Ⅲ 取得可能な免許・資格
［Ⅰ］教育職員免許状
１．

教育職員免許教科

本学の教職課程は，中学校及び高等学校の教育職員として教職に就くことを志望する者のための課程である。
なお，実際に公立学校の教員として就職するには各都道府県ないし政令指定都市の教育委員会が実施する「教
育職員採用試験」に合格しなければならない。
但し，私立の中学校・高等学校に勤務する場合や公立の臨時採用教員，非常勤講師として勤務する場合は，こ
の限りではない。
本学で取得できる教育職員免許状については，次の表の通りである。

本学で取得できる教育職員免許状
学

部

経済学部

人間文化学部

学

教育職員免許状の種類と教科
中学校一種免許
高等学校一種免許

科

経済学科

社会，保健体育

国際経済学科
税務会計学科

社会

人間文化学科

国語，英語，社会

公民
保健体育
公民
商業
国語，英語，地理歴史，

心理学科

公民
公民

メディア情報文化学科

情報

スマートシステム学科
建築学科
工学部

工業

機械システム工学科
情報工学科

生命工学部

薬学部

情報

生物工学科
生命栄養科学科
海洋生物科学科

理科
栄養教諭
理科

理科

薬学科

理科

理科

理科, 水産

※ 上記の各学科に在籍すれば，右の欄の全ての免許が取得できるとは限らない。
しかし，同じ教科で中学校と高等学校の免許は，教科に関する科目が共通であるので比較的取得し
易い。

２．１年次で履修し，取得をした方がよい科目
憲法体育（１），体育（２）又は体育理論
体育（１），体育（２）又は体育理論
英語又は英語発展・英会話
情報処理関係科目
教育原理，教育制度論
１年次配当教科に関する科目
※ 教職課程を受けるときは，１年次からの教職課程のオリエンテーションに毎年必ず出席すること。
教職課程についての詳細は「教員免許のてびき」を参照すること。

［Ⅱ］その他の資格
それぞれの資格の詳しい内容や，取得するために履修しなければならない科目，取得のための手続きなど
については，所属している学科の教員に問い合わせること。また，ゼルコバのキャビネットから PDF ファイ
ルをダウンロードして調べることもできる。
また，学芸員，食品衛生管理者及び食品衛生監視員，ならびに自動車整備士の資格取得については，この学
生便覧に記載されている内規（学芸員履修内規 96～98 ページ，食品衛生コース履修内規 94 ページ，自動車
整備士養成課程履修内規 99～100 ページ）を参照すること。不明な点や必要な手続きなどについては所属し
ている学科の教員に問い合わせること。
以下に，各学部において取得できる，あるいは取得を支援している資格を記載する。

１．全学部対象
1) 取得を支援している資格
・防災士

2) 受験を推奨している検定試験
・日本語検定
・TOEIC
・HSK（中国政府公認の中国語資格）

２．経済学部
経済学科・国際経済学科・税務会計学科

1) 取得を支援している資格や検定試験
キャリア系
自らの進路を定めて目的を実現するには，この分野は欠かせない。コミュニケーション能力のア
ップ，経済学部で学修した教科の達成度の向上，社会に進むための基礎力の向上など極めて重要な
分野である。
・ビジネス能力検定
・経済学検定
・SPI 検定
・漢字検定
・公務員講座
・教職課程
実務系
進路に応じたスキルが必要になっている。金融，会計・経営，流通など様々な分野に対応できる
資格を用意している。
・FP（ファイナンシャル・プランナー3 級）
・販売士
・秘書検定（2 級、3 級）
・証券外務員（二種）
・旅行業取扱管理者
語学系
英語は TOEIC，中国語は HSK を支援している。英語は，グローバル化によりコミュニケーション能
力を幅広く評価する世界共通の言語である。今や中国は，我が国最大の貿易相手国になっている。
・TOEIC
・HSK（中国政府公認の中国語資格）
情報系
情報に関するスキルはビジネスに必須の資格である。業種を問わずすべての分野で必要な最低条
件の資格または能力である。
・MOS（ワード、エクセル）

３．人間文化学部
1) 卒業すると取得できる資格
心理学科
・認定心理士
学科の全課程を修了すると，認定心理士の資格認定に必要な単位が修得され，認定心理士の資格申請ができ
る。

2) 所定の単位修得で卒業時に取得可能な資格
人間文化学科
・学芸員
在学中に学科の学芸員履修内規に定める所定の単位数を修得することにより，学芸員の任用資格が得られる。
心理学科
・社会調査士
在学中に学科のカリキュラム中の所定の科目を修得することにより，社会調査士の資格申請ができる。
メディア情報文化学科
・学芸員
在学中に学科の学芸員履修内規に定める所定の単位数を修得することにより，学芸員の任用資格が得られる。

3) 取得を支援しているその他の資格や検定試験
人間文化学科
・TOEIC
・TOEFEL
・実用英語能力検定
・ドイツ語技能検定
・HSK（漢語水平考試 注：中国政府公認の中国語資格）
・中国語検定
心理学科
・心理学検定
・メンタルヘルス・マネジメント検定試験
メディア情報文化学科
・色彩検定
・Web デザイナー検定
・マルチメディア検定
・CG クリエーター検定
・映像音響処理技術者資格認定試験

４．工学部
1) 所定の単位修得で卒業時に取得可能な資格
スマートシステム学科
・第一級陸上特殊無線技士及び第二級海上特殊無線技士
在学中に所定の科目を修得した者は，申請により第一級陸上特殊無線技士及び第二級海上特殊無線技士の
資格が得られる。

2) 所定の単位修得で卒業時に取得可能な受験資格
建築学科
・2 級建築士試験及び木造建築士試験
学科の卒業生（各建築士試験に必要な指定科目を修得した者に限る）で，在学中に所定の科目を修得した
者は，2 級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格が得られる。また，実務経験 2～4 年以上（指定科目の
取得単位数により，実務経験年数は異なる）で 1 級建築士試験の受験資格が得られる。

機械システム学科
・2 級ガソリン自動車整備士及び 2 級ジーゼル自動車整備士試験
学科の自動車システムコースの学生が，自動車整備士養成課程履修内規に定める要件を満たして卒業すれ
ば、受験資格が得られます。また、卒業年次に実施される「自動車整備士技術講習会（有料）」を修了する
と実技試験が免除される。

3) 取得を支援しているその他の資格や検定試験
スマートシステム学科
・工事担任者
・電気主任技術者
・電気工事士
・電気通信主任技術者
・IPA エンベデッドスペシャリスト試験
・ETEC（組込み技術者試験）
建築学科
・インテリア設計士
・福祉住環境コーディネーター
・インテリアコーディネーター
・宅地建物取引主任
・ユニバーサルデザインコーディネーター
情報工学科
・IT パスポート試験
・基本情報技術者試験
機械システム工学科
・機械設計技術者 3 級

５．生命工学部
1) 卒業すると取得できる資格
生命栄養科学科
・栄養士
学科の全課程を修了すると、栄養士資格が得られる。

2) 所定の単位修得で卒業時に取得可能な資格
生物工学科
・食品衛生管理者及び食品衛生監視員
在学中に学科の食品衛生コースに登録し，その履修内規の定めるところにより規定単位数を充足して卒業
した者は，認可申請を行うことによって，食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格が得られる。
生命栄養科学科
・食品衛生管理者及び食品衛生監視員
在学中に学科の食品衛生コースに登録し，その履修内規の定めるところにより規定単位数を充足して卒業
した者は，認可申請を行うことによって，食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格が得られる。
海洋生物科学科
・学芸員
在学中に学科の学芸員履修内規に定める所定の単位数を修得することにより，学芸員の任用資格が得られる。
・食品衛生管理者及び食品衛生監視員
在学中に学科の食品衛生コースに登録し，その履修内規の定めるところにより規定単位数を充足して卒業
した者は，認可申請を行うことによって，食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格が得られる。

3) 所定の単位修得で卒業時に取得可能な受験資格
生命栄養科学科
・管理栄養士国家試験
在学中に所定の科目を修得して卒業した者は，管理栄養士国家試験受験資格が得られる。

4) 所定の単位修得で在学中に取得可能な受験資格
生命栄養科学科
・フードスペシャリスト認定試験
在学中にフードスペシャリストコースに登録し，その履修規定の定めるところにより規定の単位数を修得
すれば，フードスペシャリスト認定試験の受験資格が得られ，4 年次に実施される認定試験に合格すると資格
が得られる。
海洋生物科学科
・観賞魚飼育管理士試験
学科の課程を 2 年次まで修了した者は，3 年次に鑑賞魚飼育管理士試験（ベーシッククラス）を受験する資
格が得られる。

5) 取得を支援しているその他の資格や検定試験
生物工学科
・バイオ技術者認定（中級）
・環境測定分析士（3 級）
海洋生物科学科
・生物分類技能検定（3 級、4 級）
・潜水士
・小型船舶操縦士

６．薬学部
1) 卒業すると取得できる受験資格
・薬剤師国家試験
学部の全課程を修了すると薬剤師国家試験受験資格が与えられ，この試験に合格すると薬剤師免許が取得
できる。
※その他の受験資格もあるが，薬剤師であれば業務遂行上取得できる。

2) 薬剤師にのみ許される資格
・保険薬剤師
・薬局の管理者(一般医薬品販売業の管理者も含む)
・医薬品製造販売業の管理者(動物用医薬品の製造所管理者も含む)
・医薬品製造販売業の総括製造販売責任者
・学校薬剤師
・麻薬管理者、向精神薬取扱責任者
など

3) 薬剤師資格に付随する資格
・麻薬取締官(任用資格)
・食品衛生監視員(任用資格)
・薬事監視員(任用資格)
・毒物劇物取扱責任者
など

