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資格と専修学校教育
専修学校には卒業と同時に取得できる国家資格や、卒業によって受験資格が与えられる
資格試験等、資格の取得方法にいくつかのパターンがあります。
分野によっても、かなり特徴的な差異がありますので、学校の選択にあたっては、事前
に十分な確認が必要であるといえます。

◆国家資格◆
①専修学校を卒業することにより取得
分野 資格名 入学資格 修業年限 問い合わせ先 資格認定者

工業

測量士補 高卒 １年以上
国土交通省　国土地理院
(TEL)029-864-1111
(URL)http://www.gsi.go.jp/

国土交通大臣

＊１ 第２種電気工事士　 高卒 １年以上 (一財)電気技術者試験センター
(URL)http://www.shiken.or.jp/ 経済産業大臣

＊２ 毒物劇物取扱責任者 高卒 １年以上 各都道府県の薬務課 厚生労働省

衛生
栄養士 高卒 ２年以上

(一社)全国栄養士養成施設協会
(TEL)03-3918-1022
(URL)http://www.eiyo.or.jp/

都道府県知事

調理師 中卒 １年以上 各都道府県衛生主管課 都道府県知事

教育・社
会福祉

保育士 高卒 ２年以上 各都道府県児童主管課、母子福祉課 厚生労働大臣
幼稚園教諭２種 高卒 ２年以上 各都道府県教育庁、各都道府県教育委員会 都道府県教育委員会

＊３ 介護福祉士　 高卒 ２年以上
(公財)社会福祉振興・試験センター
(TEL)03-3486-7559
(URL)http://www.sssc.or.jp/

厚生労働大臣

＊1���学科によっては筆記試験免除
＊2���応用化学に関して30単位以上の化学に関する科目を履習して課程を修了した者。
＊3���2022年から国家試験の受験が義務化。2017～2021年度は移行期間となり、国家試験の受験は任意。

②専修学校を卒業と同時に受験資格を取得
分野 資格名 入学資格 修業年限 問い合わせ先 資格認定者

工業

建築士(２級・木造) 高卒 ＊１ ２年以上　 (公財)建築技術教育普及センター
(TEL)03-6261-3310��(URL)http://www.jaeic.or.jp 都道府県知事

自動車整備士(３級) 中卒 ＊２ １年以上　 国土交通省　自動車局整備課
(TEL)03-5253-8111
(URL)http://www.mlit.go.jp/

国土交通大臣

自動車整備士(２級) 高卒 ＊３ ２年以上　
自動車整備士(１級)� ＊５ ２級取得者　 ＊４ ２年以上　

航空整備士(２等)� 高卒 ３年以上 国土交通省　航空局運航安全課
(TEL)03-5253-8111
(URL)http://www.mlit.go.jp/航空運航整備士(２等) 高卒 ３年以上

消防設備士(甲種) 高卒 ２年以上 (一財)消防試験研究センター��(TEL)03-3597-0220
(URL)http://www.shoubo-siken.or.jp/

都道府県知事危険物取扱者(甲種)� 高卒 ＊６ ２年以上　 (一財)消防試験研究センター各都道府県支部
技能検定(２級)� 中卒又は高卒 ＊７ 課程により異なる 各都道府県職業能力開発協会

医療

准看護師 中卒 ２年　　 各都道府県衛生部(局)看護課免許係 都道府県知事
看護師 高卒 ３年以上

厚生労働省　医政局医事課試験免許室
(TEL)03-5253-1111
(URL)http://www.mhlw.go.jp/

厚生労働大臣

保健師 看護師・若
しくは看護
師受験資格
を有する者

１年以上

助産師 １年以上

診療放射線技師 高卒 ３年以上
臨床検査技師 高卒 ３年以上
理学療法士 高卒 ３年以上
作業療法士 高卒 ３年以上
視能訓練士 高卒 ３年以上



―�15�―

医療

歯科衛生士 高卒 ３年以上 (一財)歯科医療研修振興財団　(TEL)03-3262-3381
(URL)http://www.dc-training.or.jp/

厚生労働大臣

歯科技工士 高卒 ２年以上

義肢装具士 高卒 ３年以上 (公財)テクノエイド協会
(TEL)03-3266-6880　(URL)http://www.techno-aids.or.jp

臨床工学技士 高卒 ３年以上
(公財)医療機器センター
(TEL)03-3813-8531
(URL)http://www.jaame.or.jp

あんま・マッサージ・指圧師
はり師・きゅう師

＊８ 高卒　 ３年以上 (公財)東洋療法研修試験財団　(TEL)03-3431-8771
(URL)http://www.ahaki.or.jp/

柔道整復師 高卒 ３年以上 (公財)柔道整復研修試験財団　(TEL)03-6205-4731
(URL)http://www.zaijusei.com

言語聴覚士 高卒 ３年以上
(一財)医療研修推進財団
(TEL)03-3501-6592
(URL)http://www.pmet.or.jp/

救急救命士 高卒 ２年以上 (一財)日本救急医療財団
(TEL)03-3835-1199　(URL)http://www.qqzaidan.jp

衛生

製菓衛生師 中卒 １年以上 各都道府県庁製菓衛生師試験担当部局

理容師
＊９ 高卒　

２年以上 (公財)理容師美容師試験研修センター
(TEL)03-5579-0911
(URL)http://www.sb.rbc.or.jp美容師 ２年以上

商業実務
社会保険労務士 高卒 ＊10 ２年以上　

全国社会保険労務士会連合会　試験センター
(TEL)03-6225-4880
(URL)http://www.sharosi-siken.or.jp/

税理士 高卒 ＊11 ２年以上　 各国税局・国税事務所　(TEL)03-3581-4161(内)3634
(URL)http://www.nta.go.jp/ 国税審議会会長

文化・
　教養 学芸員 高卒 ＊12 ４年以上　

文部科学省　生涯学習政策局社会教育課
(TEL)03-5253-4111
(URL)http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/
gakugei/

文部科学大臣

＊1　一部実務経験が必要な場合あり。
＊2、3、4　卒業後２年間は実技試験免除
＊5　修業年限４年制の場合、高卒も可
＊6　��修業年限２年以上、総授業時数1,700時間以上の専門課程修了者で化学に関する学科又は課程を修了した者、または化学に関す
る授業科目を15単位以上修得した者。

＊7　��検定職種に関する学科の大学入学資格付与課程、大学編入資格付与課程、大学院入学資格付与課程を修了した者。また、これ
らの課程であれば、在学中に３級の受験が可能であり、３級を合格すれば在学中であっても２級の受験資格が与えられる（技
能検定（約130職種）は工業以外の分野についても実施)。

＊8　視覚障害者は中卒コースあり。修業年限はそれぞれ異なる。
＊9　厚生労働省令の要件に該当する中卒者は入学可
＊10���修業年限２年以上、総授業時数1,700時間以上の専門課程修了者。
＊11�修業年限２年以上、総授業時数1,700時間以上の専門課程修了者で、法律または経済学に関する科目を１科目以上履修した者。
＊12�修業年限４年以上、総授業時数3,400時間以上の専門課程修了者。

③専修学校卒業後一定の実務経験で取得
分野 資格名 入学資格 修業年限 実務年数 問い合わせ先 資格認定者

工業

測量士 高卒 １年以上 ２年以上
国土交通省　国土地理院
(TEL)029-864-1111
(URL)http://www.gsi.go.jp/

国土交通大臣

第２種電気主任技術者 高卒 ２年以上 ５年以上 (一財)電気技術者試験センター
(TEL)03-3552-7691
(URL)http://www.shiken.or.jp/

経済産業大臣
第３種電気主任技術者 高卒 ２年以上 ２年以上

④専修学校卒業後一定の実務経験で受験資格を取得
分野 資格名 入学資格 修業年限 実務年数 問い合わせ先 資格認定者

工業
２級土木施工管理技士 高卒 ２年以上 ２年以上 (一財)全国建設研修センター　土木試験課

(TEL)042-300-6860
(URL)http://www.jctc.jp/

国土交通大臣
１級土木施工管理技士 高卒 ２年以上 ５年以上
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工業

２級建築施工管理技士 高卒 ２年以上 ２年以上 (一財)建設業振興基金試験研修本部
(TEL)03-5473-1581
(URL)http://www.fcip-shiken.jp

国土交通大臣

２級電気工事施工管理技士 高卒 ２年以上 ２年以上
１級電気工事施工管理技士 高卒 ２年以上 ５年以上

１級建築士 高卒 ２年以上 修業年限により異なる
(公財)建築技術教育普及センター
(TEL)03-6261-3310
(URL)http://www.jaeic.or.jp

農業 ２級造園施工管理技士 高卒 ２年以上 ２年以上

(一財)全国建設研修センター　
造園試験課
(TEL)042-300-6866
(URL)http://www.jctc.jp/

国土交通大臣

衛生 管理栄養士 高卒

２年 ３年以上 厚生労働省　健康局健康課栄養指
導室
(TEL)03-3595-2440
(URL)http://www.mhlw.go.jp/ 厚生労働大臣

３年 ２年以上
＊1４年　 １年以上

教育・社
会福祉

社会福祉士 高卒 ＊2２年以上 修業年限により異なる (公財)社会福祉振興・試験センター
(TEL)03-3486-7559
(URL)http://www.sssc.or.jp/精神保健福祉士 高卒 ＊2２年以上 修業年限により異なる

＊1���管理栄養士養成施設（４年）の場合、卒業後、受験資格を取得
＊2���修業年限４年で、一定の要件を満たした専門課程修了者は、卒業後受験資格を取得

⑤専修学校卒業により試験の一部が免除
分野 資格名 免除される試験 問い合わせ先 資格認定者

工業

土地家屋調査士 測量士補資格所持者
は一部試験が免除

各地の法務局、地方法務局の総務課　法務省
(URL)http://www.moj.go.jp/ 法務大臣

陸上特殊無線技士 一部試験科目が免除 (公財)日本無線協会　(TEL)03-3533-6022
(URL)http://www.nichimu.or.jp/

総務大臣
工事担任者 一部試験科目が免除 (一財)日本データ通信協会　電気通信国家試験センター

(TEL)03-5907-6556　(URL)http://www.denkyo.or.jp

基本情報技術者 一部試験科目が免除 (独)情報処理推進機構　(TEL)03-5978-7600
(URL)http://www.jitec.ipa.go.jp/ 経済産業大臣

⑥専修学校において受験のための教育がなされている
分野 資格名 問い合わせ先 資格認定者

工業 応用情報技術者 (独)情報処理推進機構
(TEL)03-5978-7600　(URL)http://www.jitec.ipa.go.jp/ 経済産業大臣

商業実務

司法書士 法務局及び各地方法務局
(URL)http://www.moj.go.jp/ 法務大臣

公認会計士 公認会計士・監査審査会
(TEL)03-3506-6000　(URL)http://www.fsa.go.jp/

公認会計士・監
査審査会会長

不動産鑑定士 国土交通省　土地・建設産業局地価調査課
(TEL)03-5253-8111　(URL)http://www.mlit.go.jp 国土交通大臣

中小企業診断士 (一社)中小企業診断協会
(TEL)03-3563-0851　(URL)http://www.j-smeca.jp/ 経済産業大臣

行政書士 (一財)行政書士試験研究センター
(TEL)03-3263-7700　(URL)http://gyosei-shiken.or.jp 総務大臣

弁理士 特許庁　総務部秘書課弁理士室
(TEL)03-3581-1101　(URL)http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 特許庁長官

通関士 各地の税関の通関業監督官　(URL)http://www.customs.go.jp/ 財務大臣

商業実務

国内旅行業務取扱管理者 (一社)全国旅行業協会
(TEL)03-5401-3666　(URL)http://www.anta.or.jp

国土交通大臣総合旅行業務取扱管理者 (一社)日本旅行業協会
(TEL)03-3592-1277　(URL)http://www.jata-net.or.jp

通訳案内士 日本政府観光局
(TEL)03-3216-1903　(URL)http://www.jnto.go.jp/

宅地建物取引主任者 (一財)不動産適正取引推進機構試験部
(URL)http://www.retio.or.jp/siken.html 都道府県知事
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◆その他主な資格・検定◆
専修学校において受験のための教育がなされている
分野 資格名 資格認定者

工業

情報検定(Ｊ検) (一財)職業教育・キャリア教育財団　(TEL)03-5275-6336　(URL)http://jken.sgec.or.jp/
インテリアプランナー (公財)建築技術教育普及センター　(TEL)03-6261-3310　(URL)http://www.jaeic.or.jp/
インテリアコーディネーター (公社)インテリア産業協会　(TEL)03-5379-8600　(URL)http://www.interior.or.jp
ＣＡＤ利用技術者試験 (一社)コンピュータソフトウェア協会　(URL)http://www.csaj.jp/cad/

ＣＧクリエイター･エンジニア検定 (公財)画像情報教育振興協会
(TEL)03-3535-3501　(URL)http://www.cgarts.or.jp/マルチメディア検定

福祉住環境コーディネーター検定 東京商工会議所検定センター　(TEL)03-3989-0777　(URL)http://www.kentei.org/

トレース技能検定 (一財)中央工学校生涯学習センター
(TEL)03-5814-1465　(URL)http://chuoko-center.or.jp

農業 フラワーデザイナー (公社)日本フラワーデザイナー協会　(TEL)03-5420-8741　(URL)http://www.nfd.or.jp

教育・社
会福祉

健康運動実践指導者 (公財)健康・体力づくり事業財団
(TEL)03-6430-9115　(URL)http://www.health-net.or.jp健康運動指導士

臨床美術士 ＮＰＯ法人　日本臨床美術協会　(TEL)03-5282-0226

商業実務

ビジネス能力検定
ジョブパス(Ｂ検)

(一財)職業教育・キャリア教育財団
(TEL)03-5275-6336　(URL)http://bken.sgec.or.jp/

簿記検定
日本商工会議所　(TEL)03-5777-8600　(URL)http://www.kentei.ne.jp

リテールマーケティング（販売士）検定
秘書検定 (公財)実務技能検定協会　(TEL)03-3200-6675　(URL)http://jitsumu-kentei.jp/HS/index

社会人常識マナー検定 (公社)全国経理教育協会
(TEL)03-3918-6131　(URL)http://www.zenkei.or.jp/簿記能力検定

観光英語検定 全国語学ビジネス観光教育協会　(TEL)03-5275-7741　(URL)http://www.zgb.gr.jp/

ファイナンシャル・プランナー
ＮＰＯ法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
(TEL)03-5403-9700　(URL)http://www.jafp.or.jp
(一社)金融財政事情研究会　(TEL)03-3358-0771　(URL)http://www.kinzai.or.jp

医療秘書技能検定 (一社)医療秘書教育全国協議会　(TEL)03-5675-7077　(URL)http://www.medical-secretary.jp/
診療情報管理士 (一社)日本病院会　(TEL)03-5215-6647　(URL)http://www.jha-e.com

服飾・家
政

ファッションビジネス能力検定

(一財)日本ファッション教育振興協会
(TEL)03-6300-0263　(URL)http://www.fashion-edu.jp

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
ファッション色彩能力検定

文化・教
養

実用英語技能検定 (公財)日本英語検定協会　(TEL)03-3266-8311　(URL)http://www.eiken.or.jp/
トレーニング指導士 (公財)日本体育施設協会

(TEL)03-5972-1983　(URL)http://www.jp-taiikushisetsu.or.jpスポーツプログラマー
カラーコーディネーター検定 東京商工会議所検定センター　(TEL)03-3989-0777　(URL)http://www.kentei.org

色彩士検定 ＮＰＯ法人　全国美術デザイン教育振興会
(TEL)03-5213-4476　(URL)http://www.adec.gr.jp

アスレティックトレーナー (公財)日本体育協会　(TEL)03-3481-2226　(URL)http://www.japan-sports.or.jp

TOEIC (一財)国際ビジネスコミュニケーション協会
(TEL)03-5221-6033　(URL)http://www.toeic.or.jp


