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セミナー後

・どんな学校があるか分

かった！

・どうすれば学校に入れ

るか分かった！

・学費がいくらか分かった！

・日本語をどれくらい勉強す

ればいいか分かった！
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今の状態・・・

・どんな高校、大学、専門

学校があるの？

・どうすれば、行きたい学

校に入れるの？

・学費はいくらかかるの？

・日本語はどれくらいでき

れば大丈夫？

がっこう

今日のセミナーのゴール
きょう



第１部 高校のしくみを知ろう

その１ どんな高校があるの？

↓

その２ どうすれば高校に入れるの？

↓

その３ 学費はいくらかかるの？

↓

その４ 日本語はどれくらいできればいいの？

だい ぶ こう こう し

こう こう

こう こう はい

がく ひ

に ほん ご

33



義務教育とは何か？

・必ず受けなければいけない教育のこと

・国によって年数が異なる

・日本は、小学校６年、中学校３年の計９年

・高校は義務教育ではないので、行くかどうか

自分で決めてよい

・日本国内で高校に進学する人は約９９％
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ぎ む きょう いく なに

かなら う きょう いく

くに ねんすう ことな

に ほん しょう がっこう ねん ちゅう がっ こう ねん けい ねん

こう こう ぎ む きょういく い

じ ぶん き

に ほん こくない こうこう しんがく ひと やく
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ブラジル 初等学校 9年 高校 3年 あり 2月～12月 半日制授業

ペルー 小学校 6年 4月～3月 半日制授業中学校 5年

フィリピン 初等学校 6年 6月～3月 半日制授業中等学校 6年

ベトナム 小学校 5年 高校 3年 9月～5月 半日制授業中学校 4年

中国 小学校 6年 高校 3年 9月～7月中学校3年

学校年度

全日制授業

韓国 小学校 6年 高校 3年 3月～2月中学校3年 全日制授業

国名 学校制度 落第 授業時間

：義務教育

あり

あり

あり

あり

あり

日本 小学校 6年 高校 3年 4月～3月中学校3年 なし 全日制授業

各国の義務教育
かっ こく ぎ む きょう いく
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に ほん がっ こう
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24 歳
さい 日本の学校のしくみ

宇都宮大学多言語ガイダンス資料より一部加工



高校とは何か？

①中学校を卒業した人が行ける

②入学試験を受ける必要がある

③専門的なことを学ぶ

④働きながら学ぶこともできる

⑤学費を払う

⑥進級や卒業ができない場合がある

⑦高校を卒業すると大学や専門学校に進学で
きる
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こう こう なに

ちゅうがっこう そつぎょう ひと い

にゅうがく し けん う ひつよう

せんもん てき まな

はたら まな

がく ひ はら

しんきゅう そつぎょう ば あい

こう こう そつぎょう だいがく せんもんがっこう しんがく
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高校の種類①～学ぶ時間帯～

●全日制・・・日中（朝から夕方まで）授業が

ある。通常３年で卒業

●定時制・・・午前、午後、夜間の３部制の授業

３～４年で卒業

●通信制・・・学校に通わず、自宅で課題をやり

提出する。最短で３年で卒業、人によって

それ以上かかる
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こう こう しゅ るい まな じ かん たい

ぜんにちせい にっちゅう あさ ゆうがた じゅぎょう

つうじょう ねん そつぎょう

てい じ せい ご ぜん ご ご や かん ぶ せい じゅぎょう

ねん そつぎょう

つう しん せい がっこう かよ じ たく か だい

ていしゅつ さいたん ねん そつぎょう ひと

い じょう
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高校の種類②～学ぶ内容～

●普通・・・国語、数学、英語、理科、社会など、

中学校で学んだ教科をさらに深く学ぶ

●商業・・・会計、流通、情報、ビジネス等を学ぶ

●工業・・・機械、電気、建築、土木等を学ぶ

●農業・・・作物、家畜、食品、園芸等を学ぶ

その他、さまざまな学科があります
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こう こう しゅ るい まな ない よう

ふ つう こく ご すう がく えい ご り か しゃ かい

ちゅうがっこう まな きょうか ふか まな

しょうぎょう かい けい りゅう つう じょうほう など まな

こうぎょう き かい でん き けんちく ど ぼく など まな

のうぎょう さく もつ か ちく しょく ひん えんげい など まな

た がっ か
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高校の種類③～公立と私立～

●公立・・・県立、市立などがある。全日制、

定時制、通信制があり、学科の種類も多い。

学費は私立より安い

●私立・・・民間が立てた学校。群馬県の私立

高校はほとんど全日制（一部通信制）。学科は

普通科が多い。学校運営は公立より自由なの

で、大学進学やスポーツに力を入れている。

学費は公立より高い
10

こう こう しゅ るい こう りつ し りつ

こう りつ けんりつ し りつ ぜんにちせい

てい じ せい つう しん せい がっか しゅるい おお

がく ひ し りつ やす

し りつ みんかん た がっこう ぐん ま けん し りつ

こうこう ぜんにち せい いち ぶ つうしん せい がっか

ふ つう か おお がっこう うんえい こうりつ じ ゆう

だいがく しんがく ちから い

がく ひ こう りつ たか
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高校入学までの流れ

出願 （願書と受験料を高校に提出）

↓

入学試験 （国、数、英、理、社、作文、面接など）

↓

発表

↓

入学 （入学金等の納入）

※公立、私立で出願や入試の時期が異なります
11

こう こう にゅう がく なが

しゅつがん がん しょ じゅ けん りょう こう こう ていしゅつ

にゅうがく し けん こく すう えい り しゃ さくぶん めんせつ

はっぴょう

にゅう がく にゅう がく きん など のうにゅう

こう りつ し りつ しゅつがん にゅう し じ き こと
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出願について

＜公立＞
●前期、後期の２回(定時制は１回）。再募集がある
●１校１学科のみ出願できる
●１回の受検料：全日制2,200円、定時制・フレック
ス950円、通信制無料

＜私立＞
●特待、推薦、一般がある
●２校以上に出願できる
●１回の受験料：15,000円前後

12

しゅつ がん

こうりつ

ぜん き こう き かい てい じ せい かい さい ぼ しゅう

こう がっ か しゅつがん

かい じゅ けん りょう ぜん にち せい えん てい じ せい

えん つう しん せい む りょう

し りつ

とく たい すいせん いっ ぱん

こう い じょう しゅつがん

かい じゅ けん りょう えん ぜん ご
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外国人生徒について注意すること（1）

●受験資格
日本の中学校を卒業していない外国籍生徒が、
日本の高校の受験資格を得るために必要なこと：

（1） 母国で9年間の教育課程を修了していること。
⇒出願手続きの時に、修了の証明書と第９学年
の成績証明書が必要（日本語訳も付けること）

（2） または、日本の中学校卒業程度認定試験に
合格していること。
⇒この試験は1年に1回（10月）。
国語、英語、数学、理科、社会の試験。

がい こく じん せい と ちゅう い

じゅ けん し かく

に ほん ちゅう がっこう そつぎょう がい こく せき せいと

に ほん こう こう じゅ けん し かく え ひつ よう

ぼ こく ねん かん きょう いく か てい しゅう りょう

に ほん ちゅう がっ こう そつ ぎょう てい ど にん てい し けん
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ごう かく

しゅつがん て つづ とき しゅう りょう しょう めい しょ だい がく ねん

せい せき しょう めい しょ ひつ よう に ほん ご やく つ

し けん ねん かい がつ

こく ご えい ご すう がく り か しゃ かい し けん



外国人生徒について注意すること（2）

●日本在住が通算3年以内の外国籍生徒

2022年2月1日現在で、日本に入国後の在住期間
が通算で3年以内の場合、出願の時に特別な
申請書を高校に提出することで、以下の措置が
ある。

（1） 前期試験：海外での学習状況なども考慮
して、合格・不合格を判断する。

（2） 後期試験：科目が5科目から3科目（国語、
英語、数学）に減る。作文がある。

がい こく じん せい と ちゅう い

に ほん ざいじゅう つう さん ねん い ない がい こく せき せい と

ねん がつ にち げん ざい に ほん にゅうこく ご ざいじゅう き かん

つう さん ねん い ない ば あい しゅつがん とき とく べつ

ぜん き し けん かい がい がく しゅう じょうきょう こう りょ
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ごう かく ふ ごう かく はん だん

しん せい しょ こう こう ていしゅつ い か そ ち

こう き し けん か もく か もく か もく こく ご

えい ご すう がく へ さく ぶん



入学試験の内容

＜公立＞

●前期（２月）・・・筆記試験（３教科） 、面接等

●後期（３月）・・・筆記試験（５教科）、一部面接あり

●定時制（３月）・・・作文、面接等（または筆記試験）

・「3教科」… 国語、数学、英語

・「5教科」… 国語、数学、英語、理科、社会

日本在住が3年以内の外国籍生徒は、後期の

教科数が3教科（国語、数学、英語）になる。
15

にゅう がく し けん ない よう

こう りつ

ぜん き がつ ひっ き し けん きょう か めんめつ など

こう き がつ ひっ き し けん きょう か いち ぶ めん せつ

てい じ せい がつ さく ぶん めん せつ など ひっ き し けん
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きょう か こく ご すう がく えい ご

きょう か こく ご すう がく えい ご り か しゃ かい

に ほん ざい じゅう ねん い ない がい こく せき せい と こう き

きょう か すう きょう か こく ご すう がく えい ご



入学試験の内容

＜私立＞

●特待（１月）・・・筆記試験、面接等（単願、併願）

●推薦（１月）・・・筆記試験、面接等（単願のみ）

●一般（１～２月）・・・筆記試験、面接等（単願、

併願）
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にゅう がく し けん ない よう

し りつ

とく たい がつ ひっ き し けん めんせつ など たんがん へいがん

すいせん がつ ひっ き し けん めんせつ など たんがん

いっ ぱん がつ ひっ き し けん めんせつなど たんがん

へいがん
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公立高校の入学試験の変更の予定

●従来の前期と後期の2回の試験が1回だけになる

●合格審査は、特色型と総合型の2つの方法で行う

特色型：中学校での活動実績などを重視
総合型：教科の試験の結果を重視。

こう りつ こう こう にゅう がく し けん へん こう よ てい

じゅうらい ぜん き こう き かい し けん かい

ごう かく しん さ とく しょく がた そう ごう がた ほう ほう

そう ごう がた きょう か し けん けっ か じゅう し

とく しょく がｔ ちゅう がっ こう かつ どう じっ せき じゅう し

（2024年2月から変更）
ねん がつ へん こう



入学試験 （1回だけ）
にゅうがく しけん かい

合格審査

第１段階：特色型（定員の10～50％の合格者数）

第2段階：総合型（定員の50～90％の合格者数）

ごう かく しん さ

だい だんかい とく しょくがた てい いん ごう かく しゃ すう

だい だんかい そう ごう がた てい いん ごう かく しゃ すう

変更予定の入学試験の方法
へんこう よ てい にゅうがく しけん ほうほう



学費について

＜公立＞

●入学手続金・・・1～3万円程度

●月々支払金・・・5,000円～2万円程度

＜私立＞

●入学手続金・・・20～30万円程度

●月々支払金・・・3～4万円程度

（年収により、5,000円～2万円程度）

※制服代、交通費などが別にかかります 19

がく ひ

こう りつ

にゅうがく てつづき きん まんえん ていど

つきづき しはらい きん えん まんえん ていど

し りつ

にゅうがく てつづき きん まんえん ていど

つきづき しはらい きん まんえん ていど

せいふく だい こうつう ひ べつ
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ねんしゅう えん まんえん ていど



私立高校の授業料について

2020年4月から、私立高校の生徒への授業料の
国の支援金額が増えた。

●例えば、両親・高校生・中学生の4人家族で、

両親の一方が働いている場合、年収約５９０万円

未満の世帯は、最大39万6,000円（年間）が支援

される。

これにより、多くの私立高校の授業料は、公立

高校と同じ金額になる。

高校を通して申し込む。 20

し りつ こう こう じゅ ぎょう りょう

ねん がつ し りつ こう こう せい と じゅ ぎょうりょう

くに し えんきん がく ふ

たと りょう しん こう こう せい ちゅうがく せい にん か ぞく

りょうしん い ぽう はたら ば あい ねんしゅうやく まん えん

み まん せ たい さいだい まん えん ねん かん し えん

おお し りつ こう こう じゅ ぎょうりょう こう りつ

こう こう とお もう こ
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こう こう おな きん がく
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(1) 奨学金と教育ローンのちがい

●奨学金・・・子供がお金を借りて、子供本人が

学校を卒業して、社会人になり働き始めたら、

返済するもの。

●教育ローン・・・親がお金を借りて、親がお金を

返済するもの。

しょう がく きん きょう いく

へんさい

しょう がく きん こ ども かね か こ ども ほんにん

がっ こう そつ ぎょう しゃ かい じん はたら はじ

きょう いく おや かね か おや かね

へんさい



奨学金制度

いろいろな奨学金があります。くわしくは、中学校、

代表的な例：

1．「群馬県教育文化事業団 高等学校奨学金」

・外国籍の場合、永住者、永住者の配偶者などが対象。

・貸付型なので、返済が必要（無利子）。
月額 国公立 18,000円、私立 30,000円

連帯保証人が2名必要

高校と相談してください。

しょう がく きん せい ど

しょう がく きん ちゅう がっ こう

こう こう そう だん

だい ひょう てき れい

ぐん ま けん きょう いく ぶん か じ ぎょう だん こう とう がっ こう しょう がく きん

がい こく せき ば あい えい じゅう しゃ えい じゅう しゃ はい ぐう しゃ
たいしょう

かし つけ がた へん さい ひつ よう む り し

げつ がく こっ こう りつ えん し りつ えん

れん たい ほ しょう にん めい ひつ よう
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2．伊勢崎市の奨学金制度

・経済的理由により進学困難な人に貸与する。

・貸与資格： 伊勢崎市に1年以上住んでいる人。

永住者でも定住者でもOKです。

い せ さき し しょう がく きん せい ど

けい ざい てき り ゆう しん がく こん なん ひと たい よ

たい よ し かく い せ さき し ねん い じょう す ひと

えい じゅう しゃ てい じゅう しゃ

3．太田市の奨学金制度

・経済的理由により進学困難な人に貸与する。

・貸与資格： 太田市に1年以上住んでいる人。

永住者でも定住者でもOKです。

おお た し しょう がく きん せい ど

けい ざい てき り ゆう しん がく こん なん ひと たい よ

たい よ し かく おお た し ねん い じょう す

えい じゅう しゃ てい じゅう しゃ
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4.日本政策金融公庫(国)の教育ローン
に ほん せい さく きん ゆう こう こ くに きょういく

①融資限度額：子ども一人につき３５０万円以内

②金利（2021年11月1日現在）：１．65％（固定金利・保証料別）
母子家庭または世帯年収200万円以内の方は、年1.25％ （固定金利・保証料別）

③保証人

＊連帯保証人を付けるか、もしくは保証協会に加入する必要がある。

ゆう し げん ど がく こ ひとり まんえん いない

きんり ねん がつ にち げんざい こてい きんり ほしょうりょうべつ

ほしょうにん

れんたい ほしょうにん つ ほしょうきょうかい かにゅう ひつよう

④返済期間：１５年以内
（交通遺児家庭、母子、または世帯年収200万円以内の方は18年以内）

⑤お申し込みが外国人の場合：

＊返済期間の間、日本に住所があればお申し込みできます。

へんさい き かん ねん いない

もう こ がいこくじん ば あい

へんさい き かん あいだ にほん じゅうしょ もう こ



（1）群馬銀行

・外国人の場合： 永住者のみ。

・同一勤務先にて勤続1年以上。

・前年度年収 100万円以上

ぐん ま ぎん こう

がい こく じん ば あい えいじゅう しゃ

どう いつ きん む さき きん ぞく ねん い じょう

ぜん ねん ど ねん しゅう まん えん い じょう

5．民間の教育ローン
みんかん きょういく

（2）中央労働金庫

・外国人の場合： 永住者か特別永住者のみ。

・同一勤務先にて勤続1年以上。

・前年度年収 150万円以上

ちゅうおう ろう どう きん こ

がい こく じん ば あい えいじゅう しゃ とく べつ えい じゅう しゃ

どう いつ きん む さき きん ぞく ねん い じょう

ぜん ねん ど ねん しゅう まんえん い じょう

（3）アイオー信用金庫

・外国人の場合： 永住者のみ。

・同一勤務先にて勤続1年以上。

・前年度年収 150万円以上

しん よう きん こ

がい こく じん ば あい えいじゅう しゃ

どう いつ きん む さき きん ぞく ねん い じょう

ぜん ねん ど ねん しゅう まん 25



高校を選ぶ７つの要素

①やりたい勉強で選ぶ

②やりたい部活で選ぶ

③時間帯(全日制、定時制、通信制）で選ぶ

④通学距離で選ぶ

⑤学費で選ぶ

⑥進学実績で選ぶ

⑦偏差値で選ぶ

26
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情報を得る６つの方法

①学校のホームページを見る

②学校パンフレットを手に入れる

③学校見学会に参加する

④行きたい高校の先輩に話を聞く

⑤ＮＰＯに相談する

⑥県立高校の入試情報は「群馬県教育委員会」

のサイトを見る

27
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第2部 大学、専門学校の
しくみを知ろう

その１ 大学、専門学校ってどんなところ？

↓

その２ どうすれば入れるの？

↓

その３ 学費はいくらかかるの？

↓

その４ 日本語はどれくらいできればいいの？

28
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大学とは何か？

●高校卒業資格が必要

●自分のやりたい「学問を研究する」ところ

●学部により、修業年数が４～６年

●国公立大学と私立大学があり、入試制度や

学費が大きく異なる

●就きたい仕事によって、必ず行かなければ

ならない

※短期大学の年数は２年で、国立はない 30

だい がく なに

こうこう そつぎょう し かく ひつ よう

じ ぶん がく もん けんきゅう
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専門学校とは何か？（１）

専門学校は、専修学校の中の１つ

専
修
学
校

①専門課程・・・高校卒業以上で入学可

＝専門学校

②高等課程・・・中学卒業以上で入学可

＝高等専修学校

③一般課程・・・学歴は問わない
31
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専門学校とは何か？（２）

●高校卒業資格が必要

●自分の身に付けたい「技術を磨く」ところ

●修業年数は、２年以上

●学科の種類が多く、国家資格等を取ることが
できる

●就職支援を積極的に行っている

32
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大学と専門学校の違い

●大学＝教養＋専門

修業年数４～６年、「学問を研究する」ところ
休みが長い（夏休み２ヵ月程度）

●専門学校＝専門のみ

修業年数２～３年、「技術を磨く」ところ

休みは学校によって異なる。（夏休み１週間
～１、２ヵ月程度）

33
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高校卒業生の進路

２０１9年３月の高校卒業生約１０５万人のうち

①大学・短大・・・約５７万人（約５５％）

②専門学校 ・・・約１７万人（約１６％）

③就職 ・・・約１９万人（約１８％）

④その他 ・・・約１２万人（約１１％）

34

こう こう そつ ぎょう せい しん ろ

ねん がつ こうこう そつぎょうせい やく まんにん
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外国人生徒について注意すること（3）

●受験資格（１）
日本の高校を卒業していない外国籍生徒が、
日本の大学、専門学校の受験資格を得るため
に必要なこと：
（1） 母国で12年間の教育課程を修了していること。
⇒出願手続きの時に、修了の証明書と第12学年
の成績証明書が必要（日本語訳も付けること）

（2） または、日本の高等学校卒業程度認定試験
に合格していること。
（３） または、文部科学省認定の準備教育課程の
ある日本語学校を修了していること。

がい こく じん せい と ちゅう い
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35
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外国人生徒について注意すること（3）

●受験資格（2）
（4） 文部科学省が認定した外国人学校の
高校課程を修了していること。
群馬県の例：
・ Instituto Educacional Gente Miúda (Oizumi)
・ Instituto Educacional Centro Nippo-Brasileiro de Oizumi

・ Escola Paralelo      (Ota)
・ EAS Rede Pitágoras   (Ota)

埼玉県の例：
・ Instituto Educacional TS Recreação （Kamisato）
・ Escola Intercultural Unificada Arco Íris   (Honjo) 

がい こく じん せい と ちゅう い

じゅ けん し かく

もん ぶ か がく しょう にん てい がい こく じん がっこう

こう こう か てい しゅう りょう

36

ぐん ま けん れい

さい たま けん れい



外国人生徒について注意すること（3）

●受験資格（3）
（5）次の国は高校修了が11年などですが、
文部科学省が指定した条件を満たしていることが
認定されたので、日本の大学、専門学校を受験
することができます。

・ ペルー ・ ロシア
・ ミャンマー ・ ウズベキスタン
・ ベルラーシ ・ スーダン

がい こく じん せい と ちゅう い

じゅ けん し かく

つぎ くに こう こう しゅうりょう ねん

もん ぶ か がく しょう し てい じょう けん み
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新しい入学試験

●2021年の入学試験から、新しい方式に変わった。

今まで： 「大学入試センター試験」

…知識の評価が重要

これから：「大学入学共通テスト」

…考える力の評価が重要

38
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おもな３つの入学試験

●学校推薦型選抜（推薦入試）・・・高校の校長の

推薦が必要。

「調査書＋小論文＋面接」のパターンが多い

●総合型選抜（AO入試）・・・大学の入学方針
(Admission Policy)と生徒の志望理由がどの程度

合っているかを志望理由書や面接などで審査する。

Admissions（入学） Office（事務室）

●一般選抜（一般入試）・・・国語、数学、外国語、

理科、社会の筆記試験がメイン 39

にゅう がく し けん
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大学入試について
＜国公立大学＞
●一般選抜がメインとなる。共通テスト・２次
試験と、試験を２回受けなければならない
（ほとんどの大学が５教科の試験）
●学校推薦型選抜や総合型選抜は、募集枠
が少なく審査も厳しい
＜私立大学＞
●一般選抜がメインとなるが、１回だけ受けれ
ばよく、教科数も国公立より少ない
●学校推薦型選抜や総合型選抜は、募集枠
が少なく審査も厳しい 40
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短大・専門学校入試について
＜短大＞

●８０％程度が学校推薦型選抜や総合型選抜

で行われ、一般選抜は少ない

＜専門学校＞

●８０％以上が推薦入試で行われ、あとは一般

入試、AO入試、実技試験（スポーツ、芸術等）

など

●大学や短大のような競争がないので、比較的

簡単に合格できる場合が多い 41
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入試費用について

●国公立大学・・・センター試験18,000円程度、

２次試験17,000円程度、合計35,000円程度

●私立大学・・・20,000～50,000円程度

●短期大学・・・25,000～30,000円程度

●専門学校・・・無料～35,000円程度

こっこうりつ だいがく しけん えん ていど

じ しけん えん ていど ごうけい えん ていど

しりつ だいがく えん ていど

たんき だいがく えん ていど

せんもん がっこう むりょう えん ていど
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入学から卒業までにかかる学費

学費＝入学金＋授業料＋施設費等

●国公立大学・・・250～350万円程度

●私立大学 ・・・400～600万円程度

（私立医・歯学部は3,000万円程度）

●短期大学 ・・・150～250万円程度

●専門学校 ・・・200～350万円程度

（はり、きゅう、マッサージは500万円程度）

※生活費＝家賃＋交通費＋食費等は別です

にゅう がく そつ ぎょう がく ひ
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大学と専門学校の授業料の支援

2020年4月から、住民税非課税世帯の生徒の授業料につ
いて国の支援が始まった。

●授業料と入学金の減免（安くなる）

例：私立大学で、入学金は最大26万円まで、授業料（年
額）は最大70万円まで減免される。

●給付型奨学金（返さなくてよい）

例：私立大学で、自宅から通う生徒は最大46万円（年額）、
自宅外の生徒は最大91万円（年額）が給付される。

⇒住民税非課税に近い世帯も、収入金額により支援金額が
変わるが対象になる。

⇒外国籍生徒は、永住者と定住者が対象。
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(1) 奨学金と教育ローンのちがい

●奨学金・・・子供がお金を借りて、子供本人が

学校を卒業して、社会人になり働き始めたら、

返済するもの。

●教育ローン・・・親がお金を借りて、親がお金を

返済するもの。

しょう がく きん きょう いく

へんさい
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奨学金制度

いろいろな奨学金があります。くわしくは、

代表的な例：

1．「日本学生支援機構（JASSO）奨学金」

・貸付型は、返済が必要。

第1種（無利子）月額 国公立 45,000円、私立 54,000円

第2種（有利子）月額 30,000円～120,000円

高校、大学と相談してください。

しょう がく きん せい ど

しょう がく きん

こう こう だい がく そう だん

だい ひょう てき れい

に ほん がく せい し えん き こう しょう がく きん

かし つけ がた へん さい ひつ よう

だい しゅ む り し げつ がく こっ こう りつ えん し りつ えん

だい しゅ ゆう り し げつ がく えん えん
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給付型も始まりました（2020年から）
きゅう ふ がた はじ ねん
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2．伊勢崎市の奨学金制度

・経済的理由により進学困難な人に貸与する。

・貸与資格： 伊勢崎市に1年以上住んでいる人。

永住者でも定住者でもOKです。

い せ さき し しょう がく きん せい ど

けい ざい てき り ゆう しん がく こん なん ひと たい よ

たい よ し かく い せ さき し ねん い じょう す ひと

えい じゅう しゃ てい じゅう しゃ

3．太田市の奨学金制度

・経済的理由により進学困難な人に貸与する。

・貸与資格： 太田市に1年以上住んでいる人。

永住者でも定住者でもOKです。

おお た し しょう がく きん せい ど

けい ざい てき り ゆう しん がく こん なん ひと たい よ

たい よ し かく おお た し ねん い じょう す

えい じゅう しゃ てい じゅう しゃ
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4.日本政策金融公庫(国)の教育ローン
に ほん せい さく きん ゆう こう こ くに きょういく

①融資限度額：子ども一人につき３５０万円以内

②金利（2021年11月1日現在）：１．65％（固定金利・保証料別）
母子家庭または世帯年収200万円以内の方は、年1.25％ （固定金利・保証料別）

③保証人

＊連帯保証人を付けるか、もしくは保証協会に加入する必要がある。

ゆう し げん ど がく こ ひとり まんえん いない

きんり ねん がつ にち げんざい こてい きんり ほしょうりょうべつ

ほしょうにん

れんたい ほしょうにん つ ほしょうきょうかい かにゅう ひつよう

④返済期間：１５年以内
（交通遺児家庭、母子、または世帯年収200万円以内の方は18年以内）

⑤お申し込みが外国人の場合：

＊返済期間の間、日本に住所があればお申し込みできます。

へんさい き かん ねん いない

もう こ がいこくじん ば あい

へんさい き かん あいだ にほん じゅうしょ もう こ
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（1）群馬銀行

・外国人の場合： 永住者のみ。

・同一勤務先にて勤続1年以上。

・前年度年収 100万円以上

ぐん ま ぎん こう

がい こく じん ば あい えいじゅう しゃ

どう いつ きん む さき きん ぞく ねん い じょう

ぜん ねん ど ねん しゅう まん えん い じょう

5．民間の教育ローン
みんかん きょういく

（2）中央労働金庫

・外国人の場合： 永住者か特別永住者のみ。

・同一勤務先にて勤続1年以上。

・前年度年収 150万円以上

ちゅうおう ろう どう きん こ

がい こく じん ば あい えいじゅう しゃ とく べつ えい じゅう しゃ

どう いつ きん む さき きん ぞく ねん い じょう

ぜん ねん ど ねん しゅう まんえん い じょう

（3）アイオー信用金庫

・外国人の場合： 永住者のみ。

・同一勤務先にて勤続1年以上。

・前年度年収 150万円以上

しん よう きん こ

がい こく じん ば あい えいじゅう しゃ

どう いつ きん む さき きん ぞく ねん い じょう

ぜん ねん ど ねん しゅう まん



入試に必要な日本語能力

●大学・短大受験希望の場合、問題の意味を

読み取るために、高い日本語能力が必要と
される

●日本人学生であっても、短時間で問題文を

読むのに苦労する

●朝日新聞の「天声人語」が大学入試レベル

●日本語能力試験１級レベル（Ｎ１）に相当

にゅう し ひつ よう に ほん ご のう りょく

だいがく たんだい じゅ けん き ぼう ば あい もん だい い み

よ と たか に ほん ご のう りょく ひつ よう

に ほん じん がく せい たん じ かん もん だいぶん

よ く ろう

あさ ひ しん ぶん てん せい じん ご だいがく にゅう し

に ほん ご のう りょく し けん いっきゅう そう とう
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英語の授業だけで卒業資格を
取得できるコースのある大学

・東京大学（東京） ・慶應義塾大学（東京）

・上智大学（東京） ・明治大学（東京）

・早稲田大学（東京） ・筑波大学（つくば）

・東北大学（仙台） ・名古屋大学（名古屋）

・大阪大学（大阪） ・京都大学（京都）

・同志社大学（京都） ・立命館大学（京都）

・九州大学（福岡）

赤色の字は国立大学。それ以外は私立大学。

えい ご じゅ ぎょう そつ ぎょう し かく

とうきょう だいがく とうきょう けいおう ぎじゅく だいがく とうきょう

じょうち だいがく とうきょう めい じ だいがく とうきょう

わ せ だ だいがく とうきょう つく ば だいがく

とう ほく だいがく せんだい な ご や だいがく な ご や

おおさか だいがく おおさか きょう と だいがく きょう と

どう し しゃ だいがく きょうと りつ めい かん だいがく きょうと
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しゅ とく だい がく

きゅうしゅうだいがく ふくおか りつ めい かん だいがく

あかいろ じ こくりつだいがく いがい し りつ だいがく
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日本の職業について
に ほん しょく ぎょう



職業と進学について

●例としていくつかの職業について、その

職業に就くには、どういう専門学校や大学に

進学したら良いかを説明します。

ここに説明する進学コースしかないという

ことではなく、これら以外にも コースはあり

ます。ここの情報はみなさんが考える参考

にしてください。

しょく ぎょう しん がく

れい しょく ぎょう

しょくぎょう つ せん もん がっこう だいがく

しんがく よ せつ めい

せつめい しん がく
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い がい

じょうほう かんが さん こう



55

保育園などで、1才未満から

5才くらいまでの子どもの、

生活習慣が身につくように

指導したり、遊びを通して

すこやかな心が育つように

します。

保育士
ほ いく し

ほ いく えん さい み まん

さい こ

せいかつ しゅうかん み

し どう あそ とお

こころ そだ



保育士
ほ いく し
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保育士国家試験に合格
ほ いく し こっ か し けん ごう かく

大学・専門学校（保育士養成）
だい がく せん もん がっこう ほ いく し ようせい

高校
こうこう

保育園
ほ いく えん

会社の中の
保育所

かい しゃ なか

ほ いく じょ
病院の中の
保育所

びょういん なか

ほ いく じょ
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シャンプーやカット、パーマ、

カラーリングなどをおこなって

お客さんの好みや流行に

合ったヘアスタイルにします。

美容師
び よう し

きゃく この りゅうこう

あ



美容師
び よう し
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美容師国家試験に合格
び よう し こっ か し けん ごうかく

専門学校（美容）
せんもん がっこう び よう

高校
こうこう

美容室
び よう しつ
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医師が出した処方箋に

したがって薬を調合し、

正しい飲み方を患者に

指導して、適切な薬を

薬剤師

い し だ しょほうせん

くすり ちょうごう

やく ざい し

ただ の かた かん じゃ

し どう てき せつ くすり

渡します。
わた



薬剤師
やく ざい し
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薬剤士国家試験に合格
やく ざい し こっ か し けん ごう かく

大学（薬学部、薬科大学）
だい がく やく がく ぶ やっ か だい がく

高校
こうこう

薬局 病院 製薬会社化粧品会社
け しょう ひん がいしゃ せいやく がいしゃやっきょく びょういん
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レストランやホテルなどで

料理を作ります。メニューの

開発や、材料の仕入れ、

調理や盛り付けまでを

おこないます。

料理人
りょう り にん

りょう り つく

かいはつ ざい りょう し い

ちょうり も つ



料理人
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調理師免許 取得
ちょう り し めんきょ しゅとく

専門学校（調理）
せん もん がっこう ちょう り

高校
こうこう

レストラン

こうこう

高校

私立

桐生第一高校 調理科

りょう り にん

シェフ 病院など
びょういん

しりつ

きりゅうだいいちこうこうちょうりか
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自動車を点検したり、修理

をしたりして、自動車が

安全に走れるようにします。

これからは電気自動車が

増えてくるので、広い知識

が必要になります。

自動車整備士
じ どう しゃ せい び し

じ どう しゃ てんけん しゅう り

じ どう しゃ

あんぜん はし

でん き じ どう しゃ

ふ ひろ ち しき

ひつ よう



自動車整備士
じ どう しゃ せい び し
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技能検定試験に合格
ぎ のうけん てい し けん ごう かく

自動車関連会社・
自動車整備工場に就職

専門学校（自動車整備）
せんもんがっこう じ どう しゃ せい び

高校
こうこう

自動車
整備工場

じ どう しゃ

せい び こう じょう
カーディーラー

カー用品店
よう ひん てん

自動車メーカー
じ どう しゃ

高校
こうこう

県立

渋川工業高校 自動車科

けんりつ

しぶかわこうぎょうこうこうじどうしゃか

自動車整備士3級
じどうしゃせいびし きゅうじ どう しゃ かんれん がいしゃ

じ どう しゃせい び こう じょう しゅうしょく
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コンピューターを動かす命令

や決まりごとがプログラムで

す。コンピューターには全て

プログラムが入っています。

プログラムを書く仕事をする

人が、プログラマーです。

プログラマー

うご めい れい

き

はい

か し ごと

ひと

すべ
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ウェブ制作会社やメーカー
せいさく がいしゃ

大学・専門学校（情報）
だいがく せん もん がっこう じょうほう

高校・商業高校・工業高校
こうこう しょうぎょう こうこう こう ぎょう こうこう

ウェブ制作会社
せい さく がいしゃ メーカーなど

いろいろな会社
かいしゃ

プログラマー

ゲーム会社
がいしゃ

IT（Information Technology)
かん しかく

に関するいろいろな資格が

あります。
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お客である会社がコンピューター

を使って実現したいことに応じて、

仕組み（システム）をつくります。

コミュニケーション力と技術力、

そしてチームを管理する能力

が必要です。

システム エンジニア

きゃく かいしゃ

つか じつげん おう

し くみ

りょく ぎ じゅつりょく

かん り のう りょく

ひつ よう
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IT企業、システムインテグレーター
き ぎょう

大学・専門学校（情報）
だいがく せん もん がっこう じょうほう

高校・商業高校・工業高校
こうこう しょうぎょう こうこう こう ぎょう こうこう

IT企業
き ぎょう システム

インテグレーター

システムエンジニア

メーカー

IT（Information Technology)
かん しかく

に関するいろいろな資格が

あります。

・Java資格

・基本情報技術者試験

・ITパスポート

きほんじょうほうぎじゅつしゃしけん
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出版社や広告代理店、

メーカーなどからの依頼で、

本や雑誌、広告やポスター、

商品のパッケージなどに

イラストを描きます。

イラストレーター

しゅっぱんしゃ こう こく だい り てん

い らい

ほん ざっ し こう こく

しょうひん

か



賞を取る
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イラストレーターとして仕事をする
こう こくせい さくがいしゃ こうこく だい り てん じ む しょ

大学・専門学校（美術）
だいがく せんもん がっこう び よう

高校
こうこう

独立したイラストレーター
どく りつ

（ゲーム会社、広告制作会社、広告代理店、デザイン事務所）

しょう と
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病院で、患者の健康状態の

確認や、医師の補助、注射

や点滴などをします。交替で

夜勤に入り、24時間体制で

患者を見守ります。福祉施設

など病院以外の職場もあり

看護師
かん ご し

びょういん かん じゃ けんこう じょう たい

かくにん い し ほ じょ ちゅうしゃ

てんてき こうたい

や きん はい じ かん たいせい

かんじゃ み まも ふく し し せつ

びょういん い がい しょく ば

ます。
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かん ご し こっ か し けん し かく しゅ とく

看護師養成課程のある
専門学校・短大・大学

かん ご し よう せい か てい

高校
こうこう

病院

せんもん がっこう たん だい だい がく
准看護師
養成施設

じゅんかん ご し

よう せい し せつ

准看護師国家試験・資格取得
じゅんかん ご し こっか し けん し かく しゅ とく

准看護師として勤務（3年間）
じゅんかん ご し きん む ねん かん

看護師養成施設（2年間）
かん ご し よう せい し せつ ねんかん

看護師国家試験・資格取得

びょういん

看護師
かん ご し



73

建物を設計する仕事をします。

外観や構造、災害時の安全性

を考えて、設計図を描いて、

模型を作ります。予算に合わ

職人などを手配し、工事が

予定通り進んでいるか監督も

建築士
けん ちく し

たてもの せっけい し ごと

がいかん こう ぞう さいがい じ あん ぜんせい

かんが せっけい ず か

も けい つく よ さん あ

しょくにん て はい こう じ

よ てい どお すす かん とく

します。
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きゅう けんちく し こっ か し けん し かく しゅ とく

（建築学科）

だいがく せんもん がっこう

高校
こうこう

建築会社

けん ちく がっ か

2級建築士国家試験・資格取得
きゅう けんちく し こっ か し けん し かく しゅ とく

1級建築士国家試験・資格取得

けんちく がいしゃ

高校（建築科)
こうこう けんちく か

大学 専門学校

実務経験
2年以上

じつむ けいけん

ねん いじょう
実務経験
4年以上

じつむ けいけん

ねん いじょう

だいがく せんもん がっこう

けん ちく がっ か

大学 専門学校

実務経験
2年以上

じつむ けいけん

ねん いじょう

（建築学科）

実務経験
4年以上

じつむ けいけん

ねん いじょう

実務経験
3 年以上

じつむ けいけん

ねん いじょう

設計事務所
せっけい じ む しょ
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外国籍の人は、公立学校の

管理職（校長や教頭）には

なれませんが、生徒を教える

ことはできます。私立学校は

この制限はありません。

大学は、公立も私立も、この

教諭（小学校、中学校、高校）

きょう ゆ

がいこくせき ひと こうりつ がっこう

かん り しょく こう ちょう きょう とう

せい と おし

し りつ がっこう

せい げん

だいがく こうりつ し りつ

制限はありません。
せいげん

しょうがっこう ちゅうがっこう こうこう
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小学校教員
免許取得

しょうがっこう きょういん

大学院・大学・短大（教員養成課程）
だい がく いん だい がく たん だい きょういん よう せい か てい

高校
こうこう

公立学校（常勤講師）、私立学校（教諭）
こうりつ がっこう じょうきん こう し し りつ がっこう きょうゆ

めんきょ しゅ とく
中学校教員
免許取得

ちゅうがっこう きょういん

めんきょ しゅ とく
高等学校教員
免許取得

こう とう がっこう きょういん

めんきょ しゅ とく

教員採用試験
きょういん さい よう し けん

教員採用試験
きょういん さい よう し けん

教員採用試験
きょういん さい よう し けん
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管理栄養士は、主に病気の人

や健康な人の、栄養の指導や

管理をします。

栄養士は、主に健康な人の

栄養の指導をします。

管理栄養士、栄養士
かん り えい よう し えい よう し

かんり えいよう し おも びょうき ひと

けんこう ひと えいよう し どう

かん り

えいよう し おも けんこう ひと

えいよう し どう
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かん り えい よう し こっ か し けん し かく しゅ とく

管理栄養士養成課程
のある専門学校・大学

かん り えい よう し よう せい か てい

高校
こうこう

せんもん がっこう だい がく

栄養士
えい よう し

実務経験（1～3年以上）
じつ む けい けん ねん い じょう

管理栄養士国家試験・資格取得

管理栄養士
かん り えい よう し

せんもん がっこう たん だい だい がく
栄養士養成課程のある
専門学校・短大・大学

えい よう し よう せい か てい

病院、介護施設、児童施設、小中学校、企業
びょういん かい ご し せつ じ どう し せつ しょうちゅうがっこう きぎょう
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お年寄りや、身体的、精神的に

障害をもった人など、一人で

生活をするのが困難な人の介護

をします。食事、排泄、入浴、

着替えの手伝いをしたり、話し

相手になったりして、生き生きと

介護福祉士
かい ご ふく し し

とし よ しん たいてき せい しん てき

しょうがい ひと ひとり

せいかつ こんなん ひと かいご

しょくじ はいせつ にゅうよく

き が て つだ はな

あい て い い

生活できるように支えます。
せいかつ ささ
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介護福祉士
かい ご ふく し し

介護福祉士国家試験・資格取得
かい ご ふく し し こっ か し けん し かく しゅ とく

大学・短大・専門学校（福祉）
だい がく たん だい せん もん がっこう ふく し

高校
こうこう

高校（福祉）
こうこう ふく し

老人福祉施設、身体障がい者養護施設
ろうじん ふく し し せつ しん たい しょう しゃ よう ご し せつ
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フライト中に、飲みものや

機内食の提供などの、機内

サービスをおこないます。

また、安全確認や緊急時の

乗客の誘導もおこないます。

キャビンアテンダント

ちゅう の

き ない しょく ていきょう き ない

あん ぜん かくにん きん きゅう じ

じょうきゃく ゆう どう



キャビンアテンダント
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航空会社に就職
こう くう がいしゃ しゅうしょく

専門学校（航空）
せんもん がっこう こう くう

高校
こうこう

大学
だい がく
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ペットサロンなどで、犬や猫

の、全身をシャンプーしたり

毛を刈って整えます。病気

を防ぐために、耳そうじや

爪切りもおこない、清潔に

します。

トリマー

いぬ ねこ

ぜん しん

け か ととの びょう き

ふせ みみ

つめ き せい けつ
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ジャパンケネルクラブなどの資格試験
し かく し けん

専門学校（トリマー）
せんもん がっこう

高校
こうこう

ペットサロンペットショップ

トリマー： 犬や猫の全身の手入れをする仕事。
いぬ ねこ ぜんしん て い し ごと
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正社員とパートとアルバイト

●正社員：

・ 定年（例：60才）まで働くことができる。

・ フルタイム（例：一日当たり8時間）働く。

●パート：

・ 働く期間が短い（例：6か月、1年）。

・ 働く時間がフルタイムより短い（例：4時間）。

●アルバイト：

・ パートと同じ意味。

・ 学生が多い。

せい しゃ いん

せいしゃいん

てい ねん れい さい はたら

れい いち にち あ じ かん はたら

はたら き かん みじか れい げつ ねん
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はたら じ かん みじか れい じ かん

おな い み

がく せい おお
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働き方による年収の違い

35年間 働いた場合の例：

● 平均年収

・ 正社員… 400万円

・ パート… 122万円

● 生涯年収：

・ 正社員… 1億4000万円

・ パート… 4200万円

⇒ 1億円の差が出る。

はたら かた ねん しゅう ちが

ねんかん はたら ば あい れい

へい きん ねんしゅう

せい しゃ いん まん えん

しょうがい ねんしゅう
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せい しゃ いん おく まん えん

まん えん

おく えん さ で

まん えん


