大阪成蹊
女子高等学校
からの
内部進学

大阪成蹊学園の大学・短期大学
大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学・びわこ成蹊スポーツ大学の3つの併設大学は、大阪成蹊女子高校からの
内部推薦制度があり、優先して入学できます。幅広い学びが備わり、
「 好き」
「 得意」を活かした学びができます。

大阪 成 蹊 短 期大学
幼児教育学科

免許
資格

大阪 成 蹊 大学
観光ビジネスコース

世界のあらゆる
ビジネスシーンで 活躍する。
免許
資格

免許
資格

●旅行業務取扱管理者

（国内・総合）

●旅程管理主任者
（国内・総合）

●旅行業務取扱管理者

（国内・総合）
●旅程管理主任者
（国内・総合）

●上級ビジネス実務士®
●実践キャリア実務士®
● 観光ビジネス実務士®

免許
資格

●実践キャリア実務士®
●上級ビジネス実務士®

経営コース

教育学部

●中学校教諭一種免許状
（社会）
●高等学校教諭一種免許状
（公民）
● 学校図書館司書教諭資格 ※2

免許
資格

●実践キャリア実務士®
●上級ビジネス実務士®
●上級情報処理士®

■ 中等教育専攻

免許
資格

免許
資格

造形芸術学科

免許
資格

創造の原点を学び、マンガ・デジタルアートのプロになる。
N ew

●幼稚園教諭一種免許状
● 小学校教諭一種免許状※1
● 学校図書館司書教諭資格 ※2
● 保育士資格

●中学校教諭一種免許状
（美術） ● 学校図書館司書教諭資格 ※2
●高等学校教諭一種免許状
（美術） ●博物館学芸員※3

●中学校教諭二種免許状
（家庭）
●2級衣料管理士資格
● 学校図書館司書教諭資格 ※
●図書館司書資格

免許
資格

● 秘書士®
● 観光ビジネス実務士®
●図書館司書資格

グローバルコミュニケーション学科 表現のスペシャリストを育てます。

企業に求められる資格を取得し、
社会で活躍できる人材を育てます。

英語やパフォーマンスによる

■ 英語会話クラス ■ 日本語・日本文化クラス
■ 声優トライクラス ■ 舞台パフォーマンスクラス

●上級ビジネス実務士®
●図書館司書資格

●中学校教諭二種免許状
（国語）
● 学校図書館司書教諭資格 ※
●図書館司書資格

スポーツ学部
免許
資格

アニメ、キャラクターデザインから、日本の文化を創造する。

イラストレーションコース

インテリア・プロダクトデザインコース

テキスタイル・ファッションデザインコース

美術・アート表現コース（2019年 4月開設予定）

素 材とデザインを学び、本物のファッションを創り出す。

免許
資格

びわこ成 蹊スポーツ大学

ビジュアルデザインコース

人を楽しませる、イラストレーションの世界で羽ばたく。

「コーディネーター」に求め
られる、総合的なセンスと
技術を修得します。

●学科科目の単位を修得すること
●学科科目の単位および関連科目の単位を修得すること
●学科科目の単位を修得し、かつ財団・協会などの試験に合格すること
※栄養教諭二種免許状は栄養士免許取得者に限る。学校図書館司書教諭資格は、中学校教諭二種免許状取得者に限る。

ゲーム・アプリケーションコース（2019年4月開設予定）
実践的なゲームグラフィックスを学び、ゲーム業界で活躍できるプロを育成！

短 期大学では日本で
唯一の観 光学科。
成長を続ける業界で
即戦 力となれる
力を身につけます。

免許
資格

アニメーション・
キャラクターデザインコース

マンガ・デジタルアートコース

●フードコーディネーター3級
●図書館司書資格
●レストランサービス技能検定3級

ファッション
コーディネートコース

●幼稚園教諭一種免許状
● 小学校教諭一種免許状
● 学校図書館司書教諭資格 ※2
● 保育士資格 ※1

幼児教育コース
免許
資格

食の分野で幅広く活躍する
「フードコーディネーター」
に
必要な知識と技術を学びます。

観光学科

●中学校教諭二種免許状
（家庭）
●2級衣料管理士資格
● 学校図書館司書教諭資格 ※
●図書館司書資格

免許
資格

幼稚園・保育園の先生になる“夢”を実現する。

● 小学校教諭一種免許状※1
●中学校教諭一種免許状
（保健体育）
●高等学校教諭一種免許状
（保健体育）
● 学校図書館司書教諭資格 ※2

豊かな感性と創造力で 新しい時代へ 導く。

免許
資格

小 学校の先生になる“夢”を実現する。

● 小学校教諭一種免許状※1
●中学校教諭一種免許状
（英語）
●高等学校教諭一種免許状
（英語）
● 学校図書館司書教諭資格 ※2

保 健体育の先生になる“夢”を実現する。

所定の単位を修得することにより、卒業時に取得できるもの（全7コースで取得可能）
●中級障がい者スポーツ指導員［（公財）日本障がい者スポーツ協会］
●中学校教諭一種免許状（保健体育）
●レクリエーションインストラクター［（公財）日本レクリエーション協会］
●高等学校教諭一種免許状（保健体育）
●スポーツ指導基礎資格（スポーツリーダー）
［（公財）日本体育協会］
●初級障がい者スポーツ指導員［（公財）日本障がい者スポーツ協会］

スポーツ学科

毎日の暮らしを彩る、
広告デザインのプロフェッショナルになる。

2年次前期からコースに所属

自由な発想を大 切にしながら、快 適な生活をデザインする。
N ew

学校スポーツコース

コーチングコース

社 会で 通 用するアート表現を身につける。

※1 各コースに定める必修および選択の授業科目を修得した上で、かつそれぞれの免許状・資格取得に必要な授業科目を修得することにより取得可能
※2 小・中・高等学校教諭一種免許状いずれかの取得者に限る
※3「博物館学芸員課程科目」に従って、所定の科目、単位を修得することにより取得可能
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●図書館司書資格
●製菓衛生師免許
●フードスペシャリスト

「デザイナー」
「スタイリスト」
をはじめ、アパレル業界を
切り拓く人材をめざします。

初等教育コース

保健体育教育コース
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免許
資格

経営会計学科

■ 初等教育専攻

英 語の先生になる“ 夢”を実現する。

芸 術学部

●中学校教諭一種免許状
（社会）●上級ビジネス実務士®
●高等学校教諭一種免許状
（公民）●フードコーディネーター2・3級
●学校図書館司書教諭資格※2 ●フードアナリスト® 2・3・4級
●実践キャリア実務士®
●食の6次産業化プロデューサー
（食Pro.）

フードコーディ
ネートコース

高度な製 菓技 術と
食品衛 生の知識を
身につけたプロの
パティシエをめざします。

アパレル・
スタイリストコース

教育学科

英語教育コース

免許
資格

●調理師免許
●図書館司書資格
●フードスペシャリスト

食ビジネスを通じて社 会に喜びと豊かさを実現する。

「現場」を知る「本物」の教 員・保育士を育てる。

免許
資格

免許
資格

食ビジネスコース

商品開発や経営戦略について学び、
ビジネスの知識と実践力を身につけます。

●栄養士免許
●栄養教諭二種免許状※
●図書館司書資格

製菓コース

生活デザイン学科

マネジメント学科

免許
資格

免許
資格

調理コース

スポーツ産 業の未 来を
支える人材をめざす。

飛躍的に発展・拡大する観光業界で活躍する。

● 保育士資格
●幼稚園教諭二種免許状
●こども音楽療育士®
●図書館司書資格

料理・製 菓・カフェを学び、
幅 広く活躍できる
「調理師」に。

スポーツマネジメント学科

国際キャリアコース

「栄養士」
「栄養教諭」に必要な食と健康に
関する知識、技術、教養を身につけます。

調理・製菓学科

マネジメント学部 「国際・観 光」「 スポーツ」「 経営」「 食」分野でのマネジメントを、実践できる力を養成。
国際観光ビジネス学科

栄養学科

「保育士」
「 幼稚園教 諭」に必 要な、
知識・技 能・教養を身につけます。

トレーニング・健康コース スポーツ情報戦略コース 野外スポーツコース
大学院紹介

びわこ成蹊スポーツ大学 大学院／スポーツ学研究科

スポーツ学研究科では、
スポーツ現場における様々な問題や課題に対応する方法論や実践力

を有し、学術的な貢献を果たすことのできる研究力を養います。修士論文での取り組みを通じ

地域スポーツコース

スポーツビジネスコース

て、わが国のみならず、世界のあらゆるスポーツシーンの発展に寄与し、貢献する高度職業人

G UI DE B OOK 2 0 1 9

40

