
取得できる資格一覧1

衛生分野／
理容・美容

「きれいになれる」を
応援したい

商業実務分野
ビジネスのプロになりたい

職種

職種

職場

職種

職場

職場
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カリキュラム例3 高等専修学校では実習がたくさんあります。※色のついたコマが専門科目や実習です。

国家資格取得に向けた実技・実習が充実

大阪技能専門学校 2年生
自動車整備科のクラスに通う生徒

授業全体の約6割が専門科目

仕事に活かせる資格を取得できる
高等専修学校

高等専修学校 それぞれの特色

　　　　病院、学校、
　　　　 介護施設　等

　　　　保育士　介護福祉士
訪問介護員（ホームヘルパー）
准看護師　医療系技師　等

高等専修学校の特徴の一つは、職業教育の重視です。普通科目は
もちろん、専門科目を中心に実習・実技の授業を豊富に設け、将来
の仕事に結び付く“実践重視のカリキュラム”を展開しています。各
種認定資格のみならず、３年間で自動車整備士（３級）や調理師、
美容師などの国家資格が取得できる学校もあります。自分の希望や

適性に合った専門知識・技術を習得した生徒たちは、それぞれに就
職や進学の夢を実現しています。また、職業に必要な能力を身に付
けた生徒たちの就職状況は極めて良好で、さまざまな企業・機関で、
新人ながら即戦力として活躍しています。

自動車整備科　
電気・電子学科　
電気工事士科　
情報処理科
土木・建築科
等

自動車整備士３級　危険物取扱者
第二種電気工事士　建築士
ＣＡＤ利用技術者試験　ウェブデザイン技能検定
基本情報技術者試験　
初級システムアドミニストレータ試験
ガス溶接技能者　アーク溶接作業者　等　

　　　　自動車整備士
電気工事士
エンジニアプログラマー
建築士　等

介護福祉科
准看護科
等

介護福祉士
介護職員初任者研修
准看護師　等

衛生分野／
調理・製菓・製パン

食に関わる仕事がしたい 調理師科
製菓・製パン学科
等

調理師
製菓衛生師　等

　　　　飲食店、病院、学校　等

　　　　料理人　給食調理員
パティシエ・パティシエール　等

理容科
美容科
モードビジネス科
等

理容師　美容師　OTSネイル認定
JNECネイリスト技能検定試験　色彩検定　等

　　　　理容室、ヘアサロン、
ブライダル企業　等

　　　　理容師　美容師
スタイリスト　ヘアデザイナー
ネイリスト
美容部員（メイク関係）　
ヘアメイクスタイリスト　等

商業学科 情報科　
国際ビジネス科
経理・簿記学科
等

簿記検定　情報処理検定
文書デザイン検定試験
ビジネス能力検定　ＩＴ活用能力検定
実用英語技能検定　秘書技能検定　等

　　　　経理　販売職　営業職　
ホテル等のフロントスタッフ　等

服飾・家政分野

自分のセンスや
才能を活かしたい

ファッション
デザイン科
和洋裁科
等

洋裁技術認定試験
パターンメーキング技術検定
ファッション販売能力検定
ファッションビジネス能力検定　等

　　　　ファッションデザイナー
テキスタイルデザイナー
パタンナー　ソーイングスタッフ
販売・接客・管理
和裁士　着付け師　等

職場・職種の例

工業分野

ものづくりに関わる
仕事がしたい

医療分野
&

教育・社会福祉分野

人を助ける仕事がしたい

職種

どんな仕事がしたい？ 学科例 取得可能な資格例

高等専修学校では多様な分野の資格が取得可能です。

職種

職種

高等専修学校では社会で役立つ資格取得に力を入れている学校がたくさんあります。

仕事に活かせる資格を取得できる
高等専修学校

資格取得・就職状況2 卒業生の多くが関係分野に就職しています。
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学校法人大竹学園　大竹高等専修学校　教務

大竹 嘉明先生

学びの意欲を掻き立てるため、
随時授業内容の見直しを図る

高等専修学校の良さは、独自性を活かし、自由度のある時間割が
組めることです。当校では授業のハードルを上げ過ぎず、楽しんで
取り組める授業を行い、全員が必ず卒業できることを第一の目標と
しています。そうした中、卒業は大前提として、国家資格である自動
車整備士の資格取得には一定の授業数の確保が必要。当校で
は週２回の「特進クラス」を設置し（２年生以降）、“確実に資格を
取得したい生徒”をサポートしています。人より深く勉強したというこ
とは資格取得という結果につながることはもちろん、生徒自身の達
成感・モチベーションアップの源泉ともなっているようです。

学校法人神須学園　大阪技能専門学校　高等課程

千代田 秋充校長

確実な資格取得のため、
特進クラスを設ける

先生からの
一言

先生からの
一言

情報（女子）
体育（男子）

美術

情報（男子）
体育（女子）

製菓実習

調理理論

数学

社会

国語 道徳

ドリンク実習

英語

食品学

製パン実習

公衆衛生学

音楽

食品衛生学調理理論

食品衛生学

栄養学

調理実習
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卒業者数に占める“関係分野に就職した者”の割合（平成28年度卒業生）

高等専修学校に、卒業後の生徒の進路を聞
いたところ、関係分野に就職した生徒が半数
以上であると答えた学校は約54％に上ります。

多数の生徒が、
学んだ専門知識・技術を
活かせる分野に就職

〔N=182〕 50%未満 50～69%

0 20 40 60 80 100（%）

70～89% 90～99% 100%

平成29年度 文部科学省「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」

約54％

大竹高等専修学校 2年生
調理師科のクラスに通う生徒

※上記はあくまでも一例です。また各資格は、卒業時に取得できるもの、卒業後さらに専門学校等で学ぶことで取得できるもの、卒業後に実務経験等を積むことで取得できるもの（受験
資格取得のみ）があります。　※色文字は、国家資格・検定・試験名です。

当校では調理師科、美容師科を設けています。専門的な科目の中
には座学（学科）もありますが、実技・実習に比べるととっつきにく
いのが難点。そこで座学の授業では“実験”を導入しています。実
験→座学の繰り返しにより、生徒も教科書の内容が腑に落ちてい
るようです。実験は規定で定められたものではなく、当校独自の試
みです。当校では、生徒インタビューや授業アンケート等を実施
し、その結果を踏まえて、生徒の“学びの意欲を掻き立てる工夫”
を常に検討しています。私たちが必要だと思う授業内容が生徒へ
の押し付けにならないよう、また自発的に取り組めるよう、各担当教
員が試行錯誤しています。

※2コマ続きの科目は、それぞれ授業内容が異なる。
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仕事に活かせる資格を
取得できる高等専修学校
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卒業生の声

保護者の声

佐々木 純子さん
保護者

在校生の声

萩生田さんの学校生活

今、楽しいこと

仕事に活かせる資格を取得できる高等専修学校高等専修学校 それぞれの特色

学校法人大竹学園　大竹高等専修学校　
調理師科　
平成28年度卒業

穐田 果子さん（20）

株式会社喜代村　
すしざんまい　板前

卒業生の声

学校法人神須学園　大阪技能専門学校　
高等課程　自動車整備科　
平成26年度卒業

横田 悟司さん（22）

トヨタカローラ南海株式会社
羽曳野店　エンジニアスタッフ

就職先企業の声

料理をつくるのも食べるのも好きな私。親と高校進学について

話した際、「手に職をつけてみたら？」と言われ、それもいいなと思

い、探して見つけたのが大竹高等専修学校です。18歳で調理

師免許を取得できることが、入学を決めた一番の理由です。調

理師科では和食・洋食・製菓・製パンといった授業を受けました

が、細やかで丁寧な作業が重要な和食が合っていました。高等

専修学校卒業後についても親と話し合い、就職に決めました。

企業の情報を集め、担任や進路指導の先生に面談の練習をお

願いし、３年生の８月に内定をいただきました。現在、「すしざんま

い」で板前として働いています。店舗ではさまざまな魚をさばく仕

事を任せてもらっています。魚をさばいたり、寿司を握ったり、接

客したりと、充実した日 を々過ごしています。学校で学んだ知識や

技術は今の仕事でも、とても役に立っています。今の私があるの

は、大竹高等専修学校で学んだ日々のおかげです！

高等専修学校を卒業した生徒は、さまざまな資格を取得し、社会で活躍しています。
高等専修学校で学ぶ楽しさやその先の進路について、

在校生、保護者、卒業生、就職先企業からお話を伺いました。

調理師科2年に在籍する男子
生徒のお母さま。ご自身も大竹
高等専修学校の卒業生（旧 服
飾科）で、縫製のスペシャリスト。

学校法人大竹学園
大竹高等専修学校 美容師科１年

萩生田 紅さん

プロの技を学んでいるので、動画
ウェブサイトに投稿されたいろんな
人のメイク動画を見て、「それほん
とはやっちゃダメって学校で習った
けどな」とか思っちゃう（笑）。

メイクの授業！

・取得を目指す資格／美容師

・部活／学外で中1の頃からダンス（ヒップホッ
プなど、さまざまなジャンル）を習っています。

・クラスメート／美容師科のみんなとは、好き
なことが共通なので仲良くなるのがとても早
かったです！

・将来／卒業後はヘアサロンで修行し、３年
くらいでスタイリストになって、ヘアメイクの仕
事などをしていきたい！

小学生の頃から美容師に憧れ、中学生までは、普通高校を卒業

し、専門学校へ進もうと考えていました。しかし中学で高等専修

学校のポスターを見て、「ヘアメイクやネイル、美容実習等、実践

的なことを学べる高校がある！ 普通の高校生より早くその勉強

ができる！」 と知り、迷わず今の学校を選びました。国家試験のた

めの美容実習は面白いけれど、正直きつい内容もあります

（笑）。例えばワインディング（頭髪にロッドを巻く作業）の練習の

ために朝７時頃登校することも。でも、クラスみんなで試験に向

けてワイワイやっています。家に帰ってから友達と授業内容につ

いて電話で話し合うこともよくあります。お互いに切磋琢磨し合

い、つらいことを一緒に乗り越えることで絆が深まっているなあと

感じます。担任の先生や美容実習の先生はその道のプロ。授

業以外でのちょっとした会話も勉強になります。美容師は体調

管理が大事とか、美容師の中にスタイリストというポジションがあ

るとか専門的なことも教えていただいています。自分が大好きな

ことで新しい知識や技術が増えていくことが楽しいし、充実した

毎日です！

息子が中学２年の頃、「将来何になりたい？」と聞くと、「何か資

格が欲しい」と。資格にもさまざまありますが、彼は料理が好きな

ので、高校から調理師を目指してみようかという結論に至り、大

竹高等専修学校を選択しました。この学校では卒業後に専門

学校や大学へ進学する生徒も多く、就職か進学かは学びなが

ら決めていけます。実は私もこの学校の卒業生で、現在、当時

学んだことを活かして仕事をしています。ですから私も、社会に出

るなら“手に職が大事”“早いうちに資格を取る”という意識が高

いほう。ただ、それで子供の可能性を狭めてしまわないよう、ある

いは仕事に関する十分な見識を子供が蓄えていけるよう、多く

の新しい情報・機会・選択肢の提供を学校に期待しています。

interview みんなの声

中学生の頃から、共働きの両親に
代わって妹たちに夕食をつくって
いた穐田さん。料理好きが高じて
調理人の道へ。店舗では、ベテラ
ンの板前に交じって奮闘中です。

小さい頃から車好き。ずっと車に関
わっていたいと思い、自動車整備
科のある高等専修学校を選択した
横田さん。同店の中堅社員として
期待される存在になっています。

辻 範雄氏

上記、横田さんの上司
トヨタカローラ南海株式会社　羽曳野店　店長

自動車整備士（３級）の資格を有する高等専修学校の卒業生

は、言うまでもなく即戦力です。横田さんには今後、自動車整備

士２級、自動車検査員等の資格に挑戦してもらい、エンジニア

リーダーというポジションに就いてもらいたいと考えています。つ

まり、彼のように資格を持って入社した社員は、その後のキャリ

アステップを着実かつ早期に描いていけるわけです。加えて彼

の場合、“車好きである”というアドバンテージもある。それは自動

車整備士としての伸びしろの大きさにつながります。昨今の“若

者の車離れ”にさらされる自動車業界において、彼は当社にとっ

て貴重な人材であるといえます。

好きな美容師の仕事に就くため、高校からチャレンジ！

親の職業観ではなく、子供自ら仕事について考える機会を

高等専修学校での学びのおかげで今の私がある！

進路、生活、将来の道筋をつけてくれた先生方

“車好き×国家資格取得済み”。誰よりも早い成長が期待できる

小さい頃から車に乗るのも触るのも見るのも大好きで、車にずっ

と関わっていきたいと思っていました。「車に関する資格を確実

に取得できる」と中学の進路指導の先生が教えてくださり、大阪

技能専門学校（高等課程）自動車整備科を選択。全日制で高

卒資格が取れて、専門的な授業が多く、自動車整備の資格も取

得できるという点が希望通りでした。専門科目の先生は皆、かな

りの車好きでマニアック（笑）。毎日、先生方と車の話題で盛り上

がりました。また専門科目の先生だけでなく、担任の先生や進路

指導の先生方にも、進路全般についてや生活面での相談、履

歴書の書き方や面接の受け方など、さまざまな悩みを聞いても

らっていました。私の母校の良い点は、資格が取れるのはもちろ

んのこと、そのように先生との距離が近く、何でも相談しやすい

雰囲気があるということでしょう。そうした先生方と出会えたこと

が、私にとって財産になっています。

certification 

仕事に活かせる資格を
取得できる高等専修学校

0 4        |  高等専修学校 それぞれの特色  |  章 章|  高等専修学校 それぞれの特色  |         0 5


