
岐阜女子大学

１年 ２年 ３年 ４年

教科及び教科の指導法に関する科目（家庭）と教育の基礎理解に関する科目を履修

・教科及び教科の指導法に関する科目　　(中28単位　高24単位)

　（家政学概論　家庭管理学　家族関係学　被服学概論　被服構成実習 　　　（中のみ） 教育実習

  　食品学概論　栄養学概論　調理学実習Ⅰ　住居学概論　保育・家庭看護学　

中・高教諭 　　家庭科教育法　等）

１種免許 ・教育の基礎理解に関する科目等　　(中29単位　　高25単位)

（家庭） 　（教育原理　教師論　教育心理学　特別支援教育　教育課程論　教育実習　等）

これ以外に、日本国憲法　スポーツと健康　外国語などの履修が必要です。

一般社団法人　日本衣料管理協会が認定した、本学の以下の科目を履修し、

資格取得の申請をすることによって、資格が取得できる。
材料：被服材料学　繊維学実験　材料学実験

加工・整理：被服整理学　染色加工学実験

衣料管理士

（2級）

教科及び教科の指導法に関する科目（小）と教育の基礎理解に関する科目を履修

・教科及び教科の指導法に関する科目　　(30単位)

　（初等科教育法（国語）　初等科教育法（社会）　初等科教育法（算数） 教育実習

小学校教諭 　　初等科教育法（理科）　　初等科教育法（生活）　　初等科教育法（音楽）　等）

１種免許 ・教育の基礎理解に関する科目等　　(29単位)

　（教育原理　教師論　教育心理学　特別支援教育　教育課程論　教育実習　等）

これ以外に、日本国憲法　スポーツと健康　外国語などの履修が必要です。

大学で定められた科目を履修し、博物館実習が必要　　

　生涯学習論　博物館経営・情報論　博物館資料　教育学概論　等　(必修15単位)

学芸員 ・文化史系　（日本文化史　文化財学　伝統文化論　等）　 博物館実習

・美術史系　（日本書道史　中国書道史）　　　　　　　　　　　　(2系列以上8単位以上選択) 　　　　　　　　

・民俗学系　（人と民俗　儀礼と民俗　文化人類学）

法令で定められた科目を履修    (必修20単位　　選択4単位以上)

　図書館概論　図書館経営論　図書館サービス論　情報サービス概論

図書館司書 　レファレンスサービス演習　情報検索演習　図書館資料論　等

小中高教諭免許を有し定められた科目を履修　　　(必修10単位)

学校経営と学校図書館　学校図書館とメディアの構成　　他3科目

企画・設計・生産：アパレル企画演習　被服構成学　被服構成応用実習　ファッションデ
ザイン論　アパレルデザイン表現演習　テキスタイル造形実習　服飾デザイン文化論
色彩学　色彩学演習

流通・消費：消費科学　消費生活論　消費生活演習　生活情報学概論　生活情報処理演
習

中学校・高等学校で教員として働くために
必要な免許です。

*高度な専門性と実践的指導力、豊かな人
間性と正しい判断力を備えた人材を育成し
ます。
*「教員になりたい！」と強い意志を持てる
ようにバックアップします。

テキスタイル製品の企画・設計・販売・品質
保証・消費者への対応について豊富な知
識や技術、知恵と工夫により人々の生活
に貢献するスペシャリストです。

生活全般を幅広く学び、テキスタイル製品
に関する知識や技術を身につけ、アパレル
メーカーやファッション業界、家庭科の教員
として活躍できる人材を育成します。

小学校で教員として働くために必要な免許
です。

*高度な専門性と実践的指導力、豊かな人
間性と正しい判断力を備えた人材を育成し
ます。
*「教員になりたい！」と強い意志を持てる
ようにバックアップします。

生活科学科　生活科学専攻　資格取得のためのてびき（大学での取得資格）

資　格 めざせる職業　・　備考

採用試験に合格すると、公立の中学や高等学校の家庭科教員として働くことが
できます。採用試験に受からなくても常勤講師・非常勤講師として仕事をすること
が多くあります。ほかに特別支援学校、学習塾の講師などにつく人も見られま
す。

概要・本専攻で育てる人材
取得のためのスケジュール

　　　　　　　　介護等体験

履修が必要な科目

採用試験に合格すると、公立の小学校の教員として
働くことができます。採用試験に受からなくても常勤
講師・非常勤講師として仕事をする人も多くみられま
す。

テキスタイル製品の企画・設計・販売の仕事において、消費者情報やマーケット
情報などの収集や分析ができます。
テキスタイル製品の販売では消費者に適切なアドバイスができます。
テキスタイル製品の問題や事故に対応し、より良い製品作りに反映させます。
アパレル関連企業の「お客様相談室」などで消費者対応ができます。
テキスタイル製品を利用し、生活を豊かにできます。

学校図書館
司書教諭

学校図書館での司書業務

博物館の学芸員
市町村役場の職員（公務員）として学芸員資格を活かせる
部局での勤務
民間企業等

図書館司書
市町村役場の職員（公務員）として司書資格を活かせる部局
民間企業等

小中高校の書簡において必要な資料を収
集保存し児童・生徒の教養を育成します。

博物館が収集・保管する資料を取扱い、そ
れらの専門的な研究をします。

図書の関連資料を扱う図書館専門職で
す。

(テキスタイル
アドバイザー）

申請手続き

実習費：学校 ４Ｗ 40,000円

介護等体験 15,000円

申請費用：3,500円（1免許につき）

申請手続き

実習費：学校 ４Ｗ 40,000円

介護等体験 15,000円

申請費用：3,500円（1免許につき）

課程履修費：なし

申請手続き

課程履修費・ 実習費は

別途必要

課程履修費は別途必要

課程履修費は別途必要



岐阜女子大学

１年 ２年 ３年 ４年

繊維製品

品質管理士

（ＴＥＳ）

3級：7,000円　　2級：10,000円　　1級：15,000円　　UC級：6,000円

（1級1次試験合格者は2次試験があります）

大学で受験申し込みができ、大学が試験会場になります。 誰でも受験できます。

3級：3,300円　　2級：5,400円　　1級：9,700円 関連科目あり 関連科目3年前期に開講

レポート提出：14回

スクーリング：59回

説明会 　・衛生法規　　　 ・公衆衛生学

　・食品衛生学　　・栄養学

　・食品学　　　　　・社会学

申込手続き 　・製菓理論　　 　・製菓実習

試験

4月説明会

開講科目 試験あり

試験

誰でも受験できます。

実務技能検定

秘書検定

11月　試験

誰でも受験できます。

11月試験

誰でも受験できます。

指定科目履修者は受験することができます。

フード＆テーブルコーディネート論

後期関連科目あり

終了認定試験

指定科目受講

大学で受験申し込みができ、大学が試験会場になります。実技および筆記試
験があります。

検定料　2級　15,000円　　　3級　12,000円

「食空間コーディネーター」はNPO法人食空間コー
ディネート協会が認定する民間資格です。
日本の食卓、食空間、生活文化を楽しく、美しく、快適
にし心豊かな暮らしを創造できます。あらゆる食の場
面での食空間をプロデュースできる知識を身につけ
ます。

食空間
コーディネーター

3級

家庭科の食物分野の科目担当に有効
な知識を得ることができます。
毎日の食卓、パーティー、食のイベント
企画などにも役立ちます。

「フード＆テーブルコーディネート論」を履修後終了認定試験を受験します。
資格取得認定料　7,500円

製菓衛生師

「製菓衛生師」は、菓子製造業に従事する者の資質
を向上させ、公衆衛生の向上と増進に寄与するため
の国家資格です。

お菓子を作る技術はもちろん、お菓子の成分から衛
生面まで幅広い知識をもったお菓子のエキスパート
が製菓衛生師です。

京都製菓技術専門学校の通信教育部に入学し、通信教育と夏・春休みで行
うスクーリング学習（専門学校教員による講義と製菓実習）を2年間受講する
と、受験資格を取得できます。

国家試験は都道府県毎に年1回行われ、どこでも受験できます。合格すると
「製菓衛生師」を取得できます。

費用は254,710円（テキスト代込・2回分納可）です。

メディカル
クラーク・医科
（医療事務）

社会に出て働くために備えておいたほ
うがよい、知識と技能が身につきます。仕事をする上での常識、マナー、知識に関する検定

試験です。「人柄育成」「職務知識」「一般知識」「マ
ナー・接遇」「ビジネス場面での知識」などが主です。

大学で受験申し込みができ、大学が試験会場になります。1年生後期に関連
授業があり、2級合格をめざします。

検定料　　2級：4,100円　　　準1級　5,800円

消費者力検定

消費生活に対する自分の現状を知ると
ともに、より充実した生活を目指し消費
者力を高めることができます。

家庭科の食物分野の科目担当に有効
な知識と技術を得ることができます。
ホームプロジェクト等の指導にも活かす
事ができます。

9月　試験
文部科学省後援

家庭料理技能検定

一般的な消費生活で、日常的に見聞きするまたは経
験するような内容（9テーマ）を中心に構成し、消費生
活に関する基礎的な知識習得に役立ちます。

大学で受験申し込みができ、大学が試験会場になります。3年生夏季課題の
確認試験として受験します。
検定料（団体受験）　　基礎コース：1,500円　　応用コース：2,500円

家族の健康管理に大切な家庭料理に栄養学と料理
学を組み合わせた実践的な技術を認定する資格で
す。文部科学省認定のため全国共通基準で高い評
価を受けています。

資　格

生活科学科　生活科学専攻　資格取得のための手引き　（その他の資格）                                                                                    岐阜女子大学

ＴＥＳになるには日本衣料管理協会の行う認定試験に合格しなければなりま
せん。試験は短答式と記述式の2つに分かれ、短答式では繊維製品の品質
管理の業務に必要とされる基礎知識を、記述式ではその応用力を試します。
科目数は短答式が3科目、記述式が2科目です。
◆ 受験料［Ａ］ 　14,300円（初受験の場合）
◆ 受験料［Ｂ］　 11,000円（継続受験の場合）
◆ 「繊維一般」免除判定申請料   6,600円(免除申請者のみ)
◆ 登録料   12,100円（全科目合格者のみ）

　

誰でも受験できます。

11月に冬季色彩検定試験

　　　　　　5月　　　出　願

6月に夏季色彩検定試験

消費者に供給される繊維製品の品質・性能の向上を
はかったり、繊維製品の品質について、消費者からク
レームがでないように、それらの製品の製造や販売
を行う企業のなかで活躍するスペシャリストです。

誰でも受験できます。

資格取得の有効性・備考

専門的な医療事務能力を有する者に与えられる称号
の一つで、（財）日本医療教育財団が認定するもので
す。

メディカルクラークには、医科・歯科があります。主に
診療報酬請求や窓口業務を行い、医療費に関わる
専門職として重要な役割を担います。

本専攻は医療事務資格対象学科として認可されているため、本学在学生
は、医療事務に関する専門科目4科目を1年間受講（土曜全日）すると受験資
格が取得できます。

受験料：7,700円
認定試験：1月または2月

他の学年でも可能

　　　　　　7月　　　試　験

色に関する幅広い知識や技能を問う検定試験です。
幅広い職種の人が受験しています。

文部科学省後援
編物技能検定

概要

色彩検定

取得方法

メディカルクラークの資格を持ち医療施
設の受付、医療費の計算などを行いま
す。
資格があることで
即戦力となります。
女性に人気の資格
です。

　医療事務総論

　医療事務演習

　医療実務

　医療実務演習

履修が必要な科目
取得のためのスケジュール

家庭科の専門高校で被服に関する科
目を担当するのに有利になります。
ファッションショーなどの作品製作指
導、クラブ活動、ホームプロジェクト等
多くの活動に活かすことができます。

家庭科の専門高校で食物に関する科
目を担当するのに有利になります。
クラブ活動、ホームプロジェクト等多くの
活動に活かすことができます。

編物の基礎技術から素材・色彩・歴史など専門分野
まで幅広い知識が求められる検定です。

インテリア・ファッション・グラフィックなど
のいわゆるデザイナーや、販売、企画
などの職業に有利です。
色はあらゆる場面で有効に活用するこ
とができ、教員では被服関連、住居関
連科目に必要です。各種イベントに力
が発揮できます。

ファッションビジネスには必須資格で
す。ＴＥＳのニーズは高まっています。
業界と消費者のパイプ役として活躍し
ます。
家庭科の特に被服分野で専門的な知
識を持って教えることができます。

9月　第3日曜日　検定


