
職業・職種の例 キャラタグ
実際にある「もの」を扱うことを好む人たち プログラマー □1 細かい作業が得意
道具を使った作業や機械の操作など、明瞭で具体的なものを扱い、 ドライバー □2 機械に強い
その技術を高めていくことに関心の持ちます。 料理人 □3 体を動かすことが好き
他に、動植物を扱う仕事にも興味があります。 機械オペレーター □4 動物や植物の世話が好き
仕組みや手順の筋道がはっきりとしているものを好む反面、 自動車整備士 □5 手芸や料理など何か作ることが好き
人を相手にするようなあいまいさを含む仕事は好まず、不得意となります。
調査や研究を好む人たち 研究者 □6 パズルやプラモデルなど一人で組み立てるのが好き
数学・物理といった学問などの抽象的なものや 薬剤師 □7 自分一人の時間を大事にしたいほうだ
論理的思考を必要とする仕事に対して関心を持っています。 医師 □8 グループ行動より単独行動の方が好き
また、個人での活動を好みグループで活動することは好きでなく、 システムエンジニア □9 観察や実験が好き
人への指導や取りまとめることは不得意です。 ゲームクリエイター
クリエイティブな活動を好む人たち イラストレーター □10 新しいことに挑戦することが好き
想像力や感受性に富んでいて、何かを表現することに関心を持っています。 シナリオライター □11 自由な発想でアイデアを出すことが得意
独創的であることを重視し、型にはめられることや自由を制限されることを嫌います。 Webデザイナー □12 流行に敏感

翻訳家・通訳 □13 理屈より直感で動く
□14 型にはめられるのが苦手
□15 美術や音楽に興味がある

人と関わることを好む人たち 介護福祉士 □16 人のためになることにやりがいを感じる
仲間やお客とコミュニケーションを取りながら進める 看護師 □17 相談相手になりがち
仕事に対して関心を持っています。 販売店員 □18 地域のボランティア活動に参加したことがある
人の役に立つことや直接感謝されることに対して喜びを感じ、 ソーシャルワーカー □19 縁の下の力持ちになりたい
他人の気持ちを理解して良好な人間関係を構築することを得意としています。 □20 おせっかいをやくほうだ
事業の企画や組織をまとめることを好む人たち 営業部員 □21 リーダーシップを取ることが得意
リーダーシップを発揮して組織を動かし、 店舗経営者 □22 人前で話すことが好き
設定した目標を達成する仕事に対して関心を持っています。 □23 話し出すと止まらない
エネルギーにあふれており、社交性・積極性に優れていますが、 □24 幹事を任されがち
他人に従うことは好みません。 □25 ドライブに行くときは運転するほうだ

□26注目される方が頑張れる
決められた方法や規則に沿って行うことを好む人たち 各種事務員 □27 計画を立てスケジュール管理をすることが得意
資料を体系的に整理することや反復する作業を 警備員 □28 人から真面目だとよく言われる
正確に行るような仕事に関心を持っています。 □29 忍耐力に自信がある
几帳面で根気強く、協調性に優れていますが、 □30 直感より理論を重んじるほうだ
組織を主導するよりも上の者に従うことのほうを好んでいます。 □31 毎日続けていることがある
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S 社会的興味

E 企業的興味

C 慣習的興味

A 芸術的興味

興味のタイプ

R 現実的興味

I 研究的興味



【働く環境タグ】

価値観 働く環境タグ
管理職 出世志向が強い 経営側に立つこと □1 実力主義の給与体系や評価導入制度がある

スケールの大きな仕事をしたい □2 ストックオプションや社員持ち株制度がある
若いうちは多くの職場を経験したい □3 異動があり、様々な仕事に携われる
異動も積極的に受け入れる

専門能力 専門家としての能力を発揮したい 出世するよりも専門性を活かして仕事をしたい □4 社員教育や研修でエキスパートを目指せる
特定の分野のエキスパートになりたい □5 資格取得支援制度がある
専門と関係ない仕事はしたくない □6 専門性が活かせる職場環境

□7 異動が少なく専門分野でスキルを磨ける
安全・安定 保証や安全性を重視 安定した、終身雇用が期待できる職業 □8 産休・育休復帰の職員も活躍している

将来が見通せる、安定性、大きな変化を嫌う □9 有給・特別休暇の制度が充実している
リスクを回避 □10 ベテラン社員も活躍している

□11 創業１００年以上のロングライフ企業
□12 奨学金返還支援制度がある

起業家 発明、芸術、起業を目指す 企業に属していても最終目標は独立 □13 若手のアイデアを積極採用する職場環境
     新しいものが好き、創造性を大切にしたい □14 独立・起業支援制度がある

社内ベンチャー的なプロジェクトしたい □15 副業や兼業が可能な職場環境
□16 社内公募制度がある

自律と独立 自分のペーススタイルで仕事がしたい 規律や他社の作ったルールに縛られないはたらき方 □17 フレックスタイム制度がある
納得できるやり方で仕事を進めたい □18 在宅勤務・リモートワークが可能な職場環境
気になることはとことんこだわる □19 上司と距離が近くすぐに提案や話し合いができる職場環境

□20 オフィスに「集中ブース」が設置されている
奉仕・社会貢献 世の中のためになるか 社会に貢献したい □21 SDGsにつながる取組みをしている

人のために役に立ちたい。 □22 地域のイベントや清掃活動に参加している
誠意あるものをつくりたい。 □23 生活に身近なものを製造している

チャレンジ あえて困難に飛び込んで挑戦したい 自分を磨きたい、強いライバルと競いたい □24 海外勤務がある
不可能を可能にしたい、難しい仕事がしたい □25 英語を使う機会がある
困難であればあるほどやる気が出る □26 新規事業に積極的に取り組む職場環境

□27 事業を複数展開している
ライフスタイル ワークライフバランスを守りたい 仕事と家庭を両立させたい □28 ノー残業デーがある

仕事以外の自分の生活も大切にしたい □29 年間休日がしっかり取得できる職場環境
有給休暇大切、残業は断りたい □30 時短勤務制度がある

□31 土日祝がお休み
□32 福利厚生が充実している職場環境

多様性 □33 女性社員が多く活躍している
□34 外国人社員も活躍している
□35 障がい者も活躍している

価値観のタイプ
キャリアアンカーの8つの分類



【興味分野タグ】

興味分野タグ 興味分野タグ
大分類 中分類 保健 □33 医学
人文科学 □1 文学 □34 歯学

□2 史学 □35 薬学
□3 哲学 □36 看護学

社会科学 □4 法学・政治学 □37 保健・福祉学
□5 商学・経済学 商船 □38 商船学
□6 社会学 家政 □39 家政学

理学 □7 数学 □40 食物学
□8 物理学 □41 被服学
□9 化学 □42 住居学
□10 生物 □43 児童学
□11 地学 教育 □44 教育

工学 □12 機械工学 芸術 □45 美術
□13 電気通信工学 □46 デザイン
□14 土木建築工学 □47 音楽
□15 応用化学 □48 分野問わず
□16 応用理学
□17 原子力工学
□18 鉱山学
□19 金属工学
□20 繊維工学
□21 船舶工学
□22 航空工学
□23 経営工学
□24 工芸学

農学 □25 農学
□26 農芸化学
□27 農業工学
□28 農業経済学
□29 林学
□30 林産学
□31 獣医学・畜産学
□32 水産学

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/08121201/003/004.pdf
学科系統分類表（学校基本調査）



【高校タグ】
県立 市立 私立 国立
□1 岐阜 □20 揖斐 □39 八百津 □58 益田清風 □67 市立岐阜商業 □70 鶯谷 □90 国立岐阜工業高専
□2 岐阜北 □21 池田 □40 東濃 □59 斐太 □68 関商工 □71 済美
□3 長良 □22 大垣北 □41 東濃実業 □60 飛騨高山 □69 阿木 □72 岐阜女子
□4 岐山 □23 大垣南 □42 可児 □61 高山工業 □73 美濃加茂 □91 県外
□5 加納 □24 大垣東 □43 可児工業 □62 吉城 □74 麗澤瑞浪
□6 岐阜総合学園 □25 大垣西 □44 多治見 □63 飛騨神岡 □75 城南
□7 県立岐阜商業 □26 大垣養老 □45 多治見北 □76 清陵
□8 岐南工業 □27 大垣商業 □46 多治見工業 □64 岐阜盲学校 □77 岐阜聖徳学園
□9 岐阜城北 □28 大垣工業 □47 瑞浪 □65 岐阜聾学校 □78 帝京大学可児
□10 各務原 □29 大垣桜 □48 土岐紅陵 □66 特別支援学校 □79 啓晴
□11 岐阜各務野 □30 不破 □49 東濃フロンティア □80 西濃桃李
□12 各務原西 □31 海津明誠 □50 土岐商業高等学校 □81 多治見西
□13 本巣松陽 □32 郡上北 □51 恵那 □82 高山西
□14 岐阜農林 □33 郡上 □52 恵那農業 □83 ぎふ国際
□15 山県 □34 武義 □53 恵那南 □84 富田
□16 羽島 □35 関有知 □54 中津 □85 岐阜東
□17 羽島北 □36 関 □55 中津商業 □86 聖マリア女学院
□18 岐阜工業 □37 加茂 □56 中津川工業 □87 岐阜第一
□19 華陽フロンティア □38 加茂農林 □57 坂下 □88 大垣日本大学

□89 中京


