
適職チェックの各タイプに向いている職業を、カテゴリーごとに紹介。
その仕事をめざせる大学も紹介しているので、検討してみよう。

関連する学問系統

雇用保険、健康保険、厚生年金保険など、働
く人の社会保険に関する申請書や届出書、報
告書などの作成や、労働基準監督署、年金事
務所などへの手続きを代行する。企業の労務
全般にわたるコンサルティングも行う。

社会保険労務士

不動産登記や商業登記など、不動産売買や会
社設立の際、専門的な法律知識がないと難し
い手続きを、一般市民や企業に代わって行う。
そのほか、法務局や裁判所など、国の機関に
提出する書類の作成や申請の手続きも行う。

司法書士

刑事や民事の訴訟などで当事者双方の主張を
聞いて真相を明らかにし、公正な判決を下す。
特に刑事訴訟の判決は当事者の人生を左右す
るので、冷静な判断力や他人の意見に惑わさ
れない精神的な強さが必要。

裁判官

法律の専門家として、依頼者の権利を守る。
法廷に立って論争することはもちろん、事務
所での法律相談や、人権を守るための活動も
行う。企業に在籍し、自社の法律問題を処理
する企業内弁護士も増えている。

弁護士

登記簿に登録し資産を守るために、土地や建
物の場所、形、用途を調査・測量して図面を
作製し、申請手続きなどを行う。他人の財産
や権利を扱う仕事なので、依頼者から信頼さ
れる誠実さが求められる。

土地家屋調査士

発明やアイデアの特許申請に必要な書類作成
や手続きを、発案者に代わって行う。過去に
同様の発明がないか、商品化する場合の発案
者の利益面はどうかなどを特許法・実用新案
法・意匠法・商標法に基づき判断する。

弁理士

個人や法人の依頼を受け、官公署に提出する
書類や一般文書を作成したり、提出手続きを
代行する。書類作成の相談にも乗る。取り扱
う書類は飲食店などの営業許可申請や契約書、
身分証明書などさまざまだ。

行政書士

強盗や殺人、脱税などの刑事事件が発生した
とき、事件を捜査し、起訴・不起訴を決める。
被疑者を起訴する場合は、犯罪の詳細を明ら
かにする冒頭陳述を行い証拠を提出し、裁判
官に被告人の処罰を求める。

検察官

文学、法学、経済・
経営・商学、国際
関係学、工学などA

カテゴリー

カテゴリー別 職業カタログ
気になる職業を見つけよう

国

国

国

国

国

国

国

国

法務系
国  この印のある職業は、国家資格が必要です。
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「マナビジョン」の「職業を調べる」では、240 種類以上の職業を紹介。
職業名や分野、キーワードから検索して、気になる職業を見つけよう！

　　　　　　　　   で職業を調べよう ！

※すべて無料（通信料などを除く）で利用できます。一部のサービスでは、
会員登録（無料）が必要です。
※画面デザイン・内容などは、変更になる場合があります。

※「マナビジョン」は、（株）ベネッセコーポレーションが管理・運営す
るインターネットサイトです。提供する情報・内容などの著作権は、（株）
ベネッセコーポレーション、および原著作者に帰属します。

manavision.jp マナビジョン 検 索

関連する学問系統

海上保安庁に所属し、密航や密漁・密輸など
海上犯罪の取り締まり、海難事故の救助、潮
流などの海洋情報の管理、灯台・航路標識の
維持といった、さまざまな業務を行い、海の
警察官として海上の安全を守る。

海上保安官

航空機を操縦して、安全に人や荷物を運ぶ。
そのために、飛行コースや燃料量の決定、航
空管制官との交信、計器類の監視などを行う。
どんな緊急事態にも的確に対処できる冷静な
判断力や責任感が必要だ。

パイロット

都や市町村の消防署に所属し、火災の消火活
動に当たるほか、地震、風水災害などの際に
は人命救助や二次災害の防止にも活躍する。
防災訓練の指導など、防災に関わるさまざま
な業務に携わり、人々の生命や財産を守る。

消防官

国の財源となる税金を課して、徴収する専門
家。納税義務のある人や企業が正しく税金を
納めているかを調査し、納税が滞っている個
人・企業から税を徴収する。納税の不正を防
止し、国の財源を確保する。

国税専門官

国家公務員は省庁や国会などの国家機関、地
方公務員は都道府県庁や市区町村役場などの
地方自治体で働く。国家公務員は国全体に関
わる仕事をし、地方公務員は地域密着型の仕
事を担当する。

国家公務員・地方公務員

日本の平和、独立、安全を守ることを第一の
任務とする国家公務員。外国の武力侵略に対
する防衛や内乱などの非常事態に対応する。
災害時の人命救助や国際平和協力業務、国際
緊急援助活動など業務は幅広い。

法務省の入国管理局に所属し、日本に入国す
る外国人のパスポートやビザ、入国目的など
を審査し、入国の可否を決定する。また、不
法入国者や不法残留者、不法就労者に対し、
収容令書や退去強制令書を発行する。

自衛官

入国審査官

病院や診療所に搬送される途中の傷病者に、救急
救命処置を施す。一刻を争う現場における冷静沈
着な判断と医療に関する知識が必要だ。消防署
に勤務するほか、近年は民間の病院で働く救急
救命士も登場している。

救急救命士

国の警察機関である警察庁や、47の都道府
県警察に所属する。ほとんどの人がパトロー
ルや交通事故の処理などに従事する交番勤務
を経て、希望や適性に応じ、刑事、交通など
の専門部署に配属される。

警察官

世界各国に置かれている日本大使館や総領事
館、外務省などに勤務する。外国の情報を集
めるほか、国の代表として国家間の交渉や問
題の解決に力を注ぐ。確かな語学力と豊かな
教養、外国で生活できる適応力が求められる。

外交官

文学、語学、法学、
経済・経営・商学、
社会学、国際関係
学、看護・保健学、
医・歯学、理学、
工学、農・水産学
など

B
カテゴリー

大学も
チェック
p.73

国

関連する学問系統

サービス系

日本を訪れる外国人に同行して、主に観光地
を案内する。日本語を外国語に、外国語を日
本語に訳す仕事のほか、空港・ホテルへの送
り迎えなどを行う。社交的でサービス精神が
旺盛な人に向いている。

通訳ガイド

空港業務には、航空券の日付や搭乗便などの
確認、チェックインの手続き、チケットの販
売、飛行機を乗り換える乗客へのアナウンス
などがある。これらを含め、乗降客に対して
行うサービスの全てに関わる。

グランドスタッフ

ホテルで滞在客が快適に過ごせるサービスを
提供。フロント係、宿泊客を部屋まで案内す
るベルパーソンなどの接客業務と、結婚式、
パーティーなどの営業企画業務、広報、経理、
人事などを扱う事務業務がある。

ホテルスタッフ

結婚式に関するあらゆる相談に応じ、招待状
の作成から式場や衣装の手配、式の進行の説
明、打ち合わせなどを行い、結婚する二人の
希望に沿った結婚式を演出する。ホテルや結
婚式場で経験を積むことが必要。

ブライダルコーディネーター

旅行会社のパックツアーや団体旅行に同行し、
案内役を務める。そのほか、添乗するツアー
の下調べや、海外旅行での出入国手続きなど、
幅広い業務がある。語学力のほか、気配りや
リーダーシップが求められる。

ツアーコンダクター

飛行機内で乗客が安全、快適に過ごせるよう、
飲食物や雑誌などの配付、機内での注意事項
の説明、緊急時の誘導などを行う。幅広い年
齢や国籍の人に対応できるコミュニケーショ
ン力や語学力、体力などが要求される。

キャビンアテンダント

文学、語学、社会
学、国際関係学な
どC

カテゴリー

この印のある職業は、該当ページで関連する
大学を紹介しています。

大学も
チェック
p.●●

大学も
チェック
p.73

この印のある職業は、該当ページで関連する
大学を紹介しています。

大学も
チェック
p.●●

公務・保安・運輸系
国  この印のある職業は、国家資格が必要です。

国
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関連する学問系統

企業のトップや議員などが業務に集中できる
ように補佐するのが仕事。スケジュール管理
や、資料・情報の収集・分析・整理・管理な
どを行う。議員への政策助言や、経営者のブ
レーンとしての役割を担うこともある。

秘書・議員秘書

消費者の動きをネットやアンケートで調査し、
その結果を集計・分析して消費者のニーズや
市場動向に関する情報を企業に提供する。
マーケティング専門会社や企業のマーケティ
ング部門などに所属する。

マーケティングリサーチャー

主に個人や街の商店、中小企業から依頼を受
け、税金に関する申告や申請、税務書類の作
成などを行う。また決算業務、試算表の作成、
会計の指導・相談といった会計関係の業務に
も携わる。

税理士

会社や商店などの経営状態を診断して、より
多くの利益を上げたり、問題を解決したりす
るための改善方法を示し、指導やアドバイス
を行う。経営上の問題点を分析する洞察力や
判断力、企画力や説明能力などが求められる。

経営コンサルタント

預金の出入を処理する窓口業務のほか、企業
や個人に融資する貸付業務、国内外の為替を
扱う業務がある。変動する為替レートを見
ながら、外国通貨や債券の売買を行う金融
ディーラーなど大金を取引する部門もある。

銀行員

企業や公共団体の消費者窓口などで、消費者
の相談に応じたり、企業の開発部門や調査部
門で商品開発や販売戦略のアドバイスを行っ
たりする。消費者の声を企業に届け、商品開
発に生かし商品の改善を図るのが役割だ。

日本の企業の大多数を占める中小企業の経営
について、財務・労務・生産などさまざまな
角度からアドバイスを行う。商店街や工業団
地など地域の経営環境を対象とする場合もあ
り、日本経済を裏から支える仕事といえる。

消費生活アドバイザー

中小企業診断士

預金や株、不動産などの資産を効率よく運用
するために、依頼者の要望に沿った方法をア
ドバイスする。金融、証券、不動産といった
関連する分野の動向をいち早く把握する情報
収集力が必要。

ファイナンシャル・プランナー　

会計に関する高度な知識を持ち、企業の経営
をチェックする専門家。会社で公正な会計処
理が行われているか監査したり、決算や会計
が正しく効率的に行われるよう指導したりと
いった業務がある。

公認会計士

証券会社や銀行などに所属し、国内外の経済
や政治情勢といった幅広い情報を調査・分析
する。企業の収益や経営状態、新製品開発の
動向などが対象。株価の評価や金融の将来予
測までを行う。

アナリスト

D
カテゴリー

この印のある職業は、該当ページで関連する
大学を紹介しています。

大学も
チェック
p.●●

大学も
チェック
p.73

文学、語学、法学、
経済・経営・商学、
社会学、生活科学、
総合科学、理学、
工学など

国

国

国

国

関連する学問系統

マスコミ・企画・
芸術・デザイン系

依頼者の希望に合わせて内装素材の色や質、
家具の選定や配置などをプランニングする。
住宅の基礎知識と豊富なインテリアの商品知
識はもちろん、室内空間を機能的で美しく演
出するセンスが必要だ。

インテリアコーディネーター

TVディレクターは、番組の企画、台本作り、
演出などを行い、制作スタッフを指揮し、番
組作りを進める指揮官。プロデューサーは
ディレクターを監督し、資金調達を含めたテ
レビ番組制作を統括する責任者だ。

TVディレクター・プロデューサー

ポスターや雑誌、カレンダーや単行本の表紙
などにイラストを描く。磨かれたセンスが必
要だ。編集者やデザイナー、広告ディレクター
と話し合いながら、目的に合致するイラスト
を完成させる。

イラストレーター

小説や取材記事など、さまざまな文章を執筆
する仕事。それぞれ得意分野を持って、出版
社や編集制作会社などに勤務したり、フリー
で執筆活動をしたりする。好奇心旺盛で物事
を深く考えられる人が望ましい。

記者・ライター

アナウンサーは、テレビやラジオでニュース
報道やスポーツ実況、番組の司会などを行う。
キャスターは、番組の総合司会者などとして、
専門家と視聴者の間に立ち、社会的な意味な
どをわかりやすく解説する仕事だ。

アナウンサー・キャスター

広告や雑誌、ポスターなど、主に印刷物をデ
ザインする。文字の形や大きさ、写真やイラ
ストの配置などを決める。最近はパソコンを
使った制作が主流。ウェブサイトなどのデジ
タル媒体を手掛けることもある。

家庭用ゲーム機やスマートフォンで使われる
ソフトの企画、シナリオや音楽の制作、キャ
ラクターデザイン、プログラミングなどゲー
ム作りに関わる人たちの総称。ゲーム制作会
社に勤務したり、個人で活動したりする。

グラフィックデザイナー

ゲームクリエーター

自動車や家電など、さまざまな工業製品をデ
ザインする。外観が魅力的で使いやすく、手
ごろな価格の製品を作るために、美的センス
や工学的な知識、社会動向などを読み取る力
が求められる。

インダストリアルデザイナー

企業などの依頼を受け、売り出す商品やサー
ビスをアピールするための戦略を練り、広告
物を提案・作成する。営業や制作に携わるほ
か、新聞や雑誌の広告枠の確保、市場調査や
イベント、ネット展開も行う。

広告プランナー

主に出版社や編集制作会社などに勤務し、雑
誌や書籍の企画から出版までに関わる。作家、
グラフィックデザイナー、印刷会社、書店な
ど、多くの人や会社とやり取りし、書籍・雑
誌・ウェブ記事などを作る。

編集者

E
カテゴリー 文学、語学、法学、

経済・経営・商学、
社会学、国際関係
学、生活科学、芸
術学、総合科学、
工学など

金融・経理・事務系
国  この印のある職業は、国家資格が必要です
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関連する学問系統

介護が必要な高齢者などに対して、入浴や食
事など身の回りの世話をしたり、その家族に
指導を行ったりする介護支援の専門家。福祉
関係の知識はもちろん、栄養学・医学一般の
知識やリハビリテーション技術も必要だ。

介護福祉士

病院や学校などの給食施設でメニューの作成、
栄養管理、食生活のアドバイスなどを行うの
が栄養士。管理栄養士はより高度な専門知識
が求められ、栄養士の資格取得後に、国家試
験に合格する必要がある。

栄養士・管理栄養士  　　

児童相談所に勤務する職員。心身の障害、家
庭の不和、非行などの問題を抱える子どもと
その保護者が置かれている環境を調査し、専
門家と相談しながら立ち直れるように援助す
る。講演会や巡回相談なども行う。

児童福祉司

博物館に勤務し、資料の収集、保管、展示、
調査研究を主な仕事とする。博物館には総合
博物館、美術館、科学博物館、動物園、植物
園などがあり、各分野の専門知識が必要だ。

学芸員

幼稚園や小・中学校、高等学校などで、幼児、
児童、生徒の学習・生活指導に当たる。小学校
は全教科を1人で教えるが、理科、音楽、図画
工作、英語などは専任教員を採用していると
ころもある。中・高等学校は教科担任制である。

教員

社会福祉施設や病院などに勤務し、日常生活
を送るうえで支障がある人の相談に乗り、生
活に必要な援助をする。援助内容は生活費・
医療費などの受け取り・支払い援助や介護職
員の派遣など多岐にわたる。

社会福祉士

公立図書館や企業などの資料室で、書籍や雑
誌などの収集、整理、分類、貸し出し業務を
行う。司書教諭は教員であり、資料、情報の
専門家として、学校図書館で図書の購入や読
書相談、読書指導などを担当する。

司書・司書教諭

主に保育所で子どもの世話をし、子どもの年
齢に応じた日常生活の指導を行う。また、保
護者から保育の相談を受けたり、指導を行っ
たりする。乳児院や児童養護施設、知的障害
児施設なども勤務場所となる。

保育士

F
カテゴリー

この印のある職業は、該当ページで関連する
大学を紹介しています。

大学も
チェック
p.●●

文学、語学、社会
学、教員養成・教
育学、生活科学、
芸術学、総合科学、
看護・保健学、医・
歯学、理学など

心理的な問題を抱える人を支援する専門家。
2018 年に認定された心理学領域初の国家資
格※だ。教育、医療、福祉の現場でカウンセ
リングをしたり、災害地域で心の健康に関す
る情報提供活動を行ったりする。

公認心理師

※公認心理師
心理職初の国家資格である「公認心理師」になるには、受験資
格の取得が必要です。大学の学部で指定された科目を履修のう
え卒業し、指定された科目を開設する大学院に進むか、省令で
定めるプログラムを持つ施設で２年間の実務に就いた人に受験
資格が与えられます。

国

国国

国

関連する学問系統

システム化する業務内容を分析し、コン
ピュータを動かすためのプログラム（ソフト
ウェア）と機械（ハードウェア）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。SEと略されることもある。

システムエンジニア

ペットや家畜の病気治療や予防、人工授精な
どに携わる。動物病院や家畜診療施設、牧場
のほかにも、保健所や空港などでの衛生検査、
防疫関係や、製薬会社、食品会社での研究な
ど、働く場所はさまざまだ。

獣医師

気象庁から提供される観測データなどから、
気象情報を分析し天気や気温、降水確率を予
測する。企業の依頼に応えて、予測結果を提
供する業務や、キャスターとしてテレビなど
で気象情報を解説する場合もある。

気象予報士

プラスチック製品や合成ゴム製品、化粧品、
医薬品などの研究、開発、製造に携わる。高
度な機能・生産性を持つ付加価値の高い化学
製品（ファインケミカル）の開発に重点を置
く企業が増え、活躍の場が広がっている。

化学系研究・技術者

システムエンジニアの設計に従い、コン
ピュータを動かすプログラムをコンピュータ
用の特別な言語を使って作る。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
の確認も行う。

プログラマー

「動物病院の看護師さん」として、動物病院
で獣医師の診療を補佐し、入院している動物
のケアを行う。動物の看護、臨床検査、美容、
栄養、しつけなど、幅広い知識・技術が必要。

動物看護師

ビルや住宅などの設計や工事監理を行う。建
築物の用途や規模、顧客の要望などを考慮し
て設計計画を立てる設計担当者と、設計図を
基に資材や作業員を手配、現場の監理を行う
施工担当者がある。

建築技術者

家電製品、精密機械といった機械製品の開発、
設計、製造に関わる。製品の構想から設計ま
でを行う研究開発（設計）と製品の製造工程
を管理する生産技術に分かれ、双方が協力し
て製品を作る。

機械系研究・技術者

この印のある職業は、該当ページで関連する
大学を紹介しています。

大学も
チェック
p.●●

経済・経営・商学、
社会学、生活科学、
芸術学、総合科学、
看護・保健学、薬
学、理学、工学、
農・水産学など

大学も
チェック
p.78

おいしく安心して食べられる食品を家庭に届
けるために、食品の品質をさまざまな面から
分析・確認する。また、食品メーカーで新商
品の企画・開発や食品生産のための製造設備
などの技術開発面に携わる場合もある。

食品系研究・技術者
大学も
チェック
p.78

G
カテゴリー

国

国

国
大学も
チェック
p.73,74

国
大学も
チェック
p.77

国
大学も
チェック
p.75,76

教育・社会福祉系
国  この印のある職業は、国家資格が必要です

国
大学も
チェック
p.77

イラスト提供：ピクスタ

研究・技術系
国  この印のある職業は、国家資格が必要です

イラスト提供：ピクスタ
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関連する学問系統

病気や事故で体が不自由になった人の身体機
能回復を助け、社会復帰に導く。医師の指示
に従って最も効果的な治療計画を立て、歩行
訓練などの運動療法や電気刺激などの物理療
法を施す。

理学療法士

虫歯や歯周病など歯の周りの病気の診察、歯
並びの矯正や口

こう

腔
くう

がんの治療などを行う。学
校での定期検診や保健所での公衆衛生業務と
いった、口腔の病気の予防活動を行うのも大
切な仕事だ。

歯科医師

病気やけがの治療、リハビリテーション、病
因の調査・究明、予防法の研究に携わる。自
身で医院や診療所を運営する開業医、病院な
どに勤める勤務医、基礎医学を研究する研究
医がある。

医師

体が不自由な人や精神障害のある人が社会復
帰できるように助ける。基本動作の回復を目
的とする理学療法と異なり、陶芸や手芸など
の作業を通じて、応用的動作や社会適応能力
を引き出すことを目的とする。

作業療法士

病院や診療所、または薬局に勤務し、薬の管
理や医師による処方箋に基づいた調剤、薬の
飲み方や効き目についての説明を行う。製薬
会社などに勤めて、創薬研究に携わる場合も
ある。

薬剤師

病院などの医療施設で医師の診察や手術など
を助ける。大きな病院では病棟、外来といっ
た担当に分かれ、業務内容も異なる。在宅の
患者を診る訪問看護の仕事もある。医学的知
識や冷静な判断力と人間的な温かさが必要。

看護師

この印のある職業は、該当ページで関連する
大学を紹介しています。

大学も
チェック
p.●●

大学も
チェック
p.79

大学も
チェック
p.79,80

文学、社会学、教
員養成・教育学、
看護・保健学、医・
歯学、薬学、農・
水産学などH

カテゴリー

大学も
チェック
p.80国

国

国

国

大学も
チェック
p.80国

歯科医師の治療の補佐として、「歯科予防処
置」「歯科診療補助」「歯科保健指導」の３つ
の役割を担う。治療のサポートだけでなく、
患者に対して正しい歯磨きの仕方を指導する
など、病気の予防・健康維持にも貢献する。

歯科衛生士

医師や歯科医師の指示で、検査や治療のため
に高エネルギー放射線を人体に照射する医療
技術者。X線装置、CT、MRI（磁気共鳴画像
装置）、超音波などの高度な画像診断機器を
使い、人体内部を映し、内臓や脳などを調べる。

診療放射線技師　　
大学も
チェック
p.81国

医師の指示で患者の血液や尿、便、脳波など
を検査する技術者。細菌やウイルスを調べて
病気の原因を探る検体検査、脳波や心電図で
患者の身体の表面や内部器官からデータを採
る生体検査を行う。

臨床検査技師 国

国

医療系
国  この印のある職業は、国家資格が必要です

国

イラスト提供：ピクスタ

地域住民の病気予防や健康増進のため、集団
検診や家庭での介護指導、健康相談などの保
健活動を保健所などで行う。対象は乳児から
高齢者まで幅広く、親しみやすさ、説明能力
などが求められる。

保健師 国
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