
ファナック株式会社

技能職

学科試験 国語（漢字）・数学・英語・系列科目（物理・電気・情報・機械）の基礎

面接試験 １５～２０分程（志望動機、学校生活について等）

作文 あなたの理想の社会人像とは？

適性検査 特になし

シチズン時計マニュファクチャリング株式会社

精密部品製造

学科試験 なし（企業側の都合で性格検査に変更）

面接試験

15分～20分程度（志望動機、部活動、系列について、男性社員とうまくやっ

ていけるか）

作文 「私の理想とする社会」

適性検査 性格検査　○、×、△で解答

株式会社牧野フライス製作所

機械技能員

学科試験 ＳＰＩ・数学・英語

面接試験 部活のことが多い

作文 「入社後の私」

適性検査

１番心配なのは学科試験だと思いますが、高校でやった基礎知識ができていれ

ば十分だと思います。応用問題は比較的少なかったように感じました。なるべ

く早めの時期から高校でやったような内容を復習しておくことをおすすめしま

す。面接は回数を重ねることが１番の近道だと思います。最低１０人以上面接

練習できるように計画をたてること。個人的に思うのは、面接の内側を重視す

るというよりは、面接でハキハキと喋れるということが大切だと思います。

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

ビジネス系列ということもあって面接練習はたくさんした。授業のほかに放課

後の面接練習や、ジョブカフェに通って、本番であわてないように慣れるよう

にした。また作文があったのでどんなタイトルでも書けるように想定して練習

した。国語の先生を頼ってコツを教えてもらいたいと思う。

感想と後輩へのアドバイス

今回、就職試験のなかに学科試験（国、数）が含まれていたけど試験一週間前

に適性検査に変更された。当日まで何が起こるかわからないので臨機応変に対

応できるようにしておくことが大切。面接練習は、友達とやると色々な答え方

を知ることができるからいいと思う。諦めず頑張ってほしい。

数学のテストは何回もやらされるので数学だけはやっておいた方がいい。

試

験

内

容

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

面接は４～５回、筆記はＳＰＩテキストなどをやっていた。

感想と後輩へのアドバイス

感想と後輩へのアドバイス

合格体験報告合格体験報告合格体験報告合格体験報告（就職）[過去５年間]（就職）[過去５年間]（就職）[過去５年間]（就職）[過去５年間]

内定先企業

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

職場見学は夏休みの最初に伺いました。履歴書は担任の先生の指導のもと夏休

みの始めから書き始めました。（先手必勝）また、面接練習は夏休みが終わっ

てすぐに練習を開始しました。（もう少し早く始めたほうが良いかも）筆記試

験の勉強に関しては、過去の資料がなかったため、私たちはどの範囲が出題さ

れても良いように勉強しました。特に夏休みにあらゆる範囲の勉強をして対策

をしました。面接は、約１０人以上の先生方にやっていただきました。

内定先企業

職種

内定先企業

職種



山梨日本電気株式会社

製造

学科試験 一般常識　30分　　SPI　70分

面接試験 4対１

作文 なし

適性検査 なし

東京電力株式会社

技能職

学科試験

面接試験 集団面接　６０分（希望理由など）

作文

適性検査 性格診断（面接の材料であり評価されない）

株式会社NBCメッシュテック　山梨都留工場

機械オペレーター

学科試験 数学・社会・国語　一般常識

面接試験 地元について（市長の名前・人口）長所・短所など

作文 入社してから成し遂げたいこと・志望動機　　

適性検査 V－CAT（クレペリン）

感想と後輩へのアドバイス

内定先企業

内定先企業

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

今年から学科試験が無くなったので、面接の練習をやり続ける。

同じ先生の所に行き、回答の変化を教えてもらう。

同じ職種と思う場所には全て企業見学に行く。（ふじでん・関電工など）

感想と後輩へのアドバイス

なぜその会社に就職したいのかハッキリと答えることが大切。

先生が言うことが全てではなく、自分の意見を持って、自分なりの答えを先生

にぶつけて相談すれば周りと違う答えが出る。

気楽に臨めば平気です。

面接練習・学科は基本のことばかりなので大丈夫です。

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

先生方に面接練習をしてもらう、

夏休みには積極的な職場見学

感想と後輩へのアドバイス

面接練習は地元についても対応できるように。あとは学校でやるような内容で

す。

内定先企業

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

職種



ジャトコ株式会社

製造業

学科試験 国・数・英　各２０分

面接試験

面接官２人・自己紹介・志望理由・会社の魅力・長所・入社後の目標・やりた

い職種など

作文 なし

適性検査 なし

東芝エレベーター株式会社

技能職

学科試験 一般常識　２５分　国数社

面接試験 約２０分　志望動機・長所・得意科目・部活など

作文 ５０分　８００字　「私の職業観」

適性検査 ９０分

都留信用組合

一般事務および渉外係

学科試験 国語、数学

面接試験 志望動機、自己PR、入組後やりたいことなど

作文 なし

適性検査 普段の自分の行動、性格について

感想と後輩へのアドバイス

試

験

内

容

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

履歴書→自分のどんなところがこの仕事に向いているか、熱意をアピールす

る。

面接→先生方に付き合ってもらう、本番のつもりで、キーワードを頭に入れて

おく

感想と後輩へのアドバイス

お客様と関わる職業なので、面接に力を入れること。しかし本番はとても和や

かなので、油断せず言葉遣いに気をつけること！

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

職場見学・面接はしっかりとした態度で

感想と後輩へのアドバイス

気を楽に、落ち着く

英語をしっかりやること

内定先企業

一番面接が大切だから早い段階から回数をこなすようにして準備をする。

企業に入りたいという気持ちをしっかりと伝えれば内定を勝ち取れる。

内定先企業

職種

内定先企業

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

企業研究をよくする。面接練習を約１０回やったが、取り組みが遅かった。

筆記の勉強は就職ドリルをしたが、SPIの問題をしなければ解くことが出来な

い。



有限会社　トミ美容室

美容師

学科試験 国語、一般常識

面接試験 １０～１５分くらい

作文 なし

適性検査 なし

ハイランドリゾート株式会社

サービス業

学科試験 なし

面接試験 10分～20分（一次面接、二次面接）

作文

最近のニュースについて・支持されるホテルとは・自分の将来について。一つ

選択

適性検査 なし

株式会社ラピーヌ富士服飾研究所

ファッション技術職

学科試験 なし

面接試験 １０分程度（長所、短所、学生と社会人の違いなど）

作文 「洋服を着るとき」400字　40分

適性検査 クレペリン　6問

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

面接が一次、二次とあるから、何回も何回も練習をした。作文などで書けるよ

うにニュースを見たり、本を多く読んだ。職場見学では自分がしたい仕事など

をよく見て聞いてきた。

感想と後輩へのアドバイス

面接は練習した分だけ自信につながるから早めにたくさん練習したほうがい

い。履歴書は普段の自分の字が出るから日頃から丁寧に書いておくといい。

面接はひたすら練習する。

質問の答えを箇条書きでもいいのでまとめておく。

学習面においては過去の問題を完璧に出来るようにした。

ニュース、新聞、ネット、などで、経済などについて少し勉強した。

感想と後輩へのアドバイス

面接は過去に何度も聞かれるので質問は必ずおさえておいて、とりあえずは出

来るように。そして笑え！

内定先企業

職種

内定先企業

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

感想と後輩へのアドバイス

本番は、緊張するので、落ちついて挑むことと、企業の方が細かく説明し、分

からないことがあれば質問ができるので大丈夫です。また、面接練習をたくさ

んすれば自信がつくのでした方がいいと思います。

内定先企業

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

面接練習は、たくさんの先生方にしてもらいました。事前に過去の質問を調

べ、それに答えられるようにしたり、先生方からのアドバイスをメモしたりし

ました。適性検査は進路室で本を借りてどのようなものが出るか読んで問題を

解きました。



株式会社CATV富士五湖

放送業務

学科試験

面接試験 面接官５人くらい

作文 １２００字　　「夢」

適性検査

医療法人聖仁会デイサービス　うらら

介護職

学科試験 なし

面接試験 １５～２０分

作文 高齢者介護で大切だと思うこと（８００文字）

適性検査 なし

陸上自衛隊、一般曹候補生

公務員

学科試験 国　数　英　（数　英は特に難）

面接試験 部活動で一番厳しかったこと、辛かったこと。人をどのように指導したいか。

作文 チームで力を合わせて目標を達成した体験と、それに対する気持ち。

適性検査 ５０問の心理検査（心の裏を読まれるようなエグい質問もある。）

感想と後輩へのアドバイス

陸曹は将来、新人自衛官を指導する立場になる。そのため、当然リーダーシッ

プや人を動かし運営する力が求められる。私は部活動の部長を通じて指揮者の

視点から考えることが出来るようになった。部活動を惰性でしない事。課題を

しっかりこなす。学校の課題から逃げるものに自衛官が勤まらない事は確か。

内定先企業

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

４月から自衛隊員専門の参考書を使って勉強。（一ツ橋書店、過去問の問題

集、自衛官の論作文術、など）３年次にインターンシップに参加

職種

試

験

内

容

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

面接練習を頑張った。作文は一発勝負だった。

感想と後輩へのアドバイス 面接が一回だけかと思ったら、二次面接もあるのでそこは気をつけてほしい。

就職試験に向けてどのような取り組み

をしたか（職場見学・履歴書・面接・

筆記試験など、いつ何をしたか）

履歴書は色んな先生にみてもらい、本当にたくさん書いた。試験日がいつか分

からない時期から、面接は今まで関わったことのない先生にやってもらった。

感想と後輩へのアドバイス 進路は早くから考えておいた方がいい。

内定先企業

内定先企業

職種

試

験

内

容


