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いて高度な専門知識や技術を学びます。入学資格は測量士補取
得者になります。

 

 
※２０２３年３月現在

 

　就職分野は、建築施工会社、建築設備会社、設計事務所、土
木・造園施工会社、測量会社、公務員、各種コンサルタント会社
などに就職します。
（主な就職先）アイディホーム㈱、タクトホーム㈱、一建設㈱、
㈱アキュラホーム、㈱オオバ、㈱一条工務店、㈱池下設計、㈱福
田組、五洋建設㈱、三機工業㈱、鹿島建設㈱、住友不動産㈱、新
日本空調㈱、須賀工業㈱、大東建託㈱、大日本コンサルタント㈱、
飛島建設㈱、大林道路㈱、鉄建建設㈱、東洋熱工業㈱、日本メッ
クス㈱、日本電設工業㈱、日本道路㈱、NEXCO中日本サービス
㈱、TSUCHIYA㈱、クラシスホーム㈱、トヨタすまいるライフ㈱、
トヨタホームリフォーム㈱、トヨタホーム愛知㈱、ハウスクラフ
ト㈱、（一社）パブリックサービス、加藤建設㈱、貝沼建設㈱、㈱
AVANTIA、㈱アールプランナー、㈱グランハウス一級建築士事務
所、㈱シーテック、㈱パナホーム愛岐、㈱ブルーハウス、㈱ユー
エス計画研究所、㈱伊藤工務店、㈱協和コーポレーション、㈱市
川工務店、㈱新和建設、㈱善匠、㈱麦島建設、㈱不動産SHOPナ
カジツ、三交不動産㈱、昭和土木㈱、西濃建設㈱、川崎設備工業
㈱、大日本土木㈱、中村建設㈱、中部土地調査㈱、日本土建㈱、
不二総合コンサルタント㈱　ほか多数

取得資格・取得受験資格

卒業後の進路状況（２０２２年度卒業生実績）

　中部地区を代表する建築・インテリア・土木・測量の総合カ
レッジ。全クラス担任制で「資格」と「就職」に力を入れており、
４４,０００名を超える卒業生を輩出してきました。特に「二級建築士」
は毎年高い合格実績をあげています。
■二級建築士を在学中に受験しこれまでに４,２８６名が合格（建築ラ
イセンス科）

■建築系大学併修と在学中の二級建築士取得を目指す（建築ライ
センス本科）

■測量士・測量士補　卒業と同時に取得（測量研究科・測量科・
測量設計科）

■全国１９地域の県人会担当者と卒業生で組織されている校友会が
就職をサポート

 

■建築工学科／基礎から応用まで建築全般を幅広く学びます。
■建築設備科／快適な居住空間を求め、空調・水回り・電気設備

の専門知識習得と在学中に各種資格に挑戦します。
■大工技術科／設計や施工管理などの技術と大工の技能をあわせ

持った総合的な建築技術者を目指します。
■インテリアデザイン科／インテリアがある快適な空間造りの専

門家を目指します。
■建築ライセンス科／二級建築士の資格取得を目指す学科です。

入学資格は二級建築士受験資格取得者、大学（短
期大学を含む）、高等専門学校または専修学校にお
いて指定された科目を修めて卒業した方になりま
す。

■建築ライセンス本科／学士と二級建築士の取得を目指します。
入学資格は二級建築士受験資格取得者、大学（短
期大学を含む）、高等専門学校または専修学校にお
いて指定された科目を修めて卒業した方で建築系
大学３年次編入学が可能な方です。

■土木工学科／インフラ構造物をつくる力を養うため、実践的な
学習で基礎から最新技術までを学びます。

■測量設計科／測量と土
木の両分野を幅広く学
び、プランニングに関
する総合的な知識と技
術を身につけます。

■測　量　科／基礎的な
知識から、実際に使わ
れている様々な測量器
械を使って実習を重ね、
奥深く学習します。

■測量研究科／全国初の
測量士の養成カリキュ
ラムを実施。測量につ

学科説明

・JR東海道本線・中央本線、名
鉄名古屋本線、地下鉄名城線・
名港線ともに「金山」総合駅
下車、北口より徒歩４分。
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東海工業専門学校金山校

〒４６０‐００２２　名古屋市中区金山２‐７‐１９

TEL（０５２）３３２‐６２１１　FAX（０５２）３３２‐６２５５

ホームページアドレス　https://www.tpc.ac.jp/

Eメールアドレス　tpc.info@denpa.jp

建築・インテリア・土木・測量の総合カレッジ

〔理事長〕小川 明治 〔校長〕野村 種明 入学事務局

本校の特色

本校への交通機関

職業実践専門課程認定学科設置校

就職状況（２０２３年３月１日現在）

２０２１年度２０２２年度

６１６６５０卒業者数

３２７３５８就職希望者数

３２２３５７関連分野　 就職者数

２１関連外分野 就職者数

２６８２６４進学者数

２,４８１２,８１４求人会社数

３,２４４３,４２５求人人数

建築ライセンス科
建築ライセンス本科在学中に受験

一級建築士①
または③ 建築工学科・建築設備科

大工技術科・インテリアデザイン科卒業と同時に受験資格取得

建築ライセンス科
建築ライセンス本科在学中に受験

二級建築士①
または③ 建築工学科・建築設備科

大工技術科・インテリアデザイン科卒業と同時に受験資格取得

測量研究科卒業と同時に無試験で資格取得
測量士②または④

測量設計科・測量科卒業後、実務経験２年で無試験で資格
取得

測量設計科・測量科卒業と同時に無試験で資格取得測量士補②

建築工学科・建築設備科
大工技術科・インテリアデザイン科
土木工学科・測量設計科

卒業後、実務経験５年で受験資格取得
１級（建築・管工事・
土木・造園・電気工
事）施工管理技士⑤

卒業後、実務経験２年で受験資格取得
※学科試験は在学中に受験

２級（建築・管工事・
土木・造園・電気工
事）施工管理技士⑤

建築工学科・建築設備科卒業後、実務経験２年で受験資格取得建築設備士⑤

建築設備科
卒業後、実務経験５年
２級取得後、実務経験２年
３級取得後、実務経験４年で受験資格取得

１級配管技能士⑤

大工技術科
卒業後、実務経験５年
２級取得後、実務経験２年
３級取得後、実務経験４年で受験資格取得

１級建築大工技能士⑤

建築工学科・インテリアデザイン科
学科試験は満２０歳以上で受験可能
卒業後、実務経験１年で実技試験が受
験可能

商業施設士⑤
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学科・コース名
（昼・夜）

★は職業実践専門課程
　認定学科です

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入試

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入試
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入試

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

建築工学科
（夜）

測量研究科
（昼）※

測量科
（昼）

測量設計科★
（昼）

土木工学科★
（昼）

建築ライセンス本科
（昼）※

建築ライセンス科
（昼）※

インテリアデザイン科★
（昼）

建築設備科★
（昼）

大工技術科★
（昼）

建築工学科★
（昼）

２年１年１年２年２年２年１年２年２年２年２年

４０名３０名４０名４０名４０名４０名８０名４０名４０名４０名１６０名

指定校推薦入試１０/２!～１１/３０!、推薦入試１０/２!～１２/１９!

学習成績概評（２.７以上）公欠を除く欠席が１０日を超えないこと。（３年生１学期または前期）

書類選考

免除

なし

併願可（指定校推薦は専願）

１２/１!～３/１９!

書類選考

一般教養試験　※［夜間部］建築工学科、土木工学科、測量研究科は書類選考のみ

２０,０００円

有（併・６/１!～・募集定員の１０％）無有（併・６/１!～・募集定員の１０％）

１７３８時間１２９４時間１３２２時間
２５２８時間
（２年間）

２３９０時間
（２年間）

１７４６時間
（２年間）

９１０時間
１９５０時間
（２年間）

１９０５時間
（２年間）

１９４１時間
（２年間）

１８１５時間
（２年間）

２４（週５日制）３２（週５日制）３０（週５日制）

１５０,０００円１９０,０００円２２０,０００円１９０,０００円２２０,０００円

５５６,０００円
（四半期４分割納入）９４２,０００円（実習費・設備費等含む）　※大工技術科のみ　９７２,０００円（前期・後期 ２分割納入）

年間授業料に含む

約６５,０００円程度学科により異なるが昼間部２年課程で４万～１４万円必要

校友会費３,０００円学生会費３,０００円、校友会費５,０００円、卒業経費３６,０００円

１５４名（常勤　４５名　非常勤　１０９名）教　　員　　数平成７年４月１日創立

［２０２２年度］　１１７５名（男子 ９４３名　　女子 ２３２名）
在籍学生総数

平成７年４月１日認可

［２０２１年度］　１２１２名（男子 ９７５名　　女子 ２３７名）学校法人　電波学園法人名称

１２,８６３㎡校舎面積工業専門課程課程名

鉄筋コンクリート造１１階建　他３棟建物の構造“社会から喜ばれる知識を持ち、周囲から歓迎される
人柄を兼ね備えた技術者”の育成を目標にし、それ
を教育の基盤として「専門技術」と「豊かな人間性」
の両者を兼ね備えたスペシャリストの育成を行う。
授業は、能力別クラス編成により、学生個々の適性
に合わせた指導と実験・実習を主体とした現場への
即応性を重視している。

建学の精神（沿革）
教育方針

有寮

製図室、CAD室、大工実習室、建築設備実習室、屋内測量
実習室、インテリア展示室、木造２階建住宅模型、鉄筋構
造模型、建築設備模型、測量機器一式、万能試験機、測量
実習地、学生ホール 他
保健室、学生食堂、多目的ホール

厚生施設
主な施設設備の概要

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!電波学園ありがとう奨学生制度
!電波学園ファミリー奨学金制度
!外国人留学生授業料減免制度
!日本学生支援機構奨学金制度
!電波学園学費サポート制度
!高等教育の修学支援新制度
　他多数

!レクリエーションDay
!測量実習（測量科・測量設計科・測量研究科）
!体育祭
!学校祭
!サークル活動（卓球部・フットサル部・バスケッ
トボール部・バレーボール部・テニス部・建築研
究部・土木研究部）

本人の希望・適性・家庭状況などを考慮し、クラ
ス担任をはじめ就職指導担当者・県人会担当者（全
国１９地域）が就職活動をサポートします。また各
校友会支部の協力により、Uターン就職のバック
アップも万全です。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

●２年課程の卒業生には、文部科学省より専門士の称号が与えられます。（建築ライセンス本科は学士の称号が与えられます。）
●建築ライセンス科と建築ライセンス本科は一般入学のみとなります。
●入学試験日などの詳細は、パンフレットにて掲載します。
●オープンキャンパス：４/２９!、５/２７!、６/２４!、７/２３!、８/５!、８/２５!、８/２６!、９/１６!、１０/１４!、１１/１１!、１２/１６!、１/２０!、２/２４!、３/２４!
●体験バスツアー：５/２７!、７/２３!、８/５!、３/２４!
●毎年２月下旬に市民ギャラリー等にて卒業制作展を行います。
●学生寮・学生ハイツは名古屋市内に完備しています。

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

工業
分野


