
高等学校卒業程度
認定試験

合格すると「高等学校卒業者と同等以上の学力がある」と認められ、
「大学入学資格」が得られます。

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課

企業関係者の皆様へ

この一歩から、新しい自分。



高等学校卒業程度認定試験
御存じですか？（高卒認定試験）

◎出願者と合格者数

再就職のため、35歳で
受験しました。受験か
ら長く離れていたこと
もあり、戸惑い苦悩し
たりもしましたが、こ
の先も頑張っていける
自信がつきました。

高卒認定試験は「高校
卒業」とは別の印象を
受けますが、履歴書に
「中卒」としか書くこ
とのできなかった私に
とって、合格はとても
大きな存在になりまし
た。40歳をすぎても、
これからの人生に意欲
が持てます。

　この試験は、様々な理由で高校等を卒業していない人のために、
 　「高校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうか」を文部科学省が認定する試験です。

　高卒認定試験に合格すると、
　     大学・短大・専門学校の受験ができるようになり、
　     国家資格試験の受験資格では専門的な課程を修了することを条件とするものを除き、
　     「高卒者と同等」に扱われています。

　文部科学省では、企業や地方自治体等における採用、その後の処遇においても、
合格者が「高卒者と同等」に扱われることを目指しています。

　多くの人が高校へ進学する中、高校を卒業していないことが就職時の
壁となることもあります。この試験を受験する人の中には、大学等への進学を
目指す人だけでなく、就職を希望する人も多くいます。
　もし採用の際に、応募資格が「高校卒業」である場合は、「高卒認定試験
合格者を含む」あるいは「高校卒業程度の学力を持つ者」というように
記載いただき、採用試験を受ける機会が得られるよう、よろしくお願いいたします。
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毎年約２万５千人が
高卒認定試験を
受験しています

出願者数

注１）中退者数及び不登校生徒数は、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
注２）平成30年度の合格者数は、平成30年12月6日現在のものです。

合格者の声



国家試験の受験資格や合格後の取扱いで、高卒認定試験合格者は「高卒者と同等」に扱われています。

◎高卒認定試験に合格すると受験できる国家試験、採用試験

※国家資格を認定するための試験及び国が実施する採用試験において、高等学校卒業を受験資格としているもののうち、
　高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等とみなしている試験を記載しています。
※専門的な課程を修了することを条件とするものを除きます。

■受験可能な国家試験
府省庁名 国家試験の名称

文部科学省 幼稚園教員資格認定試験

文部科学省 小学校教員資格認定試験

文部科学省 高等学校教員資格認定試験
（※休止中）

文部科学省 特別支援学校教員資格認定試験

厚生労働省 建築物環境衛生管理技術者試験

厚生労働省 保育士試験

厚生労働省 第一種衛生管理者免許試験

厚生労働省 第二種衛生管理者免許試験

厚生労働省 第一種作業環境測定士試験

厚生労働省 第二種作業環境測定士試験

厚生労働省 職業訓練指導員試験

農林水産省 普及指導員資格試験

農林水産省 林業普及指導員資格試験

農林水産省 水産業普及指導員資格試験

農林水産省 動物用医薬品登録販売者試験
（都道府県において実施）

府省庁名 国家試験の名称

国土交通省 １級土木施工管理技術検定試験

国土交通省 ２級土木施工管理技術検定試験

国土交通省 １級建設機械施工技術検定試験

国土交通省 ２級建設機械施工技術検定試験

国土交通省 １級管工事施工管理技術検定試験

国土交通省 ２級管工事施工管理技術検定試験

国土交通省 １級造園施工管理技術検定試験

国土交通省 ２級造園施工管理技術検定試験

国土交通省 １級建築施工管理技術検定試験 

国土交通省 ２級建築施工管理技術検定試験

国土交通省 １級電気工事施工管理技術検定試験

国土交通省

国土交通省

２級電気工事施工管理技術検定試験

国土交通省
(環境省と共管)

浄化槽設備士試験

土地区画整理士技術検定

■受験可能な国の採用試験
府省庁名等 採用試験の名称

人事院 国家公務員採用一般職試験
（高卒者試験）

人事院 皇宮護衛官採用試験（高卒程度試験）
（護衛官の区分に限る）

人事院 入国警備官採用試験
（警備官の区分に限る）

人事院 税務職員採用試験

人事院 航空保安大学校学生採用試験

人事院 海上保安大学校学生採用試験

人事院 海上保安学校学生採用試験

人事院 気象大学校学生採用試験

防衛省 防衛大学校学生採用試験

防衛省 防衛医科大学校医学科学生採用試験

防衛省 防衛医科大学校看護学科学生採用試験

防衛省 航空学生採用試験

衆議院 衆議院事務局職員採用衛視試験

参議院 参議院事務局職員採用専門職（衛視）試験

裁判所 裁判所職員採用一般職試験
（裁判所事務官、高卒者区分）

◎「高等学校卒業程度認定試験に関する調査」の結果

採用担当者の方へ
　高卒認定試験が平成17年に創設されて以来、15万人を超える合格者が様々な分野で社会を支える一員となっています。このこ
とは、皆様の高卒認定試験に対する正しい理解のもとに実現されています。引き続き、高卒認定試験合格者の選択肢が広がるよう
ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

採用試験における高卒認定試験合格者の扱い

人事考課における高卒認定試験合格者の扱い
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平成28年度「高等学校卒業程度認定試験合格者の企業等における扱いに関する調査」



●文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課　

高等学校卒業程度認定試験（ホームページアドレス）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/index.htm

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2  TEL：03-5253-4111　FAX：03-6734-3272
◎ 認定試験に関すること：認定試験第一係・第二係(内線：２０２４・２６４３）
◎ 証明書に関すること：認定試験受付（内線：２５９０・２５９１）

お問合せ先 

高卒認定　文部科学省 検索

１６歳以上になる大学入学資格のない人
（高校、中等教育学校、高等専門学校、専修学校高等課程などを卒業していない人） 

もし、１８歳になる前に全ての科目に合格した場合は、１８歳の誕生日から合格者になります。

例えば・・・ ●中卒の人
●高校を中退した人
●高校には在学しているが通学していない人 

◎受験資格

◎試験科目と合格要件

教　科
国　　語

地理歴史

公　　民

理　　科

国　　語 必　修
数　　学 数　　学 必　修
外 国 語 英　　語

世界史A
世界史B

２科目のうち１科目選択

４科目のうち１科目選択

現代社会１科目

倫理、政治・経済の２科目

日本史A
日本史B
地 理 A
地 理 B

科学と人間生活
物理基礎
化学基礎
生物基礎
地学基礎

現代社会
倫　　理 どちらか選択

どちらか選択

政治・経済

必　修

試験科目

又は

科学と人間生活
物理基礎、化学基礎
生物基礎、地学基礎
物理基礎、化学基礎
生物基礎、地学基礎

の計２科目

から３科目

と から１科目

合格要件

◎2019年度  高等学校卒業程度認定試験年間スケジュール
第１回試験 第2 回試験
４月８日（月） ７月１９日（金）受験案内・願書の配布開始

４月２６日（金）-５月１５日（水）消印有効　 ８月２９日（木）- ９月１２日（木）消印有効出願の受付

８月６日（火）・７日（水） １１月９日（土）・１０日（日）試験日

９月２日（月）発送予定 １２月５日（木）発送予定結果通知




