分ご用意しています。

フルカラーで見やすい成績表！
全国、学内、希望業種・職種内で
の実力がわかるデータを提供
学生用は、総合・各分野・業種問題に
関する得点、偏差値、順位、問題ごとの
正答状況などを示した「個人成績表」で
す。順位は、全国・学内のみでなく、希
望業種・職種内でも掲載しますので、自
分の実力をより実感しやすくなってい
ます。
学校用には、成績管理に便利な一覧・
統計表として2種類の「学内成績表」の
ほか、学生用の「個人成績表」と同じも

のをお届けします。

詳しい「正答と解説」で
弱点分野の克服と一般常識の
強化ができる
「正答と解説」には、1問1問について
詳しい解説が付いており、成績表で示
された弱点分野の見直しにお役立てい
ただけます。
さらに、
「分野別チェック問題」として国

付録
「正答と解説」

お届けする資料

します。
（第1希望／第2希望）
●業種希望

体と同様に記述式となっており、試験後

値、判定）

内、学内）
・得点率グラフ
（教科別）

・成績データ
（得点、配点、偏差値、判定）

⑬医療・看護、⑭社会福祉、⑮保育・教育、
⑯動物・ペット、⑰スポーツ、⑱その他
解答形式 記述式

点分野の課題が明確になります。

順位（全国、第1希望業種内、第1希望職種

業種問題 40点

ビス、⑥ファッション、⑦デザイン、⑧旅行・
ホテル・レジャー、⑨メディア、⑩建設・不
動産・住宅、⑪交通・運輸、⑫流通・小売、

「学習のアドバイス」のコメントから、弱

種内、学内）

・科目バランス
（5段階／教科別）

①自動車・機械、②エレクトロニクス、③情
報通信・IT、④金融・保険、⑤食品・フードサー

具体的な学習指針を提示

平均点
（全国、第1希望業種内、第1希望職

国語、英語、社会 ･ 文化、自然科学、時事・社
会常識

＊全18種から1つを選択

覚的に得意・不得意分野を把握できます。

れます。学生用と学校用として２部お届け

教科別・総合成績データ（得点、配点、偏差

共通問題 260点

ます。グラフとレーダーチャートで、視

学生１人ひとりの成績が個別に打ち出さ

式で480 題収録しています。模擬試験本

試験の内容

主要科目の実力レベルがひと目でわかり

個人成績表（2部打出 / 学生用・学校用）

●職種希望
（第1希望／第2希望）
語、英語、社会・文化、自然科学について、 ●共通問題の結果
就職試験に頻出の重要問題を1問1答形 ・成績データ

にも一般常識を強化することができます。

自分の実力を視覚的にとらえる

付録

▲

70分の試験時間と、
「記述式」の解答形式が評判

学生用 正答と解説

●業種問題の結果

B5判・32ページ

平均点
（全国、学内）
順位
（全国、学内）
●問題別の正答状況
（教科別）
●学習のアドバイス

学内成績表（2種類打出 / 学校用）
学内全学生の一覧・統計表です。学生番号
順と総合得点順の2種類をお届けします。
●総合成績
●各教科
●業種問題
●平均点
●総合判定出現人数
●業種・職種希望別データ

１問１問について詳細に解説しています。

巻末には、
「分野別チェック問題」
として、就職試験に頻出の重要
問題を480題掲載しています。
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模擬試験・テスト

▲

保育士就職模擬試験

成績表

【オプション】

幼稚園教諭専門試験



▲ ▲ ▲

対
象 公立の保育所・児童福祉施設に勤務する保育士、公立幼稚園に勤務する幼稚園教諭等の志望者
試験時間 【保育士のみ】160分 【保育士＋幼稚園教諭】220分（配布・説明等に20分程度ご予定ください）
受 験 料 【保育士のみ】
1,750円（税込） 【保育士＋幼稚園教諭】2,050円（税込）
※受験料・添削料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。
※詳しい実施日程は裏表紙参照。

採用試験を徹底分析した出題で、実際試験への実戦力を高めます。
採用試験の傾向に即した
問題構成
本試験にレベルを合わせた出題頻度
の高い問題で構成しています。採用試験
の傾向を把握できるとともに、本試験前
の実力チェックとしてご活用いただけます。

体の実施結果のほか、各科目のポイン
ト、学習の仕方などをまとめてあり、志
望自治体の絞り込みや本試験までの実
戦力アップにお役立ていただけます。

有料オプション選択で、
幼稚園教諭専門試験に対応
公立幼稚園への就職を希望する学生

諭採用試験の合格可能度も判定します。

富な累積データをもとに、第3希望まで合

お申込み時に、
「保育士のみ
（オプショ

格可能度を判定します。なお、判定可能な

ンなし）
」
、
「保育士＋幼稚園教諭（オプ

自治体および職種について

ションあり）」を、学生の希望に応じて

は、当社ホームページに

お選びいただけます。

「正答と解説」に付いている「試験対
策ブック」は、過去に採用のあった自治

（判定、
●希望自治体・職種別の合格可能度＊
合格ラインの総合換算点、前回実施年度
本試験受験者数・最終合格者数）
●学習のアドバイス
●問題別正答状況

学内成績表（学校用）

試験の内容
教養試験（45題）100分 /45点
社会科学、人文科学、自然科学、文章理解、
判断推理、数的推理、資料解釈
保育士専門試験（40題）60分 /40点
社会福祉、子ども家庭福祉、保育の心理学、
保育原理、保育内容、子どもの保健

答のポイントを理解することができ、 幼稚園教諭専門試験（40題）60分／40点

「試験対策ブック」で本試験
までの学習をサポート

験者の得意・不得意分野を視覚的に表します。

（全国、学内）
●試験別および総合順位

判明している自治体については、過去の豊

て役立ちます。

号や全国正答率も確認できます。

算点、判定、得点率、得点率グラフ）

くことで、保育士だけでなく、幼稚園教

弱点分野の克服や今後の学習指針とし

順位などを表示。また、レーダーチャートを使って、受

●試験別および総合成績データ（得点、換

これまでに採用実績があり、その詳細が

説が加えてあります。誤答の原因や解

全問の正答状況に加え、受験者の解答番

します。

●分野別の得点率

説」には、各問の正答とともに詳しい解

教養、専門、総合別に、得点、換算点、成績判定、得点率、

れます。学生用と学校用として２部お届け

専門試験をご用意。併せてご受験いただ

受験者全員にお渡しする「正答と解

各問題の正誤と正答率がわかる

学生１人ひとりの成績が個別に打ち出さ

（全国、学内）
●試験別および総合平均点

全問について詳しく解説した
「正答と解説」で弱点克服

実力を全国レベルで把握

個人成績表（2部打出 / 学生用・学校用）

には、有料オプションとして幼稚園教諭

します。

過去の豊富な累積データをもとに信頼性の高い判定資料をお届けします。

お届けする資料

豊富な累積データで
第3希望まで合格可能度を判定

2023年３月下旬に掲載いた

学生用・学校用 個人成績表

※オプション選択時

発達心理、教育学、保育原理、保育内容、法
規
解答形式 マークシート

付録
①「正答と解説 & 試験対策ブック」
②「作文用紙」
※有料添削を承ります（添削料1,450円︿税込﹀）。

学内の全学生の成績一覧です。受験番号順
に出力されます。
●学内順位
●全国順位
●試 験別および総合成績判定（ 得点、換算
点、判定）
●第1希望自治体・職種の合格可能度判定＊
●試験別平均点
（全国、学内）
●分野別平均点
（全国、学内）
●学内判定出現人数・比率
（教養試験、専門
試験、総合、第1希望自治体の合格可能
度）
＊自治体ごとに課される試験パターンはさまざまで
すが、本模擬試験では募集職種をもとに、下記の試験
の得点によって合格可能度を判定します。
保育士（保と略記）
：教養試験＋保育士専門試験
幼稚園教諭（幼と略記）
：教養試験＋幼稚園教諭専門
試験
保育士・幼稚園教諭（共と略記）
：教養試験＋保育士
専門試験

学習のコツが得られる

精度の高い合格判定と到達目標を明示

やる気を引き出すよう配慮した「学習の

最大3つの希望自治体・職種について合格可能度を

アドバイス」コメントにより、学習課題を

判定。判定、合格ラインの総合換算点、過去の実施

明確に示します。目標を示したアドバイ

結果などで、合格の目標を明確にします。

スが、学習へのきっかけづくりになります。
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教材＋テスト

模擬試験・テスト

一般常識トレーニングコース
▲

対象 大学生・短大生・専門学校生
トレーニングテスト：試験時間 各回40分（配布・説明等に20分程度ご予定ください）
定価 【基礎指導5回コース】3,900円（税込）
（ブック1冊＋テスト《基礎編》5回分）
【実戦指導3回コース】2,830円（税込）
（ブック1冊＋テスト《実戦編》3回分）
【総合指導8回コース】5,330円（税込）
（ブック1冊＋テスト《基礎編》5回分＋テスト
《実戦編》
3回分）

▲

▲ ▲ ▲


▲

※受験料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。
※詳しい実施日程は裏表紙参照。

社会人になる前に押さえておきたい一般常識を
「正答と解説」
ブック＋テストで徹底攻略できます。

般常識トレーニングブック」と「一般常
識トレーニングテスト」を組み合わせ
た学習システムです。中学校～高校で
学ぶ主要5教科の重要分野と時事・社会
常識をコンパクトにまとめた「トレー
ニングブック」で要点の整理・知識の定
着を図り、
「トレーニングテスト」で確
認できる構成となっています。

「ブック」と「テスト」
どちらからでも学習を
スタートできます
「トレーニングブック」で学び直して
から「トレーニングテスト」で知識の定
着を確認、
「トレーニングテスト」で実
力チェックをしてから「トレーニング
ブック」で弱点補強など、貴校の計画に
合わせて「ブック」
「テスト」どちらから
でもスタートしご活用いただけます。

一般常識トレーニングブック
B5判・128ページ・2色刷

国語・数学・英語・社会・理科の主要 5
教科について、1項目ごとに①基礎力を
チェックする「ウォーミングアップ問

事項を学び直すことができます。
また、
「チェックキーワード社会常識」
では、就職試験対策としても役立つ時
事用語をテーマ別に簡潔にまとめてい
ます。

一般常識トレーニングテスト
（基礎編・実戦編とも）
各回65問40分 /100点

基礎編5回と実戦編3回の合計8回分
のテストをご用意しています。各回と
も「一般常識トレーニングブック」に対
応した問題を出題しているので、基礎

「要点整理」で構成されており、中学校
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お届けする資料
個人成績表（2部打出 / 学生用・学校用）

国語・数学・英語・社会・理科に時事・

学生1人ひとりの成績が個別に打ち出され

解答方式は択一式を基本に、国語・数
学・英語については、漢字の書き取りや

社会常識を加えた出題構成で、中学校

国語、数学、英語、社会、理科、
時事・社会常識

ます。

ておきたい基本的な重要項目を厳選し

●総合・科目別データ
（配点、得点、得点率、

て出題するテストです。解答方式は択

解答形式

得点率グラフ、判定、学内平均点、学内順位）
●科目バランス

●問題別正答状況
（正答状況、学内正答率）
●学習のアドバイス

学内成績表（2種類打出 / 学校用）
学内の全学生の成績一覧と集計データで
す。学生番号順と総合成績順の2種類を打
ち出します。
●順位

●総合得点・判定

一式を基本に、国語・数学・英語につい
ルなど、択一式では評価しにくい一部

●学習のアドバイス

学内の全学生の成績一覧と集計データです。
学生番号順と総合成績順の2種類をお届けし

「正答と解説」

ます。

の問題を記述式で出題します。

●順位

お届けする資料

各回の「正答と解説」は1問1問につい

●全国順位＊

●総合・科目別の得点・偏差値・得点率・判定

て丁寧に解説します。また、ガイダンス

個人成績表（2部打出 / 学生用・学校用）

ページには、面接対策やマナー常識な

学生1人ひとりの成績が個別に打ち出され

ど就職活動に欠かせない情報も満載で

ます。学生用と学校用として2部お届けし

す。

ます。

●時事・社会常識の得点・得点率・判定
●集計データ（総合・科目別の平均点・得点
率〈全国・学内、ただし「時事・社会常識」は
学内のみ〉
、問題別正答率、総合判定分布）
＊全国順位は、全国を100人として換算しています。

平均点の推移データ、問題別正答率、総合
判定分布）

別売
成績表

学生用・学校用
個人成績表

寧に解説します。また、面接対策やマ
ナー常識など、就職活動に役立つテー

レーダーチャートや問題別

マをまとめたガイダンスが付いていま

正答状況で苦手科目・弱い分

す。

野をつかみ、効率よく常識力

基礎編

記述式と択一式混合のマークシート

●科目バランス

学内成績表（2種類打出 / 学校用）

付録

ては、漢字の書き取りや英単語のスペ

率、判定、学内平均点、学内順位）

●問題別正答状況
（正答状況、全国正答率）

記述式と択一式混合のマークシート

●集計データ
（ 総合・科目別の学内平均点、

「正答と解説」では1問1問について丁

時事・社会常識

●時事・社会常識データ（配点、得点、得点

～高校の学習内容のうち、必ず押さえ

ます。

国語、数学、英語、社会、理科

）
〈全国＊・学内〉

ます。学生用と学校用として2部お届けし

しにくい一部の問題を記述式で出題し

実戦編

得点率、判定、平均点〈全国・学内〉、順位

（各回100問）60分 /150点

英単語のスペルなど、択一式では評価

国語、数学、英語、社会、理科

●総合・科目別データ（配点、得点、偏差値、

試験の内容

※別売『一般常識トレーニングブック』
（P.8、P.20参
照）
の全範囲より出題します。

知識の徹底から実戦型の実力養成まで、 ●科目別得点
継続的なご指導が実現できます。

基本的な重要項目を厳選！試験時間60分で常識力を確認できます。
高校までに学習した
一般教科の学び直しに最適です

●成績推移データ

題」
、②応用力を試す「チャレンジ問題」
、 解答形式
③弱点補強・重要項目の理解を深める

付録

▲

『一般常識トレーニングコース』は「一

～高校において学習した基礎的な重要

《実力確認編》〔全2回〕

対
象 大学生・短大生・専門学校生
試験時間 60分（配布・説明等に20分程度ご予定ください）
受 験 料 各回1,400円（税込）

※定価は初回のテスト実施日が2023年4月1日以降となるご注文分につき有効。

ブック←
→テストの
繰り返し学習で、
一般常識力を確実に養成

一般常識トレーニングテスト

▲一般常識トレーニングテスト

学生用・学校用 個人成績表
レーダーチャートや問題別正答状況で
苦手科目・弱い分野をつかみ、効率よく

を底上げすることができます。
また、全国での順位や平均点、
正答率と比較することで自
分 の 実力 を 客観的 に 把握 で
きます。

一般常識
トレーニングブック
定価950円（税込）
『一般常識トレーニングテスト
《実力確認編》』の出題範囲を網
羅しており、事前・事後学習に最
適な問題集です。
『一般常識トレーニングテスト
《実力確認編》』と同時にお申込
み（同じ学生を対象）いただくと、

1冊850円（税込）の割引価格でご
提供いたします。
※詳しくは P.8、P.20 をご覧ください。
※割引価格の適用は、
『一般常識トレーニ
ングテスト』のお申込み数と同数の場
合に限ります。

常識力を底上げすることができます。
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添削指導

添削指導

自分を伝えるための

作文ワーク& 添削

〔全3テーマ〕

Ⓐ自己 PR
Ⓑ学生生活で力を注いだこと
Ⓒ志望理由

作文添削

※添削料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。

※添削料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。

事前ワークで課題のとらえ方や作文の書き方を学べる添削指導教材。
就職作文試験・エントリーシート対策に最適です。

希望進路に沿った実戦的な作文試験対策を、
懇切丁寧な添削指導でサポートします。

▲

対
象 民間就職志望者・高卒程度公務員志望者・保育士等志望者
実施時間 / 字数 【民間就職対策用】45分・600字／【高卒程度公務員受験対策用】50分・600字／【保育士就職対策用】60分・800字
標準添削期間 作文到着後、3〜4週間
1,100円（税込）／
【高卒程度公務員受験対策用】
1,100円（税込）／
【保育士就職対策用】1,450円（税込）
添 削 料 【民間就職対策用】
▲

▲ ▲

対
象 大学生・短大生・専門学校生
1テーマ45分程度／【作文執筆】45分（600字）
実施時間 【作文ワークシート記入】
標準添削期間 作文到着後、3～4週間
添 削 料 1テーマ1,500円（ワーク代・税込）※同一テーマの2回目以降の添削 1,100円（税込）

▲

▲

就職試験の「作文」は、人間性・価値観

作文は、添削答案への懇切丁寧な添

がわかるテーマ、仕事に対する意欲・姿

削指導を確認し、改善点を踏まえて再

商品の内容
事前学習教材（学生用）
「作文ワークシート」

提出用原稿用紙（600字）
指導用マニュアル（学校用）

勢がわかるテーマが多く出題されます。 度書いてみることで、文章力・表現力が
そこで、
『作文ワーク＆添削』は、効率的

鍛えられます。同じテーマに何回も繰

「学生に伝えたい指導ポイント集」

に作文力を高めるために頻出のⒶ自己

り返し取り組むことで、よりアピール

「作文ワークシート」の活用方法を詳解した冊子

PR、Ⓑ学生生活で力を注いだこと、Ⓒ

力の高い作文が書けるようになります。

作文試験だけでなく、エントリーシー
ト、面接試験対策として、就職活動のさ

模範作文例と詳しい解説で
改善点を知る

当社の『作文添削』は、基礎的な部分

添削答案とともに、
「フィードバック

に指導の重点を置くことで、
「書く」こ

資料」をお送りします。課題のとらえ方

とへの苦手意識を取り除き、作文に取

や文章の構成の仕方、作文を書く上で

り組む意欲を持たせることを主な狙い

の基礎ポイントなどをわかりやすく解

としています。

説。作文を書き上げるまでの流れや「書

また、各テーマについては、その受験
対象の試験に沿った実戦的観点からの

同じワークを用いた 2 回目以降の添

指導をいたします。

削料は、割引価格になっていますので

目的に合わせて、
自由なテーマ選択が可能

ご活用ください。

まざまな場面ではもちろんのこと、公

にテーマをお選びいただけます。当社

事前ワークで、自己分析、
課題のとらえ方を学び
自己アピール力をアップ !

模擬試験の実施の有無にかかわらず、
貴学の実情に合ったテーマにてご実施
ください。

事前ワーク「作文ワークシート」は、

書いてみることが作文上達の近道です。

商品の内容

添削済みの作文とともに、フィードバック
資料を添削数分お届けします。

もスムーズに取り組むことができます。
自己分析・自己理解、進路を考えなが

何よりも「書く」機会を多く与え、練

ら作文を書き上げるコツを学び、自己

習を重ねることで、文章力は確実に養

アピール力を高めていきます。

うことができます。当社の『作文添削』

また、指導用マニュアルは、作文ワー

は添削料を手頃に抑えているため、練

クシート記入時のアドバイスや留意点

習の積み重ねが決め手となる作文指導

作文ワークシート

▼

添削答案

A4判・8ページ

最近のニュースで関心を持ったこと

高卒程度公務員受験対策用
将来の夢
私が大切にしていること
学校生活で得たこと
チームワークについて思うこと
失敗から学んだこと

公務員になってやりたいこと
最近印象に残った出来事

物事を継続するために必要だと感じたことに
ついて、具体的に述べなさい。

これまでの自分自身の経験を踏まえて、
「仕事をする」ということについて思うこと
（2020年度国家一般職・税務職員本試験課題）

成人としての自覚ある言動について思うこと

手頃な価格で、
複数回実施に最適

ることによって、作文が苦手な学生で

私の職業観

（2021年度 国家一般職・税務職員本試験課題）

は、お手数ですがお申し出ください。

と題材集めを行い、話の展開を整理す

社会人としての抱負

コミュニケーションについて

「課題のとらえ方」
「作文例」
「作文の基礎ポ
イント」など

複数のテーマでの実施をご計画の場合

「作文ワークシート」で事前に自己分析

私のセールスポイント

（2022年度国家一般職・税務職員本試験課題）

フィードバック資料（学生用）

つのテーマをお選びください。一度に

の考えを引き出す工夫を施しています。

民間就職対策用

心に残る出会い

作文用紙（評価表付）

１回のご実施につき、原則として１

課題に取り組む観点を明確にし、学生

▼

10

成した文章の改善点を知り、もう一度

貴学の実施計画に応じてどれでも自由

る添削教材です。

導方法をサポートします。

返却された添削を確認し、自らが作

右に挙げた当年度のテーマ一覧から、

務員受験対策としてもご活用いただけ

等について詳しく解説し、効果的な指

き方」のコツがわかります。

（2019年度国家一般職・税務職員本試験課題）

保育士就職対策用
私が大切に思うこと
これからの保育について
※『保育士就職対策用』は作文用紙にタイトルが印
刷されています。どちらかを実施時に選択してく
ださい。

において、複数回ご実施いただくこと
が可能です。

フィードバック資料

▼

志望理由の3テーマに絞りました。

です。

基礎に重点を置いた
きめ細かな添削指導

▲

懇切丁寧な添削指導、
複数回実施に最適な価格で
希望の進路実現を目指します

▲

▲

就活で頻出の3テーマについて
エントリーシート対策、表現力・
作文力アップをサポート

作文テーマ一覧

B5判・2ページ
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Manage Life

（マネージ・ライフ）

検査採択のご検討の際などに
お役立てください。

▲

※受検料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。

ご視聴は
コチラから

メンタルヘルスを3つの側面からアプローチし、
学生の「適応」と「成長」を支援する心理アセスメントです。
支援を必要とする
学生をスクリーニング
『Manage Life
（マネージ・ライフ）
』は、
「生物・心理・社会モデル」の考え方を参
考に、支援に役立つ3側面・12特性を測定
し、5段階で判定します。
「学生理解シー
ト」では、支援の必要度も提示するため、
学生とかかわる部署間での情報共有に
も役立ちます。

「適応」と「成長」支援に役立つ
アドバイスを提示
学生生活への適応・将来に向けた成
長のための支援に役立つアドバイスを、
さまざまな観点から提供します。また、
学生の素質および環境それぞれについ

と配慮したい面に注目してアドバイス

A4判・8ページ

学生の特徴をポジティブにとらえる

3つの側面から学生の個性を分析

12の特性それぞれについて、その特徴をポジティ

各特性の結果に基づき、3つのスタイルについ

ブにとらえながらコメントします。

て、より広い観点からとらえていきます。

お届けする資料

します。

学生理解シート
（学校用）

ま た、お 届 け す る 資料 の 活用方法、

アドバイスシート
（学生用）

フィードバックする際の注意点などを、

具体例を交えて解説した「マニュアル」 各特性の段階点を示すとともに、支援に役
を進呈。面談・グループワークにおける

立つコメントをさまざまな観点から提供

指導の流れを確認できます。

します。

充実した学生生活と
成長に向けての
行動指針を提供
学生に対しては、自分の個性を前向

●自動反応スタイル
〔ハッスル傾向、ブレー
キ傾向、リピート傾向〕
●思考行動スタイル〔ルーチン優先度、パ
ターン重視度、ニュアンス依存度、バース
ト行動傾向、フリーな思考傾向、ハイパー
活動傾向〕

きにとらえさせる工夫をしており、付

●対人距離スタイル〔受容イメージ、否定

録の「活用ブック」と併用することで今

イメージ、独立イメージ〕

一覧表・統計表シート
（学校用）

後の学修活動・就職活動に役立てるこ
とができます。

全学生の結果の一覧と、特性ごとの統計資料
です。

ての今後の行動指針を、生かしたい面

▼ 学生用 活用ブック

各特性の段階点を示すとともに、さまざまな観点から支援に役立つコメントを提供します。

けます。

▲

標準採点期間 10日間
受検料 1,500円（税込）

学校用 学生理解シート

ホームページにてご覧いただ

▲

▲ ▲

編集 脳と心・ライフキャリア研究会
対象 大学生・短大生・専門学校生
（配布・説明等の時間を含む）
実施時間 30分

検査内容や活用方法について、

判定シート

▲

ご案内
動 画

学生の「適応」と「成長」を支援するアセスメント

活用ブック
（学生用）

▼ 学校用 マニュアル
A4判・16ページ

判定結果をより理解し、活用するための
ワークブックです。

マニュアル（学校用）
判定シートの見方、面談・グループワーク
での資料の活用方法、フィードバック時の
注意点などを掲載しています。

今後の行動指針を
素質と環境に分けてアドバイス

支援の必要度を5段階で表示
「適応」と「成長」に分けて、学生への支援の必要

学生生活へ適応・将来に向けた成長のた

度を5段階に分けて示します（学生理解シート

めの支援に役立つアドバイスを、学生の

のみ）
。

素質・環境それぞれについて、生かしたい
面と配慮したい面に注目して行います。

12
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心理検査・適性検査

社会人基礎力・職業適性診断

自分発見検査

編集 心理教材開発研究会
対象 大学生・短大生・専門学校生
実施時間 90分（配布・説明等の時間を含む）

編集 心理教材開発研究会
対象 大学生・短大生・専門学校生
実施時間 80分（配布・説明等の時間を含む）

キャリアステップ

キャリアスタート

つなげられる特性と、力をつけておきた
い特性について、データとアドバイスを

お届けする資料

礎資料としてご活用いただくために、15
の職業系の適性を総合的に診断します。
また、学校用には、就職に対する学生
の意識や準備状況がわかるデータを提

れます。学生用と学校用として２部お届け

社会人基礎力の解説、12の能力要素ごとの

します。

解説・トレーニング、資料をまとめた冊子

●職業希望調査

●職業適性診断

●能力プロフィール

●興味プロフィール

●就職活動調査の結果

学内の全学生の判定結果の一覧です。

統計表（学校用）
学内全体の統計データです。

も提供します。

〈社会人基礎力〉の育成をサポート
〈社会人基礎力〉の鍛え方をアドバイ
スする「社会人基礎力トレーニングブッ
ク」は、
〈社会人基礎力〉の解説、12能力
要素ごとの解説やトレーニングするた

試験のほかに、学生生活をいかに大切に

トレーニングブック
A4判・16ページ

します。

れます。新入生に「就職」を意識させる

●生活意欲プロフィール

『キャリアスタート』は、学生生活への
意欲を引き出し、より望ましい自己像を

「個人シート」をもとに自己理解を深めキャ

れます。学生用と学校用として２部お届け
●職業希望調査

意識啓発を行いたいものです。

ハンドブック（学生用）

学生１人ひとりの成績が個別に打ち出さ

過ごしてきたかということも重要視さ
のは難しいものですが、早い時期からの

▼社会人基礎力

個人シート（2部打出 / 学生用・学校用）

リア探索をしていくための自学自習用ワー
クシートタイプのハンドブックです。

一覧・統計表（学校用）
学内の全学生の判定結果の一覧です。

●キャリア意識プロフィール
●興味プロフィール

マニュアル（学校用）
判定結果の見方等を詳説した冊子です。

●基本性格プロフィール
●キャリア性格プロフィール

探究していく主体性と積極性を引き出
すデータを提供します。入学して間もな

ハンドブック
A4判・16ページ

は、学生のうちに出会う仲間や過ごす時
間の大切さを意識して、将来に向けた

判定シート

▲

まとめられるよう、ヒントとなるデータ

就職試験においては、一般常識や適性

お届けする資料

▲

手な学生でも具体的なエピソードとして

判定結果の見方等を詳説した冊子です。

新入生へのキャリア支援は
『キャリアスタート』の
自己分析でスタート！

い時期に自己理解・自己分析を行うこと

個人結果シートには、エントリーシー
トを、7 つ示しています。自己表現が苦

マニュアル（学校用）

一覧表（学校用）

エントリーシートや面接に活用
できるアピールポイントを提供
トや面接の準備に役立つアピールポイン

です。

●アピールポイント

供しますので、相談やアドバイスにご活
用いただくことができます。

（学生用）

学生１人ひとりの成績が個別に打ち出さ

提供します。さらに、職業選択の際に、 ●社会人基礎力プロフィール
冷静かつ的確な判断ができるための基

社会人基礎力トレーニングブック

低学年向け就職支援活動プログラム用として
開発したキャリアデザイン検査教材です。

学生用・学校用 個人結果シート

キャリアデザインを思い描くすべての
基礎となります。

判定シート

▲

求められる能力の中で、自己アピールに

▲

『キャリアステップ』は、社会人として

▲

就職活動に必須の〈社会人基礎力〉
と
〈職業適性〉
を診断。
個人結果シート
（2部打出 / 学生用・学校用）

※受検料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。

▲

▲

※受検料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。

スムーズに就職活動を
始めさせるためのステップとして

標準採点期間 10日間
受検料 1,550円（税込）

▲ ▲

▲

▲

▲ ▲

標準採点期間 10日間
受検料 1,550円（税込）

学生用・学校用 個人シート

判定データの理解を深める
ハンドブックを活用
学生には、
「キャリアスタート ハンド
ブック」を結果と一緒にお届けします。
「キャリアスタート ハンドブック」は、
測定した各プロフィールの説明と、今
の自分からステップアップするための
発展ワークで構成しています。学生生
活、就職活動への意識啓発やキャリア

めのワークなどで構成しています。
〈社

プランを考えるきっかけとして、また、

会人基礎力〉を育成し、
“社会人として

就職ガイダンスのテキストとしてもご

の有益な資質”を身につけるための意

活用いただけます。

欲や実行力を引き出します。
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心理検査・適性検査

就職に向けた性格検査

一般職業適性検査

（ゲット）

▲

学校用 学生理解シート
学生用 アドバイスシート

アドバイスシート
（学生用）

就職を希望する学生を対象とした性

「仕事をするうえで特
格検査で、自己分析・自己理解に役立ち、 「性格の全般的な特徴」

自己アピールへとつなげられるデータ
を提供します。

に重視される性質」
「 回答態度」の判定結果

項目ごとにコメントします。

をまとめた学生ごとのシートです。

また、就職試験に向けて、実際の形式

一覧・統計シート
（学校用）

各特性の高さを5段階で判定し、
数字と言葉でわかりやすく表記

判定結果の解説、シートの活用法について

『SPI 模擬テスト』
『就職模擬試験』
『一
般常識トレーニングテスト《実力確認

偏差値、検査結果解説コメント）
●職種系別適性判定（ 職種系別希望順位、
適性判定）

原案としているのと同じく、
『SG 式一般

●総合コメント

記的知覚、空間判断力、形態知覚、運動

検査の構成

共応）
から測定します。

性格心理学で定番となっている5つの性格特性＝ビッグファイブを測定しています。この

検査時間は15分。
模擬試験・テストと併せての実施で、
就職試験対策を万全に！

●能力の特徴（知的能力偏差値、6職業性能

省編の一般職業適性検査が『GATB』を

つの職業性能（言語能力、算数能力、書

特徴は「高いほうがよい、低いほうがよい」ということはありません。

外向性

学生理解シート
（学校用）

アドバイスシート
（学生用）
●能力の特徴（6職業性能）

過敏性

調和性

一覧表・統計表（学校用）
●学内の全学生の判定結果の一覧表
● 学内全体 の 傾向をグラフ化した統計資
料

マニュアル（学校用）
判定結果の見方を詳説した冊子です。判定
結果を活用した事後指導に役立つワーク
シートも掲載しています。

●職種系別適性判定（ 職種系別希望順位、
適性判定）
●総合コメント

要因としての職業性能を知的能力と６

性格の全般的な特徴

るときに役立ちます。

Battery) があります。わが国の厚生労働

お届けする資料

職業への適応に大きく関わっている

詳説した冊子です。

種類で表記しています。また、特性ごと
シートや履歴書などの自己 PR をまとめ

『GATB』(General Aptitude Test

知的能力、職業性能を測定

マニュアル（学校用）

やや高い、平均的、やや低い、低い）の2
に打ち出されるコメントは、エントリー

代表的な職業適性検査にアメリカの

て、広く活用されています。

▲

ついて、数字
（5、4、3、2、1）
と、言葉
（高い、

広く活用されている
標準的な職業適性検査

開発されました。最も標準的な検査とし

「性格の全般的な特徴」と「仕事をする
うえで特に重視される性質」の各特性に

知的能力、職業性能の観点から職業適性を判定します。

職業適性検査』もこの考え方に基づいて

に近い性格検査を
〈体験〉
しておくことで、 学生全員分の判定結果の一覧表と、学校全
就職試験の準備を始めることができま
体の統計資料です。
す。

▲

判定シート

学生理解シート
（学校用）

※受検料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。
（無料）
を用意しております。ご希望の場合は、検査ご注文時にお申し付けください。
※実施用 CD

▲

就職試験対策として、自己理解と体験ができる 性格検査 です。
お届けする資料

▲

▲

▲

※受検料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。

就職試験で課されることの多い
性格検査を
あらかじめ〈体験〉

標準採点期間 10日間
受検料 700円（税込）

▲ ▲

編集 相談と検査の研究会
対象 大学生・短大生・専門学校生
実施時間 50分（配布・説明等の時間を含む）

▲

標準採点期間 10日間
受検料 550円（税込）

▲ ▲

編集 実務教育出版
対象 大学生・短大生・専門学校生・高校生
実施時間 30分（配布・説明等の時間を含む）

〔Ｈ版〕

11職種系の職業適性を判定

判定シート

▲

GET

SG 式

学校用 学生理解シート

学生用 アドバイスシート

知的能力と職業性能の偏差値、職種系 「学校用」を学生向けの表現にわかりや
への適性がわかるシートです。

すく変えています。

すべての職種を11の系統に分類し、

誠実性

開放性

職業性能から見た適性を判定します。

仕事をするうえで特に重視される性質
就職活動で重要なチェックポイントとなるであろう3つの性質を取り上げています。この
性質には、それぞれ「望ましい高さ、あるいは低さ」が想定されています。

弾力性

（レジリエンス）

自制性

（自己コントロール）

優柔性

（先延ばし傾向）

学生の特性を具体的に
数値で示すとともに、
特に注目すべき能力に
ついてコメントします。

編》』などの模擬試験・テストと併せてご
実施いただくと、就職試験対策がより充
実したものとなります。

回答態度
検査に対して、どのように取り組んだのかを3つの視点から分析します。性格検査の結果
が信頼できるものかどうかの指標になります。

正しく回答しない傾向

16

建前で回答する傾向

でたらめに回答する傾向

17

判定が読み取りやすく、活用しやすいクレペリン検査です。
お届けする資料
学生理解シート
（学校用）
●精神作業曲線（判定記号、精神作業曲線、
平均作業量、平均誤謬数）

一覧表・統計表（学校用）
●身体状況
●総合判定
（判定記号・総合コメント）

連続加算作業における作業量変化と誤

（精神作業検査からみた行動の
●行動の特徴

●平均作業量

●平均誤謬数

反応を分析するクレペリン検査です。作

特徴、行動体験調査からみた行動の特徴）

●行動の特徴

●平均の精神作業曲線

業遂行上の適応力、質的 ･ 量的両面の行

●総合コメント

動特徴が的確にわかります。
いわゆるクレペリン検査は実際の就
職試験で実施されることが多く、作業特

アドバイスシート
（学生用）
●精神作業曲線（作業量判定、精神作業曲
線、平均作業量、平均誤謬数）

性がチェックされます。就職支援活動に

（精神作業検査からみた行動の
●行動の特徴

おいても、試験への慣れをつかむととも

特徴、行動体験調査からみた行動の特徴）

に、学生の行動特徴を把握する上での重

●総合コメント

のグラフも表示します。作業曲線のパ
ターンが視覚的に把握でき、就職支援
活動での相談やアドバイスに役立てや
すいと好評です。

行動体験調査で自己を認識
学生が自己の作業傾向を自覚してい
るか否かを測定する［行動体験調査］が
付いているのも本検査の特徴です。学
生に自己認識と反省、向上の機会を与
えることのできる調査です。

判定シート

▲

判定結果は、数値とともに、作業結果

●作業適応統計
（判定別人数と出現率）
●行動の特徴統計（行動の特徴別人数と出
現率）
●平均作業量
●身体状況についてのチェック人数

マニュアル（学校用）
判定結果の見方を詳説した冊子です。判定
結果を活用した事後指導に役立つワーク

要な資料になります。

作業曲線をグラフ化した
見やすい判定シート

●

※定価は2023 年 4月1日から2024 年 3月31日までのご注文分につき有効です。
※1回のご注文につき合計9冊以下の場合は配送料500円
（税込）
を別途申し受けます。

SPI-U 対応

SPI 基礎からはじめる問題集
非言語分野／言語分野
定価：1,000円
（税込） 体裁：B5判・144ページ
（別冊／確認テスト2回分）

これなら
わかる！

※『SPI 模擬テスト』と同時注文の場合 900円
（税込）

多くの就職試験で実施されて
いるクレペリン検査と
同式の検査
『SG 式精神作業検査』は、一定時間の

●

▲

▲

※受検料は2023年4月1日～2024年3月31日ご実施分につき有効。
（無料）を用意しております。ご希望の場合は、検査ご注文時にお申し付けください。
※実施用 CD

▶ SPI-U 版対策

●

▲

標準採点期間 20日間［繁忙期はこれ以上かかる場合があります］
受検料 800円（税込）

▲ ▲

編集 相談と検査の研究会
対象 大学生・短大生・専門学校生
実施時間 50分（配布・説明等の時間を含む）

●

［行動体験調査・付］

下記以外の
補習教材も
HPでご案内
しています。
●

精神作業検査

（クレペリン検査）
〔Ｈ版〕

基礎の学び直しから実力養成、
就職対策まで !

●

補習教材

SG 式

● ●

補習教材

●

心理検査・適性検査

学校用 学生理解シート

シートも掲載しています。

学生用 アドバイスシート

作業曲線が一目でわかります。結果に 「学校用」を学生向けの表現にわかりや
ついての解説も付いています。

すく変えています。

独学でも取り組みやすい
SPI-U 対策の「入門書」
初 め て SPI-U 版対策 を 行 う 学生向 け。や
さしく取り組みやすい問題を中心に構成
し、独学でもわかりやすい解説をつけまし
た。
「数学」が苦手な学生のために、ウォー
ミングアップ編として、始めに「算数」の
基本を復習するページを設けています。
「例
題」で解き方を理解し、やさしいレベル設
定の「練習問題」で基礎を固め、実際の試
験と同レベルの「チャレンジ問題」で実戦
力が身につく3部構成です。出題内容に対
応した『 SPI 模擬テスト』
（ P.2）を実施する
ことで、学習成果の確認、知識の定着を図
れます。

▶ SPI-H 版対策
実戦レベルで学ぶ

SPI 対策問題集

「SPI-H 版」直前対策に役立つ !
出題形式の理解、解法テクニックの習熟に
問題ごとに解答時間の目安を2段階で設定した、
「SPI-H 版」対

言語分野／非言語分野
定価：730円
（税込） 体裁：B5判・95ページ（別冊／確認テスト2回分）

応の問題集です。限られた時間内で確実に問題を解き進める

基礎から学ぶ

解き方の流れを丁寧に追った解説で
つまずきやすい箇所を克服

SPI ベーシック問題集

力を養います。実戦レベルの問題を効率的に学べます。

基礎力を定着させるためにおさらいしておきたい問題集です。

言語分野／非言語分野
定価：710円
（税込） 体裁：B5判・93ページ（別冊／確認テスト2回分）

本番レベルの問題も盛り込んでいますので、実戦力養成に向け

はじめて学ぶ

イラストや図を使ったわかりやすい解説。
基礎の基礎から解き方を身につける

SPI 入門問題集
言語分野／非言語分野
定価：710円
（税込） 体裁：B5判・80ページ（別冊／確認テスト2回分）

てチャレンジできます。

20テーマを例題と練習問題で構成し、初歩的な問題から標準レ
ベルの問題へステップアップします。基礎学力が不足してい
る学生でも無理なく学べる取り組みやすさがポイントです。

おことわり 『SPI 基礎からはじめる問題集』以外の補習教材は、高校生向けに開発した内容のため、高等学校にも販売しております。ご理解くださいますようお願いいたします。
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補習教材

※定価は2023 年 4月1日から2024 年 3月31日までのご注文分につき有効です。
※1回のご注文につき合計9冊以下の場合は配送料500円
（税込）
を別途申し受けます。

一般常識トレーニングブック

就職試験
対策にも

当社商品のご利用のしくみ

本カタログに掲載しているすべての商品
（模擬試験・テスト、添削指導、心理検査・適性検査、補習教材）
は
「学校一括採用品」
（学校直販品）です。学部・学科や学年単位での学生用学校一括採用分のご注文を承り
ます。

国語／数学／英語／社会／理科／社会常識
定価：950円（税込） 体裁：B5判・128ページ
※『一般常識トレーニングテスト《実力確認編》』と同時注文の場合 850円（税込）

1

基礎的重要事項の学び直しに
『トレーニングテスト』とあわせて

商品のご注文は、FAX、WEB 注文ページ（または電話）にて承ります。ご実施日（またはご指導開始日）の10日前までに、
学校番号、実採用数をご連絡ください。
※ FAX 注文書は当社ホームページよりダウンロードできます。

主要5教科の基礎を学び直すことが
できる要点整理集です。時事・社会

※「学校番号」とは当社が独自に設定した番号です。ご案内などをお届けした際に貴校宛名の右下へ印字しております。
（カタカナ2文字と数字5桁 例：ジツ40100）
※補習教材は、１回のご注文につき合計9冊以下の場合、配送料として500円（税込）を別途申し受けます。ご理解賜りますようお
願いいたします。

常識もコンパクトにまとめていま
すので就職試験対策としても役立
ちます。また、実力試しに『一般常

識 ト レ ー ニ ン グ テ ス ト《 実力確認

2

編》』
（P.9）を実施することで、学習
内容の定着を図ることができます。

ステップアップ国・数・英

～5分で解答＋5分でチェック～

お申込みは直接当社に、学校単位でお願いいたします。

商品は、当社から直接お届けいたします。
ご注文いただいた商品は、直接当社から宅配便または郵便にて、貴校ご担当者様宛にお届けいたします。

「学び直し」
に最適！

国語／数学／英語
定価：720円（税込） 体裁：B5判・104ページ（別冊／確認テスト3回分）

ステップアップ国・数・英
Next

３教科の基礎学力の定着と
「思考力・判断力・表現力」
へのアプローチ

国語・数学・英語について、中学校までの

「学び直し」教材として好評の『ステップアップ国・数・英』

めました。１テーマは、解答時間５分、自

己採点５分で完結。入門・基礎・標準と3段

の発展編です。小学校段階の基礎から高校１年前半の

簡単な応用レベルまでの問題を基礎・標準・挑戦のス
テップアップ式で学びます。また、
「思考力・判断力・表

階 で ス テ ッ プ ア ッ プ し て い く 構成 で す。

現力をみる問題」で更なるレベルアップを図れます。

新入生の入学前学習にもご活用いただけ

１テーマ10分で取り組めて、つまずきポイントの確認

ます。

もできるので自学自習にも最適です。

ステップアップ一般常識

～５分で解答＋５分でチェック～

解答から答え合わせまで1回10分
確認テスト3回分付
「入門編」
「基礎編」
「標準編」の3部構成です。基本教科と一般常識に

国語／数学／英語
定価：720円（税込） 体裁：B5判・104ページ（別冊／確認テスト3回分）

ついて、小中学校レベルから学べます。１テーマは、解答時間5分と

一般常識チェック&トライ

達成感が得られるチェック &トライ形式
要点を確認してから取り組める

～要点チェック＋問題にトライ～

国語／数学／英語／社会／理科／常識
定価：710円（税込） 体裁：B5判・79ページ（別冊／チェックテスト3回分）

わかる！とける！基本の数学

自己採点5分で完結しますので、スキマ時間を有効活用できます。

「要点チェック」で基礎知識を確認してから、
「問題にトライ」
に取り組む構成です。わかりやすい解説と要点を踏まえた問
題で、知識の定着を図ることができます。

基礎の基礎から詳しく解説
「算数・数学」の徹底的な学び直しに！
小学校から中学校までの基礎的な内容を取り上げ、平易な例題

分数の計算／平均、速さ／比／２次方程式／平面図形、空間図形 他
定価：600円 ( 税込 ) 体裁：Ｂ5判・56ページ（別冊／確認テスト2回分）

と練習問題で構成しています。基礎学力の補強、就職試験対策

模擬試験・テスト、添削指導、心理検査・適性検査のご実施は簡単です。
模擬試験・テスト、添削指導、心理検査・適性検査は、貴校ご担当者様の監督のもとでご実施いただいております。ご実
施の手順をまとめた「実施要領」により、どなたでも簡単にご実施いただけます。

主要科目の
基礎固めに

国語／数学／英語
定価：770円
（税込） 体裁：B5判・111ページ
（別冊／確認テスト3回分）

基礎からの「国・数・英」を
コンパクトにまとめました
おさえておきたい基礎事項を１冊にまと

3
4

実施済み答案用紙は、佐川急便担当店が引取りに伺います。
ご実施済みの答案用紙は、送料当社負担で引取りにお伺いいたします。佐川急便担当店にご連絡ください。
※貴校の担当店の電話番号は、商品送付時の「宛名ラベル」と「納品書」に表示しています。なお、一部、郵便をご利用いただく地
域もございます。

5

採点・判定は、当社が責任をもって行います。
模擬試験・テスト、心理検査・適性検査の採点・判定は、当社がコンピュータ処理をいたします。個人データは、高い安全
基準のもとで当社が責任をもって管理いたします。

6

お支払いは後払いです。
請求書は、模擬試験・テスト、添削指導、心理検査・適性検査の結果資料お届け時に同封いたします。また、補習教材は商
品お届け時に同封いたします。請求内容をご確認のうえ、お早めに、郵便局にて払込みの手続きをお願いいたします。
なお、請求書にお付けしております「当社専用の払込用紙」をご利用のうえ払込みをしていただきますと、手数料は発
生いたしません。
〈ご注意〉2022年1月より『ゆうちょ銀行』のサービスの料金新設・改定に伴い、払込み時に︿現金を利用﹀される場合には、
「別途加算料金」が発生し、︿払込人様のご負担〉になりますのでご注意ください。

有料オプションサービスのご案内
直接学生へ郵送する「個人結果返送」を承ります。
「個人結果返送」は、模擬試験・テスト、添削指導、心理検査・適性検査の結果資料を、当社から直接学生へ郵送する有料サービスです。
結果資料は、宛先を記入していただいた〈専用の結果返送用封筒〉にてお届けいたします。
《ご利用方法》
・
「個人結果返送」のご利用は、必ず商品のご注文時にお申し付けください。商品と一緒に〈専用の結果返送用封筒〉をお送りします。
・手数料は、1人1商品につき200円（税込）にて申し受けます。
・結果のお届けには、商品に設定してある採点期間に加え、さらに1週間程度を要します。

（一般常識の数学、
「SPI」非言語分野）に役立ちます。

おことわり 『一般常識トレーニングブック』以外の補習教材は、高校生向けに開発した内容のため、高等学校にも販売しております。ご理解くださいますようお願いいたします。
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模擬試験・テスト名

実施期間

1

2022年10月1日～2022年12月24日

2

2023 年1月5日～3月31日

1・2

2023 年 4月1日～2024 年 3月31日

1・2・3

2023 年 4月1日～2024 年 3月31日

1

2023 年 4月1日～7月31日

就職模擬試験
一般常識トレーニングテスト
［実力確認編］

SPI 模擬テスト
保育士就職模擬試験

申込締切日

実施の 日前

回

実施日程

10

第１次答案
到着締切日

第１次結果
発送日

11月 7日

11月30日

1月24日

2月14日

答案到着日から約2週間後に結果を発送
答案到着日から約10日後に結果を発送

5月10日

5月22日

「実施期間」以降でもご実施いただけます。
各模擬試験・テストとも上記に設定した「実施期間」以降の日程でも、在庫がある場合に限りご実施いただけます。

「第1次答案到着締切日」以降に到着した模擬試験・テストの答案は、約10日〜2週間後に採点結果を発送いたします。

『就職模擬試験』
『保育士就職模擬試験』は、
「実施期間」の前半で実施された学校の採点を早めにお届けするために、
「第1次答案到着締切日」を設けています。この日
以降に到着した答案は、
『就職模擬試験』は到着日より約2週間後、
『保育士就職模擬試験』は、到着日より約10日後に採点結果を発送いたします（ただし、連休や年末
年始の時期をはさむ場合は、その分発送が遅くなりますのでご了承ください）。

検査名

標準採点期間

Manage Life（ マネージ・ライフ）

10日間

自分発見検査 キャリアスタート

10日間

社会人基礎力・職業適性診断 キャリアステップ

10日間

就職に向けた性格検査 GET

10日間

SG 式 一般職業適性検査 H 版

10日間

SG 式 精神作業検査［クレペリン検査］H 版

20日間

実施期間

2023 年度
2023 年 4月1日～2024 年 3月31日

個人情報の取り扱いについて
当社は、商品およびサービスを安心してご利用いただくために、個人情報につきましては、関連する法令等を遵守し、個人情報の管理者のも
とで正確かつ安全に取り扱い、厳重な保護・安全対策を施し、適正な管理をいたします。
詳しくは当社ホームページ［ www.jitsumu-kyouzai.com/college/ ］をご覧ください。
なお、個人情報の取り扱いに関してのご質問、内容の確認、管理などについてのお問合せは、下記までご連絡ください。
（午前９時～午後５時［土日祝日を除く］）
《個人情報お問合せ窓口》 教育教材事業部 TEL03-3355-1801

FAX 03-3354-5098
教育教材事業部 〒163-8671 東京都新宿区新宿1 -1-12

www.jitsumu-kyouzai.com/college/

TEL 03-3355-1801《営業時間のご案内》午前 9時〜午後 5時（土日祝日を除く）

教材NAVI

専門

検索

2023年度 キャリア教育 ＆ 就職試験対策 総合カタログ 専門学校

模擬試験・テスト
心理検査・適性検査

専門学校

