進路・進学マップ
〈 仕 事 の 実 際 〉か ら 、〈 なり 方 〉ま で
解 説 す る キャリア 教 育 に 最 適 の
「 仕 事 の ガ イド ブック 」

興味があること、好きな科目、将来の夢、などから希望の進路・進学を探してみよう！

2020.6

専門学校

（学科は主なもの）
編集者（41）

歴史学科

風土や産業、地質などから
地域の特性を明らかにする

（高校卒業で進学可）

文学作品を読み解いて
人間の本質を学ぶ

日本文学科・外国語文学科

物事の根源を探求し、
論理的な思考を身につける

哲学科

臨床心理士（81）

臨床心理学科

映画監督（9）

芸術学部

美術学科

デザイン学科

視覚デザインや製品デザイン
などを学ぶ

おもちゃクリエータ（124）

映像表現について追究する

教育の目的や本質、制度を研究し、
人間形成の仕組みを探る

陶磁、漆工、木工、金工、
染色などを身につける

器楽、声楽、作曲、
指揮などを学ぶ

クリエイター系専門学校

司書教諭（19）

工芸学科
音楽学科

工芸家（22）
陶芸家（42）

音楽家（30）

コミュニケーション学科

中等教育学科

教育学部

養護・栄養教諭系学科

生徒の学習指導や生活指導、
学校運営の能力を身につける

人文・社会科学系（27）

幼児教育・
保育学科

体育学科

武道学科 スポーツ健康学科 疾病予防について理解する

柔道・剣道などの
武道の研究や実習を行う

美容系専門学校

スポーツトレーナー（補 22）

美容師・理容師（5）
ネイリスト（137）

鍼灸師（50）
マッサージ師（50）

チーム医療を支える医療技術者を
めざし、必要な知識と技能を学ぶ

保健医療学部

医療専門学校
理学療法士（67）
作業療法学士（97）
言語聴覚士（113）
視能訓練士（150）
臨床検査技師（112）

理学療法学科
作業療法学科
言語聴覚療法学科
視覚機能療法学科

診療放射線技師（149）
臨床工学技士（153）

福祉学部

福祉専門学校
社会福祉士（61）

精神保健福祉士（61） 老人福祉、児童福祉、障
がい者福祉、貧困の問題
など、福祉を実現するた
介護福祉士（100）
めの課題について幅広く
ケアマネジャー（129）学び、考察する

臨床検査学科
診療放射線学科
臨床工学科
医療技術者になるために、
必要な知識や技能、専門
性を身につける

栄養学科

看護師や保健師・助産師をめざし、
必要な知識や技能を身につける

看護学部

栄養学部

獣医師をめざして、
６年間をかけて獣医学を学ぶ

（５年一貫）

看護専門学校
看護師（13）

獣医学部

獣医学科 獣医学について基礎（解剖学や
生理学など）から臨床（病気を

歯科医師をめざして、
６年間をかけて歯学を学ぶ

助産師（147）
保健師（105）
養護教諭（105）

（６年制）

歯学部

医学部
医学科

医師をめざすために人体の仕組みや
病気を学び、その原因究明や治療法
（６年制） も研究する

コンピュータ技術者（24）

もの作りにかかわる知識・方法を学び、
社会に役に立つ技術を研究する
工業高等専門学校

情報工学科

歯科医療専門学校

環境スペシャリスト（37）

漁師（45）

バイオ技術者・研究者（151）

商船高等専門学校

航空・宇宙工学科

土木・建築工学科

環境・エネルギー工学科

薬学科（６年制） 薬科学科（４年制）
薬剤師（58）

生物や物理、化学を通して、
薬の知識や人体の仕組み、医療を学ぶ

薬をつくる薬学研究者に必要な
知識と研究スキルを学ぶ

観測データや理論、計算から
自然現象を探究する

物理学科

航空や宇宙開発のための技術や方法を学ぶ
地球環境の持続可能性を保つための方法を学ぶ

パイロット（1）

建築技術者（32）

宇宙飛行士（109）

「理学」と「工学」の知識を組み合わせ、
新たな科学技術の創造をめざす

理工学部

（５年制）

理工学部の学科は、理学部・工学部と
重なるものが多い。１、２年次に理系
学科の基礎を学び、その後専門学科で
理学の知見を工学に応用していく研究
に進む。 工学部に比べると、理論的な

理学部

数学科

化学の知見をものづくりに活かす方法を学ぶ

電気・電子工学科

船長・機関長（8）

自然現象の法則を解き明かし、
自然科学の基礎理論を構築する

数や図形を対象とする、
厳密な論理的思考を学ぶ

応用化学科

建築家（123）

海上技術学校

ロボット技術者（126）

優れた材料の開発について学ぶ

電気・電子の現象、仕組み、利用の仕方を学ぶ

水産業から海洋の環境保全まで、
幅広い分野が研究対象で、漁業や
航海の技術を学ぶ乗船実習もある

（５年制）

材料工学科

機械工学科

水産・海洋高等学校

薬学部

医師（12）

工学部

機械の仕組みや使い方を理論や実験から学ぶ

海上技術短期大学校

自動車整備専門学校
自動車整備士（25）

インダストリアル
デザイナー（69）

水産学部

水族館飼育員（92）

高等学校自動車科
鉄道員（26）

セキュリティスタッフ（141）

コンピュータをはじめ、
情報を活用するための技術と理論を学ぶ

社会のルールや現象から環境問題
に取り組む

農業高校

現代医療に欠かせない「薬」の
使用法や開発について学ぶ

工業高校

プログラマー（24, 補 26）

ＡＩエンジニア（155）

地域社会シムテム学科

歯科医師（86）
歯科衛生士（47） 歯科技工士（47）

商品が売れる仕組みづくり
について、理論と実践を学ぶ

道路や建物などを造るための技術と理論を学ぶ

農業者（46）

経済を動かす資金流通の
仕組みを学ぶ

情報処理専門学校

持続可能な社会を実現するために科学技術を用いて
ものづくりやエネルギー変換に取り組む

地球資源を持続的に活用しながら、安全な食料と
健全な環境の確保について実習もまじえながら学ぶ。
バイオサイエンスなどの先端科学も研究の対象

金融学科

マーケティング学科

システムが効率よく機能するための
技術や方法を学ぶ

魚介類の増殖、漁獲、加工、
流通まで水産業全体を学ぶ

商学部

商業高校

動物専門学校

歯科医師になるために、
口腔全般の健康を考え
（６年制） る総合医療としての歯
科医療を学ぶ

税理士（106）

企業と消費者をつなぐ仕組み、
マーケティングを学ぶ

システム工学科

環境工学科

農学科

動物園飼育員（92）

世界で通用するビジネスパーソンをめざし、
国際経営の知識と英語力を身につける

環境学部

自然環境学科

農学部

ドッグトレーナー（91）

動物看護師（90）

国際経営学科

ゲームクリエータ（101, 補 26）

自然科学の原理や法則を探究し、
環境問題の発見・分析にかかわる

トリマー（136）

獣医師（68）

歯学科

医師や医学関連の研究者をめざし、
６年間をかけて医学を専門的に学ぶ

自然保護レンジャー（73）

直すための診断や治療）まで、
順序立てて学ぶ

簿記会計専門学校

現代の経済構造の変化に対応する
経済分析や経済理論を研究する

銀行員（140）

ウェブクリエータ（103）

自然界のしくみや環境の保全、
持続可能な社会のあり方などを学ぶ

人間の生活に必要な食料・材料を
得るための技術を研究する

家畜の繁殖・飼育
方法を学び、安全
で効率的な生産を
研究する

通関士（98）

商業活動全般の理論とメカニズムを
具体的かつ体系的に学ぶ

情報学部

インテリア
コーディネーター（59）

環境とは何かを大きくとらえ、人間の営みや
自然との関わりからひもとき追究する

畜産学科

社会保険労務士（63）

現代経済学科

情報の生成・伝達に関わる
原理と技術を探求する

心理学、社会学、教育学、健康福祉学、
生理学など、さまざまな学問の方法論
を用い、「人間」について多角的にアプ
ローチする

パティシエ（134）

製菓専門学校

中小企業診断士（62）

商学科

経営学部

コンピュータのしくみや構造、
プログタミングなどの専門知識、
また情報技術が社会に与える影響
や、情報教育について学ぶ。

人間科学部

調理師専門学校

栄養専門学校

司書（19）

環境学科

料理人（14）

人間の経済生活の仕組みや機能、
発展の法則について基礎知識・理論を学ぶ

公共経営学科

健全な住生活のあり方、
生活環境の設計・建設 建築家（123）
について考える

食物学科 →栄養学部を参照

宅地建物取引主任者（55）

化学科

物質の構造や性質、
起こる変化や反応を研究する

研究の側面が強い

気象予報士（144）

地球科学科（地学）

理系学術研究者（143）

地球の構造や歴史、地球で生じる自然現象、
宇宙を対象に研究する

生物学科

あらゆる生物の生命メカニズムや
生命現象を研究する

モノ・自然・法則

ヒト・生命・医療

看護師になるための知識や技能、
専門性を学び、患者をサポート
する素養も身につける

高等学校看護科

（生活科学部）

経済学科

国や自治体、NPO など、公共組織や
公益事業のマネジメントを学ぶ

住環境学科

衣服について、環境との関わり、
産業、歴史・文化まで総合的に学ぶ

栄養学部は、家政系・医療系・農学系の
大学に設けられている。家政系は日常生
活の視点で栄養を学び、医療系は保健や
医療の現場を想定した実習が行われ、農
学系は生命科学の視点から学び、実験や
研究もしていく

義肢装具士（146）

家政学部

管理栄養士・栄養士（34）

経営学科

「人間とは何か」について
多くの学問の方法論を用いて探究する

社会生活を含め、衣食住など
生活全般の知識と技術を学ぶ

被服学科

人びとの健康を栄養面から支える
専門家をめざし、栄養学・調理学を学ぶ

救急救命士（152）

看護学科

福祉学科

ファッション
デザイナー（3）
スタイリスト（54）
販売員・ファッション
アドバイザー（35）

不動産鑑定士（55）

公認会計士（28）

組織のマネジメントを中心に
経営の理論と実践を学ぶ

専門分野の講義を英語で受けたり、留学が推奨され
たりと、語学を重視したカリキュラムでグローバル
人材としての素養を身につける

児童学科

服飾専門学校

行政書士（108）

経済学部

日本と諸外国の経済関係、
経済問題を総合的に学ぶ

企業などの組織が機能を発揮する
ためのマネジメントを学ぶ

編集者（41）

人文科学・社会科学・自然科学という
分野の壁を取り払って幅広く学び、多
角的な思考力・判断力の獲得をめざす

幼児や児童の心身の発達や
生活環境について学ぶ

すべての人が人間らしい生活を
おくれる社会のあり方を探る

社会政策学科・
社会福祉学科

教養学部

体育学部 スポーツ教育学科

法律専門学校

行政機関のあり方、政策の
検証などの面から政治を考察する

メディアのあり方、今の多様な文化状況を研究する

人間が生き抜くための
知恵や応用力を育む

教育学や関連領域を研究する

グラフィックデザイナー（11）
中学校・高校教師（89）
フォトグラファー（31）
養護教諭（105）
印刷技術者（38）
障害児教育系学科
児童を理解し、教科の教育に精通する
声優（53）
乳幼児期の子どもの発達を学ぶ
運動と心身の育成・健康の
映像技術者（71）
小学校教師（29）
CG クリエータ（76）
つながり、社会との関わりを学ぶ
特別支援校教師（66）
シナリオライター（94）
幼稚園教諭（56）
放送作家（94）
保育士（16）
保育専門学校
アニメクリエータ（111）
スポーツの理論と実践
スポーツの科学的な実践・指導法を学ぶ
音響技術者（125）
について学ぶ
スポーツを通じた健康増進や
ミュージシャン（128）

初等教育学科

行政・政策学科

裁判官（132）

警備員（141）

社会全体の生産や消費の動きを
分析し、法則性を探る

ジャーナリスト（17）

教育学研究系学科

検察官（130）

消防官（88）

司法書士（107）

メディア学科・文化学科

学術研究者

弁護士（21）

警察官（48）

弁理士（40）

よりよい社会のあり方を探る

コミュニケーションを文化的・社会的側面から考える

憲法・民法・刑法などの法律科目、
歴史・哲学などの幅広い教養、コ
ミュニケーション能力としての語
学などを学ぶ

地方公務員（65）

国際経済学科

社会学部

社会の中で生きる「人間」に注目する

スクールカウンセラー（81）

映像学科

政治学、法学、経済学の基礎知識を
バランスよく学び、よりよい
公共空間のあり方を考察する

法律学科

→政治学部を参照

人間集団の営みを権力構造、
社会制度などから探る

今起きてる社会現象や
社会問題を調査・研究する

人間社会学科

政治系学科

政治家（36）

政治学部
政治学科

地域社会や文化の
側面から観光を探る

社会心理学科

人が物事をどう認知（判断・理解）
しているのかを探る

人の成長や老いにともなう
心の変化について研究する

国際社会学科

法学部

国際法、国際経済法、国際取引法
などについて学ぶ

現在の国際状況を、政治・経済、
国際協力などの面から考察する

地域政策学科
観光経営学科
社会学の基礎理論・調査法を学ぶ
観光産業の特徴や
ビジネスの仕組みを学ぶ
社会学科

認知心理学科

発達心理学科

美術家（39） 美術・音楽・デザイン・映像・演劇
イラストレーター（119） など芸術の理論と実技を学ぶ

観光の理論を学び、
フィールドワークを行う
社会との関係で起こる
個人の行動や態度を分析する

心理学部

心の問題の援助・回復・
予防を研究する

芸術学科

観光学科

人の心のはたらきを
科学的に解き明かす

学芸員（110）

芸術の理論、歴史などを学ぶ

グランドスタッフ（148）

国際系学科

国際政治経済学科

（国際関係学部）

法律に関する基礎的な知識を学び、
「法的思考力」を身につける

国家公務員（20）

国際公務員（83）

世界に変化をもたらす「脱国家的存在」として
「国家」という枠組みを超えた「個人」に着目して
国際関係を考察する

観光の現場を実践的かつ
学問的に幅広く学ぶ

観光学部

外交官（23）

国際学部

旅行業務取扱管理者（64）

観光ガイド（142）

客室乗務員（2）

国際関係学科

複雑多様な国際関係を理解する
ホテルマン（87）
ための基礎知識と方法を従来の
ツアーコンダクター（57） 学問分野を超えて幅広く学ぶ

通訳ガイド（10）

通訳者（10）

外国語専門学校

青年海外協力隊員（51）

観光・旅行専門学校

英語学科

倫理学科・美学科・宗教学科

絵画や彫刻などの
創作をにいそしむ

日本語教師（84）

フランス語学科・ドイツ語学科・
スペイン語学科・ポルトガル語学科・
世界の共通語である
英語を追究する ロシア語学科・中国語学科・
翻訳家（80）
イタリア語学科

さまざまな国や民族の
文化について調査・研究する

比較文化学科・民俗学科

異文化理解を深め、
国際関係のあり方を探る

外国語学部

文学科

文学部

文化学科

（中学卒業で進学可）

外国の言語とその文化、
コミュニケーションを学ぶ

司書（19）

幅広い研究対象から
人間の本質を探る

地理学科

専門高校・高等専門学校

社会・経済・政治

言葉・歴史・文化

大学の学部

資料から歴史を考察し、
現在への影響を考える

株 式 会 社 ぺりか ん 社
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