
 
 
 
 
 

職職  藝藝  人人  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 ３０年度生 募集要項 

職藝学院
しょくげいがくいん

 
は 

わが国の自然を尊重する生活文化に支えられた 

木造建築と庭づくりの心と技を継承し 

庭庭づづくくりりががわわかかるる““大大工工”” 
家家づづくくりりががわわかかるる““庭庭師師””  

をめざし 

建建築築とと環環境境のの未未来来形形づづくくりりにに向向かかっってて学学ぶぶ  

新しい時代の専門学校です 

大工と庭師の専門学校 



[[１１]]  募募集集学学科科  

本科と研究科を連結した三年制｢マイスタープログラム｣の選択も募集します。 

課程名 学  科 入学期 修業年限 募集定員 

建築職藝  
環境職藝  
専門課程  
(昼間制) 

本  科  建築職藝科 
４月 ２年 ４０名 

 環境職藝科 ２年 ４０名 

研究科  建築職藝研究科 
４月 １年 １０名 

 環境職藝研究科 １年 １０名 

※建築は専攻コースで実習道具が異なります。出願時にコースを選択して下さい。 
     建築職藝専門課程 ＝ 建築コース（建築大工）、家具･建具コース（家具大工･建具大工） 
     環境職藝専門課程 ＝ 造園･ガーデニングコース（造園師･ガーデナー） 
※｢マイスタープログラム｣の選択は、入学願書の所定欄への記入により行います。 

[[２２]]  入入学学資資格格  

本    科 高等学校卒業以上の方（卒業見込を含む）、及び同等以上の
学力を有する方。男女、年齢は問いません。 

研 究 科 本学院の本科を卒業した方（卒業見込を含む）、及び同等以
上の学力・技能を有する方。男女、年齢は問いません。 

[[３３]]  募募集集日日程程  

出願期間は、平成 29 年 10 月 2日(月)～平成 30年 3 月 30 日(金)とします｡ 

選考区分 出願〆切 選考日 

学校推薦入学 
平成 29 年 10 月 13 日(金) 平成 29 年 10 月 20 日(金) 

平成 29 年 11 月 10 日(金) 平成 29 年 11 月 17 日(金) 

平成 29 年 12 月 8 日(金) 平成 29 年 12 月 15 日(金) 

一 般  入 学 

平成 29 年 12 月 8 日(金) 平成 29 年 12 月 15 日(金) 

平成 30 年 1 月 12 日(金) 平成 30 年 1 月 19 日(金) 

平成 30 年 2 月 16 日(金) 平成 30 年 2 月 23 日(金) 

平成 30 年 3 月 9 日(金) 平成 30 年 3 月 16 日(金) 

自己推薦入学 出願〆切は 3 月30 日で随時受付、選考日は予備面談の上で指定 

※自己推薦入学は、本学院を専願し、強固な意志で職藝人を目指す方とします。 

[[４４]]  出出願願手手続続  

次の出願書類等を一括し、郵送(書留郵便)又は事務局へ持参して提出下さい。 
(1) 入学願書（カラー写真 1 枚貼付､縦 4 ㎝×横 3cm･正面上半身） 
(2) 最終学校の調査書または成績証明書 
(3) 卒業見込証明書（調査書に記載あれば不要）または卒業証明書 
(4) 最終学校の推薦書（学校推薦入学希望者） 
(5) 自己推薦書（自己推薦入学希望者､志望動機･将来目標を1,000 字以上で） 
(6) 郵便切手 82 円×6 枚 
(7) 入学選考料 20,000 円（郵送の場合は郵便為替証書） 

※学校推薦入学の入学選考料は免除します。（出願時に納付いただき、入学後に返金） 
※一旦提出された出願書類と学校推薦入学以外の入学選考料は返還致しません。 
※同年度で再受験される場合は入学願書のみ再提出とし、入学選考料は不要とします。 
※研究科入学選考料20,000 円（郵送の場合は郵便為替証書）。 

[[５５]]  入入学学選選考考  

入学選考は、次の内容を総合的に判断して行います。 

選考区分 
出願 
書類 

予備 
面談 

作文 
朗読 

面接 
適性 
検査 

学校推薦入学 ○  ○ ○ ○ 

一 般  入 学 ○  ○ ○ ○ 

自己推薦入学 ○ ○(随時)  ○ ○ 
※作文は800字程度とし、入学選考案内時に課題を通知します。入学選考日に持参下さい。 

※適性検査は、基礎的内容の学科検査(国語･数学･英語)と技能検査(数種類)を行います。 

出出願願手手続続  

職藝学院 
の 

情報 
 

職藝パンフレット 
職藝ホームページ 

● 
インターネット検索 
進学情報誌 

新聞･ＴＶ･雑誌 
● 
● 

オープンキャンパス 
キャンパスツアー 
授業参観日 

● 

出出願願書書類類等等  

提提出出  

[４] 

入入学学選選考考  

[５] 

合格通知 
７日以内 

(本人･推薦者) 

願書受付通知 

入学選考案内 



[[６６]]  入入学学選選考考案案内内・・選選考考結結果果のの通通知知  
  

(1) 入学選考の開始時間及び作文課題などは、選考日の５日前までに通知します。 

(2) 入学選考は、本学院東黒牧キャンパス「名匠情報センター棟」にて行います。 

(3) 合否は、選考日より７日以内に、本人と推薦者(学校推薦の場合)へ通知します。 

[[７７]]  学学納納金金とと納納付付時時期期  

入学を許可された方は、学納金(入学金･学費)を納付して下さい。（単位：円）   
学年 対象時期 入学金 授業料 施設協力費 実習費 合計 

本科 

１年 
Ⅰ   期 250,000 300,000 100,000 50,000 700,000 

Ⅱ･Ⅲ期  300,000 100,000 50,000 450,000 

２年 
Ⅰ   期  300,000 100,000 100,000 500,000 

Ⅱ･Ⅲ期  300,000 100,000 100,000 500,000 

研究科 
Ⅰ   期 150,000 300,000 100,000 60,000 610,000 

Ⅱ･Ⅲ期  300,000 100,000 60,000 460,000 

※学納金(非課税)は、本学院の指定銀行口座への振込により納付下さい。 
※入学年度の前日までに、書面による入学辞退者には、入学金以外の学費を返還します。 

※入学後の学納金納付時期は、Ⅰ期(4～8月)が４月、Ⅱ･Ⅲ期(9～3月)は９月とします。 

※｢マイスタープログラム｣選択者には研究科学納金の減免制度があります。 

  [[８８]]  入入学学手手続続  

入学許可された方は、次の書類等を提出して入学手続を完了してください。 

(1) 誓約書 

(2) 身元保証書 
(3) 学納金振込受付書(入学金及び１年次Ⅰ期分の学費振込) 
(4) カラー写真 2枚(縦 3㎝×横 2cm、正面上半身の 3ヶ月以内撮影のもの） 

※入学手続は、許可された日から１ヶ月以内にお願い致します。 
※学納金の入金と必要書類等の受領を確認し、入学手続完了通知を送付します。 

[[９９]]  入入学学後後のの諸諸費費用用  

入学後、次のような実習道具や教材などの諸費用が必要です。（詳細は次頁参照） 
実習関係費用 実習道具、実習服、雨具、卒業製作費など 

座学関係費用 教科書・資料代、製図・デザイン用具、作品研修旅行など 

資格受検費用 技能講習、技能検定など（既資格取得者は不要） 

[[1100]]  学学納納金金減減免免制制度度 

平成30年度入学者に対して次の学納金減免制度を設けています。（詳細は別紙参照） 

学校推薦入学 学校推薦による入学の場合、入学選考料免除 

マイスター 
プログラム入学 

入学時にマイスタープログラムを選択し、本科における学業
成績及び適性が優れている場合、研究科学納金を一部減免 

職藝ネットワーク
入学 

職藝ネットワーク正会員（本学院卒業生）の二親等以内の親
族（子･孫･兄弟姉妹など）が本学院を専願する場合、本科入
学金の一部を減免 

[[1111]]  奨奨学学生生制制度度  

奨学生制度については入学後に説明会を行います。事務局にご相談下さい。 

日本学生支援機構、富山県、職藝学院など。その他、各自治体などにも奨学
生制度があります。 

 

入入学学手手続続  

 

教材等申込

書類送付 

入学式 
平成３０年 

４月10日(火) 

合格通知 

入学手続 
完了通知 

教材等準備 

教教材材等等申申込込  

[9] 

教材等費用 

振込依頼 

入学式案内 

学学納納金金納納付付  

入入学学手手続続  

[7] [8] 

アパート情報など 

東黒牧キャンパス周辺のアパート情報(徒歩 10 分以内)や、入学後の学生生
活などについては、事務局へご相談下さい。 



  ■■  入入学学後後のの諸諸費費用用                                                        

 学納金のほかに必要な諸費用の概算(昨年度の例)です。確定した金額は入学時や入学後にその都度連絡します。 

（（単単位位：：円円）） 

学年 
納入 

時期 
費用項目 

建築職藝専門課程 環境職藝専門課程 

建築 家具･建具 造園･ガーデニング 

本  科 
１年 

入学時 

実習道具*1 153,000 153,000 70,000 

実習服･雨具など*1 28,000 19,000 32,000 

製図･デザイン用具 46,000 46,000 46,000 

教科書･授業資料 45,000 45,000 50,000 

随  時 

技能講習*2  58,000 58,000 70,000 

技能検定(３級)*3 15,000 15,000 － 

作品研修旅行 25,000 25,000 25,000 

本  科 
２年 

進級時 

実習道具*1 43,000 － － 

教科書･授業資料 11,000 11,000 6,000 

職藝ネットワーク会費*4 20,000 20,000 20,000 

随  時 
技能検定*3 2 級    21,000 2 級    21,000 3 級    15,000 

材料費*5 10,000 （実費） － 

研究科 随  時 

授業資料 3,000 3,000 3,000 

作品研修旅行 25,000 25,000 25,000 

技能検定(２級)*3 21,000 21,000 21,000 

※1実習道具は全てプロ仕様です。雨天でも実習を行うため、家具･建具コースを除いて雨具が必要となります。 

※2技能講習は、建築は玉掛･小型クレーン、環境は玉掛･小型バックホー･小型クレーン。（既受講者は不要） 
※3技能検定（技能士）３級は、建築大工、家具製作または 造園、園芸装飾です。（既資格取得者は不要） 

技能検定（技能士）２級は、建築大工、家具製作、建具製作 または 造園、園芸装飾です。（既資格取得者は不要） 
※4職藝ネットワーク会費は、卒業後の本学院からの情報提供と交流事業などのための会費です。 

※5材料費は、建築：卒業制作費用、家具・建具：職藝祭制作、卒業制作等費用です。 

■■  交交通通ののごご案案内内  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京から】 

●ＪＲ新幹線ﾟ／東京駅 [大宮･長野経由]➔富山駅 (約2 時間10 分) 

●飛行機／東京・羽田空港➔富山空港 (全日空 約55 分) 

【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10分) 

【富山空港から】 

 ●自動車／富山空港➔職藝学院 (約20 分) 

【富山駅から】 

 ●自動車／富山駅➔職藝学院 (約30 分) 

 ●バス／富山駅➔富山国際大学（約40 分）➔職藝学院（徒歩500ｍ） 

【富山 I.C.から】 

 ●自動車／富山I.C.➔職藝学院 (約20 分) 

      職藝学院 

  〒930－1298 富山県富山市東黒牧 298（受付 9:00～17:00  土曜･日曜･祭日を除く) 
   TEL    (076）483－8228      FAX  (076）483－8222 
   E-mail  info@shokugei.ac.jp    URL  www.shokugei.ac.jp 
≫ 入学や職藝未来塾の受講及び見学など、随時ご相談をお受けしています。お気軽に問い合わせ下さい ≪ 

★ 願書提出先・入学手続先・問い合せ先 ★ 

〔個人情報の取り扱い〕 出願手続・入学手続で入手した個人情報は、入学選考と入学手続に関わる業務にのみ用い、

当学院以外の第三者に提供することはありません。 


