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10.高校卒業後の進学
こうこうそつぎょうご しんがく

【専門分野の例】

コンピューター、ゲーム、Web、調理、製菓、栄養、公務員、語学、漫画、デザイン、

機械、福祉、保育、旅行、ホテル、ビジネス、音楽、スポーツ、自動車、航空、

動物、園芸、農林業、メイク、ファッション、マスコミ、芸能など

16

(１)大学　…幅広い教養を身につけたり専門的な分野を研究・調査したりする

(２)専門学校　…職業に必要な知識やスキル、資格を身につける

【専門分野(学部)の例】

文学、外国語学、法学、教育学、心理学、経済学、工学、医学、農学、薬学、看護学、

体育学、芸術学など

課程

お金

課程

・大学　　：４～６年間で卒業する大学(６年は医学部や薬学部など)。

・短期大学：２～３年で卒業する大学。「短大」とも言う。

＊授業の時間帯によって『昼間部』と『夜間部』がある。

２～３年間で卒業する(３年は医療系)。

国公立 私立

約50万円～約110万円/年　

(入学金約10万円～30万円)
まんえん まんえん ＊専門分野ごとにかなり金額に差があります。
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