
　　あなたの想像力と表現力をフルに発揮し、
世の中に様々な新しいものを創造（クリエイト）する仕事です。

キャリアカード

クリエイター (デザイナー、写真家、小説家など)

この仕事に就くためには?
専門的な知識や技術が必要なものについては専門
学校や大学で学ぶ必要があります。しかし、独学で
知識と技術を身に付ける人や、著名なクリエイター
の人を「先生」にして、見習いをしながら修業する
人もいます。

この仕事のキャリアプラン

左図にあるように、クリエイターの仕事には大きく
分けて２つの道があります。１つは企業などに属し
て、社員として活動する道。もう１つは個人（フリー）
として活動する道です。あなたがどんな仕事をした
いか、どれだけの才能を発揮できるかにっよって変
わってきます。

作品発表 就職活動

個人で活動 企業等に就職

中学・高校・大学卒業後など　

独学 専門学校 大学・短大

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

クリエイターとして出発

企業の社員として活動 個人として活動

職場内で経験を積み、
責任ある職種へ

独立して
（自分の会社を立ち上げて）

個人として活動



この仕事に就くためには?
医師、歯科医師、薬剤師ともに国家資格が必要です。
また大学で6年以上の勉強が必要です。命にかかわ
る仕事ですので、学ぶ内容は多く、そして訓練期間
も長くなります。

この仕事のキャリアプラン

医師・歯科医師には大きく分けて、勤務医（病院など
に勤務している人）、開業医（自分の医院で働いて
いる人）、大学などで「医学」の研究を主にしている
人などがいます。
また薬剤師には、病院・医院などで勤務している人
のほか、調剤薬局に勤務している人、また製薬会社
で薬の研究・開発に携わっている人などがいます。

大学（医学部、薬学部）

国家試験・資格取得

国家試験・資格取得

臨床研修（薬剤師のみ)

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

病院・医院、調剤薬局、
研究所などに勤務

高 校

①勤務医
②開業医
③研究者

医師の働き方

①病医院勤務
②薬局勤務
③研究者

薬剤師の働き方

医療と薬剤の専門知識で人の健康を守る専門家。
命を預かる仕事として、責任感とやりがいがある仕事です。

医師・歯科医師・薬剤師

キャリアカード



この仕事に就くためには?
保育園の「保育士」と幼稚園の「幼稚園教諭」はそ
れぞれ別の資格が必要です。自分がなりたい仕事
に合わせて、勉強、資格の取得をしましょう。

この仕事のキャリアプラン

公立・私立の様々な幼稚園・保育園に勤務すること
から始まります。経験を積んで責任のある仕事に
就いていくほか、独立して自分の施設を持つ人も
います。

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

幼稚園・保育園で採用

高校

専門学校 大学・短大

幼稚園教諭、保育士資格試験

幼稚園教諭・保育士として活躍

園長先生などの
管理職

企業や福祉法人などを
立ち上げ、独立

資格取得・採用試験など

　小さな子どもの健やかな成長を助ける、保育士、幼稚園教諭。
子どもが好きな人にはぴったりの仕事です。

保育士・幼稚園教諭

キャリアカード



　病気や、体が不自由で困っている人たちを、
専門知識と暖かい心でサポートしてくれる専門職です。

キャリアカード

看護師・介護福祉士

この仕事に就くためには?

看護師・介護福祉士は国家資格です。専門の学校
を卒業し、国家試験を取得する必要があります。

この仕事のキャリアプラン

病院や医院、介護施設などに勤務することが多い
です。また訪問看護・介護などを行っている事業者
もあり、施設以外での活躍の場もあります。

国家資格を取得

病院・医院に
勤務

介護施設
などに勤務

ホームヘルパー、
訪問看護・介護の看護師・

ヘルパー・介護士
などとして勤務

大学・短大 専門学校

看護師・介護福祉士
国家資格試験

資格取得・採用試験

病院、介護施設などで勤務

高 校

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。



畑や田んぼ、海や川、山や林などが職場。
私たちの衣食住を支える大切な仕事です。

農業・漁業・林業

キャリアカード
この仕事に就くためには?

家業を継ぐ形で仕事に就くほか、専門的な教育を
受けて仕事に就く方法もあります。特別な資格が
必要な仕事もあります。

この仕事のキャリアプラン

家業を継ぐ形で従事している人は、そのまま農業・漁
業・林業に携わり続けることが多いと思いますが、
規模を拡大する、販売ルートを増やすなどの発展
性もあります。

採用試験など

家業として従事 企業・団体に就職

普通科高校・農業高校など

大学・専門学校など

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

農家・漁師・林業従事者など

生産規模の
拡大

会社組織化
事業拡大

販売ルートの
拡大



この仕事に就くためには?
高校や大学の部活やクラブチームで活躍し、プロ
チームからスカウトされたり、プロテストを受けて
合格するなどの方法があります。また、「プロ」以外
にも、企業のクラブチームで「セミプロ」として活
躍する方法もあります。

この仕事のキャリアプラン

プロスポーツ選手の活躍期間は意外と短いようです。
プロ野球の平均活動年数はおよそ９年、Jリーガーで
はおよそ６年です。20歳代、30歳代で退団する可能
性が高いため、退団後のキャリアプランを考える必要
があります。

企業・地域のチームなど

プロスポーツチーム

高校・クラブチームなど

大学・専門学校・クラブチームなど

選手として活躍

コーチや
監督

球団職員や
スタッフ

一般企業等へ
再就職

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

プロ野球やJリーグで活躍するプロスポーツ選手。
才能を生かして、スーパースターを目指そう！

プロスポーツ選手

キャリアカード

1



この仕事に就くためには?
一言で「会社員」といっても、どのような仕事をし
たいのかで大きく異なります。専門的な知識や技
術が必要な職種については専門学校や大学で学
ぶ必要があります。

この仕事のキャリアプラン

「会社員」と一言にいっても、「銀行」や「ゲーム会
社」、「IT企業」など、会社も様々ですし、「事務職」、
「営業職」、「広報宣伝・マーケティング職」など仕事
も様々です。どんな会社、職種、働き方が向いてい
るか、よく考えてみましょう。

企業に就職

高校

大学・短大・大学院 専門学校

会社員として就職

職場内で経験を積み、
責任ある職種へ

独立して
（自分の会社を立ち上げて）

個人として活動

就職活動

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

　　サラリーマン、ビジネスマンとも呼ばれる、企業に勤める「会社員」。
企業で働き、様々な分野で社会を支えています。

キャリアカード

会社員



この仕事に就くためには?
ショップ店員には、特に必要な資格はありません。
自分が取り扱う商品に関する知識や思い入れ、接
客技術などが仕事の鍵になります。

この仕事のキャリアプラン

ショップ店員と一言でいっても、そのショップの規
模や、本人の知識と経験により、仕事はさまざまで
す。「カリスマ店員」になったり、仕入れや商品開発
などに関わっていけるチャンスもあるかもしれま
せん。

ショップ店員として就職

就職した先で
カリスマ店員、
店長などを
目指す

そのショップを
持つ会社の本社
などに勤務し、

仕入れや商品開発
に関わる

独立して
自分のお店を持つ

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

　　お客様におすすめの商品を案内したり、素敵なコーディネートを提案する、
接客が好きなあなたにぴったりの仕事です。

キャリアカード

ショップ店員

専門学校・短大・大学

就職活動

各ショップに就職

高 校



この仕事に就くためには?
美容師、理容師になるには、専門学校で指定の実
技と学科の勉強をし、試験を受け、資格を取得する
必要があります。人の体の一部に、はさみを入れる
仕事ですから、しっかりと技術と知識を身に付けな
いといけません。

この仕事のキャリアプラン

美容師、理容師は、「職人」的な職種のひとつです。
どのように腕（技術）を磨き、その腕（技術）をどう生
かすかはあなたしだいです。

専門学校

国家試験・資格取得

美容・理容店への就職

高 校 美容師・理容師として就職

就職した先で
カリスマ店員、
チーフ、店長
などを目指す

腕を磨き、
他の店や海外

などへ羽ばたき、
さらに活躍する

独立して
自分のお店を持つ

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

　　おしゃれの決め手、ヘアカット・セットやメイクアップをする仕事です。
おしゃれなあなたにはぴったりです。

キャリアカード

美容師・理容師



「教育」の専門家として学校で授業を行う「先生」です。
子どもたちに知識と夢を与える、大切な仕事です。

教師

キャリアカード
この仕事に就くためには?

教師になるためには「教員免許」の取得と、教員採用
試験での合格が必要になります。教師になるために
は専門的な教育を受ける必要があります。

この仕事のキャリアプラン

教師には、教室で授業を行う「教諭」のほか教諭を
指導監督し、学校を運営する「校長・教頭・副校長」
などがいます。また、教育に関する「研究職」を目
指す人たちもいます。

教職大学院 大 学

教員養成課程修了

教員免許取得・採用試験

学校などで勤務

高 校 教員免許取得

子どもたちに授業を教える
「先生」として活躍

校長・教頭・
副校長などへ

大学などで
教育学を研究する
「研究職」へ

教育委員会などで
教育行政に
関わる仕事へ

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。



この仕事に就くためには?
料理人には「調理師免許」、「栄養士」、パティシエに
は「製菓衛生師」など関連資格はありますが、仕事
をするために絶対に必要なものではありません。
技術や知識をどのように磨くかが、仕事の鍵となり
ます。

この仕事のキャリアプラン

料理人やパティシエは、「職人」的な職種のひとつ
です。どのように腕（技術）を磨き、その腕（技術）
をどう生かすかはあなた次第です。

見習い・留学

レストランや菓子店、
ホテルなどに就職

高校（中学）

専門学校・短大・大学

料理人・パティシエとして就職

就職した先で
料理長、チーフ
などを目指す

腕を磨き、
他の店や海外

などへ羽ばたき、
さらに活躍する

独立して
自分のお店を持つ

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

　おいしい料理やお菓子で、お客様の笑顔をつくる素敵なお仕事です。
芸術性も生かせますよ。

キャリアカード

料理人・パティシエ



キャリアカード

警察官・消防士・自衛官

みんなの生活を守ってくれる、頼りがいのある人たちです。
正義感と勇気あふれるあなたにはうってつけの仕事です。

この仕事に就くためには?
警察官・消防士は自治体の「地方公務員」。自衛官
は「特別国家公務員」です。それぞれ採用試験に
合格し、規定の訓練を修了して、仕事に就きます。

この仕事のキャリアプラン

それぞれの仕事は、専門職として知識と経験を身に
付け、少しずつ責任のある立場へとキャリアアップ
していくのが通常です。

配属

高校

専門学校・大学・短大

警察官・消防士・自衛官

様々な職場、仕事を経験

各部門の責任者へ
（署長・所長など）

採用試験

警察学校等での規定の訓練

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。



この仕事に就くためには?
この仕事に就くための明確な進路はありません。
最近では、お笑いタレントや歌手の養成講座など
も増えてきました。

この仕事のキャリアプラン

この仕事に決まったプランはありません。タレント、
俳優、歌手として一生活躍する人もいれば、歌手から
タレントへ、またタレントから俳優へ、などと転身する
人もいます。また残念ながら、仕事の依頼がなく、途
中であきらめる人もいます。

いずれの仕事も、あなた自身のキャラクターや才能、
オーディションの結果などにより、仕事の内容は大き
く異なります。あなたの思い通りにはならなかったり、
仕事自体がなかったりと、難しいことも多いでしょう。
　
つまり、あなたの能力と気持ち、人気次第です。

オーディション、スカウトなど

プロダクション事務所等への所属

タレント・俳優・歌手として活動

中学・高校・大学卒業後など　

専門学校 養成講座 見習い

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

　　テレビや舞台で、人の心を魅了し、楽しませる仕事です。
特徴あるキャラクターと才能が必要な仕事です。

キャリアカード

タレント・俳優・歌手



　国や地域のために働く公務員。公務員にも様々な職種がありますが、
「みんなのために」が大事な仕事です。

キャリアカード

公務員

この仕事に就くためには?
公務員は、「国家公務員」（中央省庁など）、「地方
公務員」（県庁、市役所など）などがあります。それ
ぞれ、採用試験を受け、合格することで就職する
ことができます。

この仕事のキャリアプラン

公務員（特に一般行政職）は一般的に、様々な部署、
職場を経験し、知識や技術を磨いていきます。職場
のトップである「大臣」や「市長（区・町・村長）」には、
選挙などで選ばれないとなることができません。

就職

高校

専門学校・大学・短大

公務員として活躍

各部門の
責任者などへ

採用試験

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。



家族の一員であるペットの、健康や身だしなみの専門家として活躍する、
動物好きのあなたにぴったりの仕事です。

トリマー・獣医師

キャリアカード
この仕事に就くためには?

トリマーになるには国家資格などの資格は必要あ
りませんが、専門学校などで専門知識を習得する
必要があります。獣医師は、人間の医師同様、「獣
医師」免許の取得が必要です。

この仕事のキャリアプラン

ペットショップ（サロン）や動物病院での勤務で経
験を積み、独立して自分のショップ（サロン）や病
院を立ち上げる人も多くいます。

就職

高校

トリマー専門学校大学（獣医学科）

トリマー・獣医師として勤務

職場内で経験を積み、
責任ある職種へ

（店長、院長など）

独立して自分のショップ
（サロン）、病院を持つ

国家資格取得

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。



自由な時間に働き、自由な時間をしっかり持ちたい！
「安定」よりも「自由」な生き方を追求したい人はこれ!？

キャリアカード

フリーター

この仕事に就くためには?
フリーターには免許も資格もありませんので、働き
たい職場の面接等に受かり、採用されるかどうかの
みです。

内容はあくまでも主な例です。これに当てはまらない例もあります。

この仕事のキャリアプラン

アルバイトとして入ったお店の店長になったり、働き
が認められて、社員として採用されたり、といった展
開はあるかもしれませんが、基本的にフリーターは
キャリアプランも「フリー」なことが多いです。
安易に「フリーター」を選ぶのではなく、しっかりと
自分自身でキャリアプランを考えてみましょう。

???

高校

大学・専門学校

フリーターとして社会に船出

一般企業等へ就職 ???

フリーター




