
簿記検定や英語のTOEIC検定など、
資格に関連した授業科目があり、単位
を取りながら資格合格に近づくことが
できます。同じ目標を持つ仲間と一緒
に勉強するのでやる気も持続。また、
学内で実施される資格取得講座を受
講して狙える資格もあります。

学生が希望する資格合格を支援する
ため、夏休み・春休みなど長期休暇を
利用して集中的に勉強できる資格試
験の対策講座を開いています。これま
でに介護職員初任者研修や医療事務
などの講座を開講しており、多くの学
生が受講して検定に臨んでいます。

地域経営学科と人間健康学科には、
実際の企業で就業体験できる「インタ
ーンシップ」があります。希望する業種
や職種を実習した学生は、リアルな現
場での経験をもとに自分の目指す職
業のイメージをより鮮明に描いて就職
活動しています。

教員免許取得までのプロセス

幼稚園教諭二種 教育実習（幼稚園）1～2年次/20日間
大
短

（保育士資格取得のための保育所実習は別途実施）

※教職課程履修者は履修初年度に別途履修料を納入しなければなりません。
※地域経営学科の教員免許（商業・情報）は、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の
　開設時期が変更となる可能性があります。
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商業/情報/
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1年次 2年次 3年次 4年次

中学校
教諭一種
保健体育/保健

介護等体験

教育実習
事前指導

教育実習

教育実習
事後指導
養護実習事前指導

養護実習

養護実習事後指導

↓

↓

↓

↓

特別支援学校（2日間）/
社会福祉施設（5日間）

養護実習先決定
看護学臨床実習I
（2週間）
看護学臨床実習II
（2週間）

サポート授業・講座が充実

教員免許

情報処理技術者試験の一つで、技術者、ユー
ザー側といった区分なく、現在の情報技術社
会において、すべての職業人が知っておくべ
き基礎知識を図る試験です。

●lTパスポート試験
介護職員初任者の仕事は、主に家事援助と身
体介助があります。高齢者や身体障害者のい
る家庭を訪問し、症状に合わせた食事の準
備、調理や洗濯、掃除、買い物などの家事援
助、食事や入浴、体位交換、排泄の介助、リハ
ビリの介助、入浴の介助、通院やデイサービ
スへの付き添いなどを行うと同時に、家族へ
の介護技術の指導や精神的なケアなども行
います。

●介護職員初任者研修

社内や取引先との間で交わされる報告書、
礼状から電子メールなどのビジネス文書作
成時に必要となる知識・技能を認定する試
験です。

●ビジネス文書検定

ウェブサイトの制作や運用を行うための知識
を評価する検定です。コンセプトづくりからウ
ェブページデザインなどの実作業、テストや
評価、運用についての知識を測ります。基礎
レベルの「ベーシック」と応用能力を測る「エ
キスパート」があります。

●Webデザイナー検定

日本医療教育財団が認定する「医療事務技
能審査試験」のこと。病院や診療所など医療
機関での受付・会計業務、診療報酬請求事
務を正しく行うために必要な知識と技能を
認定します。

●医療事務（メディカルクラーク）

食に関する幅広い知識を持ち、健康で楽しい
食生活のために適切なアドバイスを行うことの
できる「食生活アドバイザーⓇ」。食品メーカー
や飲食店などの食関連ビジネスだけでなく、教
育、医療・福祉の現場でも活かせる資格です。

●食生活アドバイザー

「漢検」とも呼ばれる、漢字能力を測定する技
能検定です。漢字が「読める」「書ける」だけで
なく、その意味を理解し文章の中で使える能
力も測られます。1-10級の12段階（準2級準
1級あり）のレベルがあります。

●日本漢字能力検定

「敬語」「漢字」「文法」「表記」「語彙」「言葉の
意味」の6つの領域からの出題になり、日本語
の総合的な運用能力を測る検定です。就職活
動や社会人としての言葉のマナーを身につけ
るために受検する人も少なくありません。

●日本語検定

基本情報技術者試験に合格した方が次に目指す
資格として位置づけられます。高度IT人材となる
ために必要な応用知識・技能が評価されます。

●応用情報技術者

全11科目中、5科目（必須科目2科目、選択必
須1科目を含む）に合格すると取得できる資
格です。科目合格制をとっており、一度に5科
目を受験して合格する必要はなく、1科目ずつ
受験・合格していくことができます。

●税理士

日本商工会議所が実施する日商簿記検定は、
入門レベルの4級から、税理士公認会計士な
ど国家資格への登竜門とされる1級までの能
力を認定。ビジネスの基本となる知識を身に
つけられるため、経理・会計職を目指す人以
外にも注目の資格です。

●簿記検定

全国経理教育協会（全経）が実施する簿記能
力検定も、日商簿記検定と並んで社会的な評
価と信頼の高い簿記資格です。4～1級とそ
の上の上級検定があり、上級合格者には税理
士試験受験資格が与えられます。　

●簿記能力検定

店頭でお客様と接して商品を販売する「販売
のプロ」としての能力を証明する資格です。接
客や売り場づくり、仕入れやマーケティングな
どについて実践的な知識が学べるので、販売
職を目指す人にはお勧めです。

●リテールマーケティング（販売士）検定

情報関連の国家資格の中で最も基本になる
資格で、簡単なプログラムが組める程度の知
識が身につきます。さらに上級の資格を目指
す人にとっても最初のステップはここからで
す。情報システムの基礎から運用、利用まで
の広範囲な領域に対し、基礎レベルの情報技
術の習得状況を評価する試験です。

●基本情報技術者

財団法人日本体育協会及び加盟団体等が、
公認スポーツ指導者制度に基づき資格認定
する指導者で、スポーツ医科学の知識を活か
し、「スポーツを安全に、正しく、楽しく」指導
し、「スポーツの本質的な楽しさ、素晴らしさ」
を伝えることができる資格です。

●日本体育協会公認スポーツリーダー
一般社団法人全国旅行業協会が実施する試
験です。旅行業者は「旅行業務取扱管理者」
を営業所ごとに1名以上選任することが旅行
業法において定められています。

●国内旅行業務取扱管理者

日本商工会議所が実施する「日商PC検定試
験」 企業実務に必須の技能である「文書作
成」「データ活用」「プレゼン資料作成」の3つ
の分野それぞれに試験が行われており、ITを
活用できる実践的な知識とスキルの習得を
証明します。

●PC検定

旅行愛好家や旅行業を目指す人たちを対象
に、日本の地勢と環境、観光地や観光資源に
関する知識を認定します。観光地理の基本的
な知識が身につく4級から旅行案内業務がで
きるレベルの1級までの試験があります。

●国内旅行地理検定

旅行や観光のさまざまな場面で使われる英語
には、専門的な用語や言い回しなどが含まれ
ることも多く、学校の教科書で学ぷ英語とは
異なる場合も少なくありません。こうした「観
光英語」についての能力を測る検定です。

●観光英語検定

日本医療教育財団が実施する「ケアクラーク
技能認定試験」に合格すると、介護報酬請求事
務業務や介護技術など、介護事務職として求
められる知識と技能を備えた「ケアクラーク」
の称号を得ることができます。

●ケアクラークⓇ（介護事務）

特定非営利活動法人日本フードコーディネー
ター協会が認定する資格。「文化」「科学」「デ
ザイン・アート」「経済・経営」の4つの側面か
ら食を学び、食のスペシャリストとしてフード
ビジネスを総合的にプロデュースするのがフ
ードコーディネ一タ一の仕事です。

●フードコーディネ一ター

公益財団法人日本ネイリスト検定試験センタ
ーが実施する技能検定です。3級から1級ま
での段階に分かれており、3級でネイルケア・
ネイルアートに関する基本的な技術と知識が
認定されます。

●ネイリスト技能検定

マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）
は、エクセルやワードなど、ビジネス社会で標
準的に使われているソフトを使いこなせるこ
とを証明できる資格です。実技試験のため、
対策学習が実務能力に直結します。

●マイクロソフトオフィススペシャリスト

コンピューターや周辺機器、インターネット、デ
ジタルコンテンツ、ウェブコンテンツ制作やセ
キュリティ対策など、ビジネスで使われるIT知
識に関しての幅広い知識が測られる検定です。

●マルチメディア検定

看護学科において必要な科目の単位を取得
すると、看護師国家試験の受験資格を得るこ
とができ、1年に一度行われる国家試験に合
格すると看護師の免許が得られます。卒業後
は病院や診療所などの医療機関だけでなく、
高齢者施設や障がい者施設などの社会福祉
施設にも活躍の場が広がっています。

●看護師

日本サッカー協会が実施する指導者養成講
習の一つで、10歳以下の選手・子どもたちに
体を動かすことの楽しさを教えるのが「公認
キッズリーダー」です。サッカーに限らず、子ど
もが楽しく遊べる環境づくりを考える講習で
あり、子どもと接する仕事に役立つ資格です。

●日本サッカー協会公認キッズリーダー

身体上もしくは精神上の障害があること、ま
たは環境上の理由により日常生活を営むのに
支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助
言、指導、福祉サービスについてのアドバイス
を行います。

●社会福祉士

特定非営利活動法人日本成人病予防協会と
生涯学習開発財団が認定する予防医学のス
ペシャリストとして、栄養のバランスがとれた
食事、適度な運動、規則正しい生活リズムな
どに関して、最適な健康指導を行い、予防医
学の普及に携わる役割を担います。

●健康管理士一般指導員

福祉事務所の現業員（ケースワーカー）とし
て任用される場合に求められる資格(任用資
格)ですが、社会福祉施設職員等の資格基準
などに準用されています。

●社会福祉主事任用資格

幼稚園や保育所、学校やスポーツ指導、高齢
者施設で働く際などに役立つ資格です。多く
の人が集まった場で、緊張をほぐしてお互い
にコミュニケーションをとりやすい雰囲気を
つくったり、遊びやスポーツなどの活動をアレ
ンジし、リードする方法を身につけます。

●レクリエーションインストラクター

高齢者や障がい者などの自立支援や介護の
目標にあわせ、レクリ工ーションを計画、実
施、評価する方法を学ぶことができます。

●福祉レクリエーションワーカー

特定非営利活動法人日本トレーニング指導者
協会（略称JATI）認定資格で、対象や目的に
応じて、科学的根拠に基づく適切な運動プロ
グラムを作成指導するために必要な知識を
習得したと認められた方に授与されます。ス
ポーツ選手や一般人を対象としたトレーニン
グ指導の専門家として活躍するための基礎
資格です。

●JATI認定トレーニング指導者

取得を目指せる主な免許・資格

簿記や英語など
資格関連の授業

夏休み・冬休みの
資格取得講座

インターンシップで
仕事体験
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●高等学校教諭一種免許(商業)
●高等学校教諭一種免許(情報)

●中学校教諭一種免許(保健体育)
●高等学校教諭一種免許(保健体育)
●中学校教諭一種免許(保健)
●高等学校教諭一種免許(保健)
●高等学校教諭一種免許(看護)
●養護教諭一種免許

●幼稚園教諭二種免許

●lTパスポート試験
●基本情報技術者
●応用情報技術者
●税理士

●看護師
●保健師

●社会福祉士
●介護福祉士※
●精神保健福祉士

●保育士資格

●介護職員初任者研修
●社会福祉主事任用資格

●介護職員初任者研修
●社会福祉主事任用資格

指定科目の一部が履修可能

●簿記検定
●簿記能力検定
●リテールマーケティング検定
●介護職員初任者研修

●ビジネス文書検定
●Webデザイナー検定
●医療事務（メディカルクラーク）
●食生活アドバイザー
●日本漢字能力検定
●日本語検定

●JATI認定トレーニング指導者
●健康管理士一般指導員
●医療事務(メディカルクラーク)
●食生活アドバイザー
●日本体育協会公認スポーツリーダー
●認定心理士(認定資格)

●医療事務（メディカルクラーク）
●日本サッカー協会公認
　キッズリーダー

●…卒業後、養成施設などでの学習が必要とされる資格。
●…卒業後、指定の職務に就くことで得られる任用資格。
※社会福祉士の国家試験受験資格のある者は、養成校に進学可能。

●…在学中に、所定の単位を取得することで、卒業と同時に得られる資格。
●…在学中に、所定の単位を取得することで、受験資格が得られる資格。
●…在学中に、特別講座などを受講することで、取得をめざせる資格。
●…在学中に、所定の単位を取得することで、在学中に得られる資格。

八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部には以下のような教員養成課程があります。

八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部で先生を目指そう

教員免許が
取得できる学科

地域経営学科

人間健康学科

幼児保育学科

商業／情報

保健体育／保健／看護／養護教諭

幼稚園教諭

資格の概要

身体上または精神上の障害があることにより
日常生活を営むのに支障がある方に対し、専
門的知識及び技術をもって心身の状況に応じ
た介護を行い、その方や介護者に対して介護
に関する指導を行います。

●介護福祉士
※社会福祉士の国家試験受験資格の
　ある者は、養成校に進学可能

精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、
助言、指導、日常生活への適応のために必要
な訓練や相談援助を行います。

●精神保健福祉士
※指定科目の一部が履修可能

●保健師
病院や診療所のほか助産施設や保健所、母
子健康センターなどに勤務し、妊産婦や新生
児への保健指導やお産の介助、出産後の新
生児や乳幼児の育児ケアなどを行います。

資 格 取 得 将来のキャリアを支える資格を幅広く目指せるカリキュラム。　　　　　　　　　　 資格取得という目標を明確に設定することは、学生生活の充実にもつながります。
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