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書籍を実際に見る

6,7割

一般知能、憲法、経済

論文・面接の準備　＋　時事

正解の肢を選べる 書類の準備→面接にいきる

脱落しない

端的に、会話をする

経験
役割
建設的
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書籍を実際に見る

6,7割

一般知能、憲法、経済

論文・面接の準備　＋　時事

正解の肢を選べる 書類の準備→面接にいきる

脱落しない

端的に、会話をする

経験
役割
建設的
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書籍を実際に見る

6,7割

一般知能、憲法、経済

論文・面接の準備　＋　時事

正解の肢を選べる 書類の準備→面接にいきる

脱落しない

端的に、会話をする

経験
役割
建設的
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安心
興味 期待

安心させる 
①指定を守る 
②丁寧に書く 
③誤字・脱字に注意 
④バランスに注意

①必要な時間をとる 
早めに対策、毎日制限時間を設けて取り組む 

②構成を検討する 
何をどのように伝えるのか 
聞かれたことをわかりやすく伝える 
日々ブラッシュアップする 

③推敲する 
書く→読む（読んでもらう）→書くを繰り返す 
自分が採用担当者ならどこを知りたいか 
誤解される表現はないか 

④コピーをとる 
コピーをとる、データで残す

興味を持ってもらう 
①オリジナリティがある 
②エピソードで効果的に伝える 
③人柄・仕事がイメージできる

期待してもらう 
面接カード全体の完成度

面接カードを書く！

相手は何を求めているのか？

長所・エピソードをリストアップする
長所を見つけるポイントは日頃の行動を振り返ること 
行動について意識して思い出し、整理してみる 
ささいな点にもその人の傾向がでている可能性がある

  書  く  方 法  
まとめる 方 法　 魅力がしっかり伝わること

①オリジナリティがある 
オリジナリティ＝自分の言葉 
→具体的である・リアルであること 
知る・調べる→分析する→考える→伝える

②エピソードで効果的に伝える 
行動にフォーカスして書く 
1つの長所⇦１つのエピソード 
人より得意なこと

③人柄・仕事がイメージできる 
人柄や仕事ぶりがイメージできる 
内容を書く

①指定を守る 
生年月日は西暦か？年号か？ 
ふりがなはカタカナか？ひらがなか？ 
記入上の注意があれば確認する

②丁寧に書く 
美しい字でなくても丁寧であること 
時間をとって書き切る

③誤字・脱字に注意 
あやしいところは必ず確認 
文章の仕上げには必ず辞書を引こう

④バランスに注意 
記入欄と文字の大きさ 
空欄のなるべくないように（8割以上）

面接カード全体の完成度 
長所 
エピソード 
志望動機　が伝わる 
↓ 
相互に関連し、具体的で 
クオリティーが高い 
↓ 
人柄が伝わる 
↓ 
活躍している 
イメージがわく

はひとつではない

どのような方法でも

志望先を徹底的に調べる
熱意を伝えるためには志望先を徹底的に調べること 
（相手に興味を持つ→興味をもってもらえる） 
ネット、書籍、広報、パンフレットでもOK 
さらに、現場に行けるとよい 
→自分だったら「こうしてみたい」を想像する 
⇨毎日制限時間を15～30分と決めて取り組む！

実際にやること！

面接カード（ES）の準備は、面接の準備としても重要！

頻出項目は確認しておく
なぜ公務員なのか？ 
最近関心のあること→やってみたいこと（志望動機） 
なぜその志望先か？志望先について 
長所・短所（課題）について　など
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