Acquiring certifications for your career
資格取得

卒業後に夢の舞台で活躍するために。めざす進路に必要な資格を学部ごとにサポートします。
学部

学 科 ／ コ ース

めざす資格

※教員免許に関わる授業科目は、
千葉東金キャンパスで開講しています。

めざす進路

学部

学 科 ／ コ ース

めざす資格

めざす進路

看護師／保健師※1／
養護教諭一種免許／ 衛生管理者／

看護学部

看護学科

※1…定員40名
※2…2016年4月課程開講に向け準備中。
※3…2016年4月課程開講に向け指定申請準備中。

病院／有料老人ホーム／特別養護老人ホーム／

薬剤師／健康食品管理士／

病院／調剤薬局／ドラッグストア／

各種医療関連技術者

製薬会社／官公庁／大学院進学

保育士／幼稚園教諭／社会福祉士

エイベックス・ダンスマスター

企業の保険部門／治験施設支援機関

保育所保育士／幼稚園教諭／こども園の保育士・

子ども福祉コース

●映像芸術コース

訪問看護ステーション／小・中・高校の保健室／

メディア学部

幼稚園教諭／児童福祉施設の保育士・児童指導員／
児童相談所の専門職（公務員）／児童館／子育て支援

メ ディア 情 報 学 科

医療薬学科

薬学部

精神保健福祉士※2／助産師※3

福祉総合学科

福祉総合学部

介護福祉コース

介護福祉士／社会福祉士／
中学校教諭一種免許（社会）／
高等学校教諭一種免許（公民・福祉）

社会福祉士／精神保健福祉士／

社会福祉コース

高等学校教諭一種免許（公民・福祉）

精神保健福祉士／社会福祉士／
中学校教諭一種免許（社会）／
高等学校教諭一種免許（公民・福祉）

理学療法学科

環境社会学部

環境社会学科

●共通
カラーコーディネーター検定／

アートディレクター／デザイナー／

会計ファイナンスコース
情報・メディア
マネジメントコース
グローバルビジネス・
マーケティングコース

千 葉 東 金 キャンパス

公共マネジメントコース

スポーツ
マネジメントコース

情報マネジメントコース
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児童福祉施設の児童指導員／医療機関・地域包括

ITパスポート／基本情報技術者／
応用情報技術者／高度情報処理技術者

TOEIC®600点以上／
IATAディプロマ／通関士

ニュース検定／
各種公務員
（採用試験）
中学校・高等学校教諭第一種免許（保健体育）
／
健康運動実践指導者／スポーツリーダー／
アシスタントマネジャー／
初級障害者スポーツ指導員／
ベーシックライフサポート
（BLS）

Microsoft Oﬃce Specialist
（Word、Excel、PowerPoint）
ITパスポート／基本情報技術者／
応用情報技術者

比較文化コース

支援センタースタッフ／教員
（社会・公民・福祉）
医療機関の精神科ソーシャルワーカー／精神保健
福祉関連施設の相談員・支援スタッフ／福祉事務所の
ケースワーカー／高齢者・障がい者福祉関連施設の
相談員・支援員／教員
（社会・公民・福祉）

環境ビジネス／行政／食品関連分野／

公認会計士／税理士／

高等学校教諭一種免許
（公民・情報）

システムエンジニア／プログラマー／
TVディレクター／映像クリエイター／
サウンドエンジニア／作曲家／
サウンドクリエイター／
Webデザイナー／CMプランナー／
教員
（社会・公民・情報） など

生活相談員・生活支援員／MSW（医療ソーシャル

eco検定／食生活アドバイザー／
生活園芸士／ビオトープ管理士®／

日本商工会議所簿記検定試験1、2級

マルチメディア検定／Webデザイナー検定／
中学校教諭一種免許
（社会）
／

ワーカー）／社会福祉協議会の福祉専門職員／

訪問リハビリテーション事業所

TOEIC®600点以上

基本情報技術者／ITパスポート／
Avid Media Composer 認定／

福祉専門職員／教員
（社会・公民・福祉）

病院／診療所／高齢者福祉施設／

販売士3級・2級／

など

CGクリエイター検定／

クロスメディアコース

旅行業務取扱管理者／

公務員／教員
（英語・社会・地理歴史）／
文化関連産業／旅行業・ホテル・商社／

教員／学芸員

広告・出版業界／大学院

教員／学芸員／秘書検定／

文化関連企業・団体／広告・出版業界／

日本語教育能力検定／

公務員／教員
（国語・社会・地理歴史）／

日本漢字能力検定

博物館・美術館／大学院
総合商社・中国進出企業／

中国言語文化コース

韓国言語文化コース

緑地設計・園芸分野／健康・福祉関連分野／
環境教育／アグリ・ビジネス

日本文化コース

TOEIC®／

中国語検定／HSK（漢語水平考試）

中国系企業／航空・観光・サービス業／
公的機関・通訳・翻訳

「ハングル」能力検定／
TOPIK（韓国語能力試験）

国際人文学部

メーカー／卸売業／小売業／

TOEIC®／通訳案内士／

サービス業（業界を問わず）／

各種外国語検定／

営業／販売／企画／物流 など

国際交流学科

東 京 紀 尾 井 町 キャンパス

総合経営学科

経営情報学部

グローバルビジネス・
マーケティングコース

企画・宣伝関連／一般企業

Avid Pro Tools認定

医療機関のスタッフ／社会福祉協議会の

理学療法士／

福祉住環境コーディネーター

アニメーションクリエイター／

色彩検定／

施設のケアスタッフ／障害者支援施設の支援員／

レクリエーション・インストラクター

園芸療法士／アロマコーディネーター／

声優／アナウンサー／芸能プロダクション／

●クロスメディアコース

国際文化学科

福祉心理コース

中学校教諭一種免許（社会）／

TV番組制作会社／照明・音響／
舞台監督／ステージスタッフ／俳優／

映像芸術コース

センターの専門スタッフ／学童保育の指導員
介護老人福祉施設のケアスタッフ／介護老人保健

映画監督／演出家／カメラマン／

公認会計士／税理士／
コンサルティング／銀行／
信用金庫／証券会社／保険会社 など
企業などの組織内ICT活用スペシャリスト／
ICT部門管理者／Webサイト管理者／

国際コミュニケーションコース

旅行業務取扱管理者／
秘書技能検定（秘書検定）／
Microsoft Ofﬁce Specialist

国際アドミニストレーションコース

外資系企業／航空会社／鉄道会社／

韓国系企業／韓国語・日本語教員／
航空・観光・サービス業／運輸・卸業

航空・空港関連企業／客室乗務員／
ホテル・旅行関連企業／教員
（英語）／
日本語教員／児童英語指導員／
広告・出版／金融・保険業／サービス業

TOEIC®／通訳案内士／
各種外国語検定／旅行業務取扱管理者／

システムエンジニア など

公的機関・韓国進出企業／

秘書技能検定（秘書検定）／
Microsoft Ofﬁce Specialist／
ファイナンシャル・プランニング技能検定

運輸会社／国際物流企業／国際団体職員／

国内外の一般企業／行政組織／
国際ボランティア組織／NGO・NPO／
教員
（社会・公民）／金融・保険業／サービス業

（ファイナンシャル・プランナー）

その他一般企業 など
警察官／消防官／
市役所／地方上級／
国税専門官／国家公務員 など

総合・国内旅行業務取扱管理者／

中学校、高等学校保健体育科教諭／
スポーツ関連企業／
健康づくり関連企業 など

観光学部

ウェルネスツーリズム学科

旅行企画・管理者／ツアーコンダクター／

旅程管理主任者／世界遺産検定／

ホテルマネージャー／コンシェルジュ／

旅行地理検定／

テーマパークプランナー／

語学系検定（TOEIC®・観光英語検定・

フライトアテンダント／

中国語検定・ハングル能力検定・

空港グランドスタッフ／

スペイン語検定 など）／

観光イベントプランナー／

自然体験活動リーダー／

観光農林漁業マネージャー／

IT関連企業／一般企業の情報システム部門のシステムアナリスト／

サービス介助士／夜景鑑賞士検定／

健康関連産業等インストラクター／

システムエンジニア／プログラマ一般企業の企画／

簿記検定

コンサルタント／観光協会／行政職員／大学院

営業など様々な分野でICTを活用するスペシャリスト など

Josai International University
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