
 

 

 

 
 

 
オープンキャンパス 
申込は学校 HP へ！ 

職藝学院 

職藝学院 
大工と庭師の専門学校 

Toyama International College of Crafts ＆Arts 

し ょ く げ い が く い ん 

大工(建築、家具・建具) と 庭師(造園・ガーデニング) のプロを育成する専門学校 

オープンキャンパス 

〒930-1298 富山県富山市東黒牧 298  

URL  http://www.shokugei.ac.jp/ 

TEL  076-483-8228 

E-mail  info@shokugei.ac.jp 

専門学校 

『職藝学院 東黒牧キャンパス』 
立山連峰を間近に仰ぎ、東黒牧台地 
の緑豊かな自然環境に立地しています。 
 

一流の「大工」と「庭師」を目指す環境が富山にあります。 
「大工」 「庭師」になる夢を叶えたい方、ものづくりに関心のある方、興味はあるけど迷っている方など、職藝学院
の環境・実習風景を一度肌で感じてみませんか。 

専門学校 職藝学院 
（富山県富山市） 

＜日本のまん中にあります！＞ 

  
【オープンキャンパス】 
  ７月２８日（土）※ 

 
〈夏のオープンキャンパスウィーク〉 

８月２２日（水） 
８月２３日（木） 
８月２４日（金） 

  ８月２５日（土）※ 
 

９月  ８日（土）※ 
 

〈『職藝祭』 同時開催〉 

１０月  ６日（土） 
１０月  ７日（日） 

 
１１月１０日（土）※ 

 
※JR 富山駅、富山空港からの送迎あり 

 



  
 

■本科 
建築職藝科では、「建築大工」「家具大工」「建具大工」 
の育成を行っています。「大工」は、木工全般の優れた技
能と知識を持った技術者です。 
環境職藝科では、「造園師」「ガーデナー」の育成を行って 
います。いわゆる「庭師」とは、樹木や草花の扱いの技能と 
知識を持った技術者です。 

※マイスタープログラム：本科[2 年制] と研究科[1 年制] を一体的に連結したプログラム。３年間で実践的総合力、リーダーとしての資質を身につけます。 

『専門学校 職藝学院』 は、日本の伝統で培われてきた技と心を兼ね備えた職人 “職藝人” ＝「大工（建築、家具・建具）」 
と 「庭師（造園・ガーデニング）」を育成する学校です（平成 8 年４月開校）。 

 

●建築大工 
木造建築の伝統的仕口・継手
木組みの墨付け・加工・組立な
どの技能などを学びます。 

●家具大工 
伝統的な指物の椅子や箱家具
等の基本的な木製家具の構造
やつくり方を学びます。 

●建具大工 
引き戸・開き戸・板戸・障子戸
などの木製建具の基本構造と 
工作法を段階的に学びます。 

●造園師 
日本庭園の植栽・石組み・せ
ん定などの庭づくり、庭園管理
の技能、設計を学びます。 

●ガーデナー 
花卉（かき）園芸植物等の
栽培・管理、植物の生態を
生かした庭づくりを学びます。 

 学びの特色は？ 

専門学校 職藝学院とは 
何を学ぶ？（学科・専攻コースなど） 

授業時間(科目授業)は、文部科学
省基準(年 800 時間)の 1.5 倍で
す。[本科]2 年間では 2,400 時間、
[研究科]１年間では１,280 時間
で、実習中心のカリキュラムとしていま
す。  

職藝学院では、実際に社会で活
躍されている方々を講師に招き、
実践的授業を行っています。 
実習では、「大工」、「庭師」の名
人（マイスター）から手仕事の技
を学びます。 

現場で実際につくる建築物や庭を“実
物教材”として、一般から受け入れて
います。これまで、木造建築の新築・
再生・解体、日本庭園やガーデンづく
り、文化財（社寺等）の保存修復
などに取り組んでいます。 

■実習が中心 
“実習”で手仕事を身につけ、座学で理論を学びます 
本科実習：60％、：研究科実習 80％のカリキュラム 

■名人（マイスター）から学ぶ 
“日本の伝統技術”を基礎基本として学びます 
プロの職人から手仕事の技を学ぶ 

■地域へ貢献 
“実際の建物づくり・庭づくり”の生きた実習で学びます 
地域から提供される“実物教材”をプロの指導で実践 

■環境＋建築 
“大工と庭師の互いの分野”を合科授業で学びます 
庭づくりと建築づくりをトータルに学ぶ 

木組み基本工作実習 現役で活躍する大工・庭師の講師陣 

庭づくりと建築づくりを学ぶ演習授業 
「合科ワークショップ」（集落づくり計画） 

建築と環境の合科授業で、大工と
庭師の基礎的共通専門科目を互
いに学びあい、 
 「庭づくりがわかる大工」  
 「家づくりがわかる庭師」 
を目指しています。 

黒部市指定名勝「松桜閣」庭園 
せん定実習（富山県黒部市） 

マ
イ
ス
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム 研究科 

[１年制] 

建築職藝科 
〔大工〕 

環境職藝科 
〔庭師〕 

●建築コース 
（建築大工） 

●家具・建具コース 
（家具大工・建具大工） 

●造園・ガーデニングコース 
（造園師・ガーデナー） 

建築職藝研究科 環境職藝研究科 

本科 
[2 年制] 

■研究科 
研究科では、本科卒業生を想定し、実物実習を中心に、 
建築・家具・建具・造園・ガーデニングの技を磨きます。 
 



  

 

富山県はもとより全国から求人依頼があります。主な就職先は、建築系では
大工・工務店・家具工房・建具製作所など、環境系では庭師・造園会社・
園芸会社など、手仕事の仕事場が中心です。 
平成 30 年 3 月卒業生は、就職率 100％。です。 

市民農園花壇（富山市）：有機無農薬で管理するガーデン 

 主な実物実習教材（実際の建物づくり・庭づくり、家具・建具製作）の成果 

 主な取得可能資格は？  卒業したら？ 

経験はなくとも全く問題はありませ 
ん。授業は基礎的な内容からスタ 
ートし、段階を経ながら建築や環 
境の専門的内容へと進みます。 
大工道具や庭師道具を使って学 
ぶ“実習”を中心に、スタッフが随時 
サポートいたします。 

高校卒業が入学条件です。 
高校新卒はもちろん、大学卒、社
会経験者も多く入学しています。ま
た、入学生は北海道から沖縄まで
の日本全国に及び、全体の約
50％が富山県外の出身者です。 

 入学する人は？ 

Ｋ邸作庭（富山県射水市）：大きな庭石と樹木の再活用 茶室「本丸亭」新築（富山市）：伝統的木組み構法による木造建築 

障子戸製作 キャビネット（食器棚）製作 

職藝学院入学式。全国各地から入学
しています。 

造園技能士実技実習 

西田誠さん（建具大工コース卒業） 
建具工房で修業後独立し、現在、建
具工房「西田木工」〔黒部市（富山
県）〕を主宰。 

宮本隆人さん（建築大工コース卒業） 
現在、社寺建築を専門とする「㈱森田 
建設」〔小矢部市(富山県)〕に勤務し、 
宮大工の棟梁として活躍。 

建築大工技能士実技実習 

入学生のほとんどが未経験者です。 
スタッフが実習等のサポートをします。 

・一般から提供される実際の建築物や庭、家具・建具を“実習教材“として、施工・製作します。 
・木造建築の新築・再生・解体、日本庭園やガーデンづくり、文化財（社寺等）の保存修復なども行っています。 

●「技能士」：“職人の優れた技能の証として の国家資格” 
３級技能士（建築大工、家具製作、造園、園芸装飾） 
２級技能士（建築大工、家具製作、建具製作、造園、園芸装飾） 
が在学中に受験可能です 

●「建築士」：“建築設計者になるのも最短です” 
建築職藝科[本科]卒業と同時に、建物の設計や工事監理ができる国家
資格の木造建築士、・二級建築士が受験可能です 

 ●「樹木医補」：「樹木医」（“樹木の診断・治療及び保護育成などができ
る専門家”）の受験資格が実務経験１年に短縮されます 
マイスタープログラム修了した場合には申請により即取得できます 

 ●「技能講習」等：“危険業務等の安全作業や建設機械操作の資格” 
「玉掛」、「小型移動式クレーン運転」（技能講習）、「小型車両系建
設機械運転」（特別教育）は、在学中にカリキュラム内で取得します 

 

普通高校出身で、ものづくりの経験はないのですが？ 

平成 8 年の開校以来 800 名を超える卒業生が大工や
庭師として全国で活躍し、大工・家具・建具・造園職人と
して独立する方もいます。 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

●富山 IC 

※オープンキャンパスの送迎（JR 富山駅・富山空港） 
7/28、8/25、9/8、11/10 
ご希望の方は事前にお申し込み下さい。 
学院スタッフが職藝学院車で送迎いたします。 

[東京から]   ●飛行機：東京＜羽田空港＞→ 富山空港（全日空/約 55 分） 
●JR 新幹線：東京駅 [大宮・長野経由] → 富山駅（約 2 時間 10 分） 

※「実習参観日」：以下の金曜日に実施しています。 
 実施日： ７/27  9/7・14・21・28  
       10/12・19  11/16  12/14 
 時間帯：10:00～12:00、13:30～16:00 
 

【オープンキャンパス参加の特典】 
●入学後、地域により交通費補助（上限 20,000 円）を行います。 
●手づくりグッズをプレゼントします。 

●入学相談 
入学資格・入学手続き・学費・
通学・学生アパート・奨学金な
ど、教職員が相談を受けます。 
何でもお気軽にご相談下さい。 

 専門学校 職藝学院までの交通・アクセス 

職藝学院では、表紙記載の「オープンキャンパス」日程以外にも 
「キャンパスツアー」（学校説明／施設見学／入学相談など） 
「実習参観日」（学校説明／実習見学・体験／入学相談など）
を実施しています。 

[大阪から]   ●JR 特急＋新幹線：大阪駅 [金沢経由] → 富山駅（約 3 時間 20 分） 

 [名古屋から] ●JR 特急＋新幹線：名古屋駅 [金沢経由] → 富山駅（約 3 時間 20 分） 

 

 [ＪＲ富山駅から]      ●車 ：約 30 分 
●バス：地鉄バス富山駅 → 終点 富山国際大学行  
       （約 40 分）  → 徒歩 5 分 

 [富山空港・富山 IC から] ●車 ：約 20 分 

オープンキャンパスのプログラム 

“大工職人” “庭師職人”の第一歩を「専門学校 職藝学院」で体感してみよう！ 

●学校説明 
教育理念、学科の内容（カリ
キュラム等）、取得資格、学
院生活などを説明します。 

●実習体験 
カンナ掛け、ロープワーク、剪定等の実習体験
を行います。学生、スタッフが体験のサポートを
いたします。 

●キャンパスツアー 
学内をご案内するキャンパス
ツアー。東黒牧キャンパスの
施設・環境を紹介します。 

●実習説明・見学 
実習担当教員による実習内容
説明及び学生（建築、環境）
の実習を見学します。 

オープンキャンパス・キャンパスツアー等の日程 

富山空港● 

JR 富山駅 

●富山 IC 


