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千葉日建工科専門学校
学校法人日建千葉学園

Chiba      Nikken      Postsecondary      Training     College

　現在、建設業界は技術者を必要としています。近年では新技術が投入され、工法や材料などが次々と更新されており、変化

の早い時代になったと感じざるを得ません。そんな中、建築に携わっている私たちはどうでしょう。この変化を捉え回答する

ことができているでしょうか。それとも、流れに身をおいているだけでしょうか。建築物は設計図を基に施工されていきますが、

完成するまでに多くの問題が起こります。では、この問題を解決するために何が必要でしょうか。私は「技術者」だと考えます。

知識だけでも、経験だけでもいけません。この両方を持ち合わせてこそ技術者なのです。建設業の人材不足が解消されないまま、

復興やオリンピックなど建築に関わるニュースを耳にします。未来に日本の技術を伝えていく、一人でも多くの技術者を育てる。

その役割の一端を担うために専修学校教育があるのだと信じています。千葉日建工科専門学校は「建築」の専門学校として、

その教育理念を実現するべく努めてまいります。

　我が国の建築技術は広く輸出され、その活躍をみることができます。地震大国日本の技術力は世界でもトップクラスといわ

れるほど評価を得ており、物だけでなく人も流動化し、多極分散的な時代に入ったと言えるでしょう。技術者の移動が活発化

すれば、世界規模で人材不足になります。

　平成 24年度より千葉日建工科専門学校は、これからの世界の動きに対応すべく、留学生の受け入れを始めました。近年、

アジアを中心とした多くの方たちが地震による被害を受けています。新たに造られる建築物は人々の暮らしを、命を、守るこ

とができるのでしょうか。日本の技術や知識を世界に届けることができれば、救えるものがあるのではないかと信じてやみま

せん。本校では設計から技術に関する分野の知識まで徹底した教育により、人材を育成、日本から世界へと建築士を輩出して

いく思いでいます。グローバル的には、日本国内の他、中国を中心とした海外での就職にも力を入れていく所存です。

栗田　秀子

学校法人  日建千葉学園

理事長

Hideko　Kurita

学校長

千葉日建工科専門学校

坂井　久光
Hisamitsu　Sakai

〇平成 9年 3月

学校法人日建千葉学園として設置認可を受ける

〇平成 9年 4月

千葉日建工科専門学校を開校

設置学科名を建築設計科とする

〇平成 9年 12月

2級建築士資格認定校となる

〇平成 11年 12月

1級建築士資格認定校となる

〇平成 24年 4月

設置学科名を建築ＣＡＤ技術科と改める

〇平成 24年 6月

商業施設士資格認定校となる

〇平成 24年 8月

建築ＣＡＤ検定試験認定校となる

〇平成 25年 1月

2級施工管理技術者資格認定校となる

〇平成 27年 10月

建築デザイン研究科を設置

〇平成 29年 4月

建築設計研究科を廃止

デザイン設計科を開設

教育理念 理事長・学校長メッセージ 千葉日建の歩み 建築ＣＡＤ技術科 建築デザイン研究科 千葉日建の資格 千葉日建の就職 年間行事カレンダー Ｑ＆Ａ・お問い合わせアクセス 受験案内デザイン設計科
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建　築
ＣＡＤ
技術科
［ 全日・2年制 ］

建築士法が制定されてから 65年が経過
し、現在では一、二級及び木造合わせて
約 113 万もの人が建築士として仕事をし
ています。建築のプロフェッショナルで
ある建築士は、建築物の設計、監理だけ
でなく、工事の契約に関する事務、工事
の指導監督、建築物に関する調査、鑑定
等に至るまで幅広く活躍の場があります。
建築 CAD技術科では、このような仕事が
したいと考えている方々が、一人でも多
く建築士免許を取得して建設業界で働い
てもらえるよう、建築士試験に対応した
授業展開をしています。教材には、教科
担当オリジナル資料を使用しています。
資格取得へ、建築 CAD技術科から始めて
みませんか。２年後の夏、二級建築士試
験に挑戦し最短合格を目指しましょう。

授 業
科 目

目 標
資 格

就 職
仕 事

学 校
生 活

学生
調査

日本人
×
留学生

ニ級建築施工管理技士 *

一級建築施工管理技士⁑

⁑一級建築士、一級施工管理技士

　は実務経験が必要となります

*二級施工管理技士は学科のみ

一・ニ級建築士⁑

福祉住環境コーディネーター

建築ＣＡＤ検定

商業施設士・補

住宅設計

建築設備設計

建築設備工事

建築施工管理

不動産

建築積算

アルバイトの平均時間は？

ＣＡＤオペレーター

建設コンサルタント 学校があるから
1日 5時間くらい。

いつもは 5時間。休日は
8時間バイトしました。

1週間で 28時間働いています。

環境工学

環境福祉

建築数理

建築入門

建築材料

建築史

建築設備

建築事務

測量実習

科目演習

建築計画Ⅰ

建築法規Ⅰ

構造力学Ⅰ

一般構造Ⅰ

建築施工Ⅰ

建築製図Ⅰ

ＣＡＤ設計Ⅰ・Ⅱ

ＣＡＤ設計Ⅰ・Ⅱ「家具作成」

夏期振替授業「模型作成」

建築計画Ⅱ

建築法規Ⅱ

構造力学Ⅱ

一般構造Ⅱ

建築施工Ⅱ

建築製図Ⅱ

ＣＡＤ設計Ⅲ・Ⅳ

1 年前の事は…全然覚えてません。

うん。

宏樹兄ちゃんは字がとってもきれい。ノートが見や

すい。テストのときは助かってます。（汗）

日本のお兄ちゃん的な感じ。

いつも元気で素直なところ。あと絵が上手い！授業

中の図とか、アニメの絵とか。ベトナムで教室に通っ

てたんだよね⁉俺にも教えてくれたね。

ホントですかー？忘れました。（笑）

表紙の二人 撮影中も和やかな雰囲気

俺の自己紹介のとき、フリガナを間違えちゃって、

ジエムが注意してきた。「日本人なのにー！」って言

われたのを覚えてるよ。

中　島

中　島

ジエム 

ジエム 

ジエム 

初めて登校したときの事を覚えてますか？

お互いの良いところを教えてください。

　僕は千葉日建に進学する前、就職していました。以前から、パソコンの組立て・解体、

プログラムの構築などが好きで、何でもいいからモノづくりに関係する仕事がしたいなと

ずっと思っていました。そのなかで、建築を選んだのは建築関係の仕事をしている知人が

いたからです。目標があって働いていたわけではないので「学校に行って建築を勉強する

のもありか」と思い、専門学校に入学しました。

専門学校で面白いことは留学生と一緒に生活することです。入学した頃は、経験したこと

のない環境に戸惑いましたが、１年が過ぎる今では外国人が周りにいる環境が普通になり

ました。留学生のみんなは日本語の表現も直接的で、発言に驚かされることもありますが、

話したいことがわかりやすいし面白いと思います。今は一人暮らしをしながら学校へ通っ

ています。二年生は就職活動もあるので、授業、アルバイト、就活のバランスをしっかり

と考えて、自分に甘えないように頑張りたいと思います。

『建築』って難しい
　　　　と思ってた。

ＣＡＤ設計Ⅲ・Ⅳ「ＣＡＤ検定受験対策課題」

建築製図Ⅱ「一式図」

建築ＣＡＤ技術科
２年Ａ組

川本　剣
Ken Kawamoto

１年生 ２年生

建築ＣＡＤ技術科教育理念 理事長・学校長メッセージ 千葉日建の歩み 建築デザイン研究科 千葉日建の資格 千葉日建の就職 年間行事カレンダー Ｑ＆Ａ・お問い合わせアクセス 受験案内デザイン設計科

建築の勉強って何？

勉強は裏切らない！ いろいろな仕事

留学生と机を並べる授業スタイル。先輩たちを直撃！

千葉日建ライフ

も
う
一
度
、

そ
う
、
思
っ
た

勉
強
し
て
み
よ
う

建築ＣＡＤ技術科
２年Ａ組

中島　宏樹
Hiroki　Nakajima

建築ＣＡＤ技術科
２年Ａ組

HOANG THI DIEM

ホアン ティ ジエム
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学 校
生 活

幸せな人になりたい。

将来は何したい？

福祉住環境コーディネーター

※科目名は同じですが、他学科

　の授業とは異なります

ＣＡＤⅡ

製図演習Ⅱ 

商空間デザイン

福祉住環境

建築法規

建築構造Ⅱ

空間造形

建築施工Ⅱ

建築事務

レンダリング技法Ⅱ

　デザイン設計科は「就職後に強い」をコンセプトに立ち上げました。

本校は、今まで「建築士の取得＝建設業界で即戦力」という教育目標

を主軸に走ってきました。ここでの即戦力とは、入社後すぐに仕事が

できるといった意味ではなく、建設業で働く人材が減っている現状に、

リーダーとなって仕事をしてもらうということです。建築士は簡単な

資格ではありません。現場の指揮がとれるようになるまでには何年も

かかってしまいます。さらに、就職を担当している中で企業の方々か

ら「CADは使えますか」という声も多く頂きます。そんな現状に千葉

日建工科専門学校としてどんな回答ができるのか。デザイン科はその

答えの一つだと考えています。学校独自のカリキュラムで実習科目を

中心に組んでいるため jw－cad、文章、表計算なども授業内容に取り

入れました。他にも新たな授業内容で、もう一つの即戦力にも対応し

ていきたいと思っております。本校の案内を手に取り進学を検討する

際、自分はどちらの即戦力として働きたいのか。少し自身と相談して

頂ければ、学科選びに役立つのではないかと思います。

デ　ザ
イ　ン
設計科
［ 全日・2年制 ］

平成 28 年度 卒業生
建築デザイン研究科

PUN BHU KUMARI

プン ブ クマリ

　私は建築デザイン研究科の卒業生です。一年間、千葉日建工科専門学校

で勉強しました。授業は、日本語だから難しいし、漢字もあるからすごく

大変です。だから建築についての勉強をいっぱいすることはできませんで

した。でも先生たちのおかげで初めて知ることもいっぱいありました。日

本は大きい地震があっても建物が壊れてないのに、私の国は地震でたくさ

んの建物が壊れました。ネパールには建築基準法のような地震についての

法律がまだありません。あとは、TOTOのショールーム見学に行きました。

キッチンやトイレもとてもきれいでした。友達と一緒に商業施設士補の試

験を受けたことも、製図や CADで建物の画を描いたことも、全部、初めて

でした。デザイン研究科で勉強していないとわからないことがいっぱいあっ

たと思います。   

建築物のデザインや設計に興味を持って
いる皆さま。建築業界で仕事をするには
専門的な知識や技術が大切です。しかし、
建築物のデザインは時代の流行とともに
変化します。そのため、創造力や感性を
ブラッシュアップさせつつ、実務的な能
力を取得することが欠かせません。デザ
イン設計科のカリキュラムは、技術とデ
ザインをバランスよく学び、実習時間も
十分に確保した内容になっています。2年
間、楽しくものづくりしながら専門的な
能力を身に付け、ワンランク上がった自
分として働いてみてはいかがでしょうか。
皆さんのゼロからのスタートをしっかり
とサポートしていきます。

建築入門「オリジナル教材」

ベーシックデザイン「ＢＯＸ」

空間造形「レイアウト構成」

レンダリング技法「３Ｄマイホームデザイン」

１年生 ２年生

※新設のため就職実績はありません

建築ＣＡＤ検定

商業施設士・補

建築系大学　進学

建築系専門学校　進学

就　職

『見つける』って楽しい

授 業
科 目

目 標
資 格

就 職
進 学

学生
調査

先 生
の 声

自分の家を設計したい。
たくさん仕事を覚えて、
自分の会社を作りたい。

建築入門

環境設備

建築構造Ⅰ

建築施工Ⅰ

ＣＡＤⅠ

住宅設計

製図演習Ⅰ

住空間デザイン

レンダリング技法Ⅰ

ベーシックデザイン

教育理念 理事長・学校長メッセージ 千葉日建の歩み 建築ＣＡＤ技術科 建築デザイン研究科 千葉日建の資格 千葉日建の就職 年間行事カレンダー Ｑ＆Ａ・お問い合わせアクセス 受験案内デザイン設計科

建築の勉強って何？

勉強は裏切らない！ 自分にあった道

デザイン設計科への期待

千葉日建ライフ

副学校長 酒瀬川　博之

千葉日建工科専門学校

Hiroyuki　Sakasegawa

「技術科とは違う意味を見つけたい」

今
日
ま
で
の
一
年
間

こ
れ
か
ら
の
二
年
間
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※新設のため就職実績はありません

インテリアコーディネーター

建築ＣＡＤ検定

商業施設士・補

建築系大学　進学

建築系専門学校　進学

就　職

建　築
デザイン
研究科
［ 全日・1年制 ］

授　業

レポート

インテリアエレメント、ベーシックデザ
イン、CAD設計など技能を中心としたカ
リキュラムを組み、“建築” という分野の
広さを感じられる内容になっています。
専門学校の目的として資格取得は大切な
ことの一つですが、これからの建設業界
に関心を持ってもらうこと、働いてもら
うことも本校が担っている大切な役割の
一つです。そのため、建築という分野の
解釈を広げ、日常生活にあるインテリア
を通して、その箱である建築を知っても
らうことを主としています。建築は規模
が大きすぎて表面的なところばかりが目
立ち、ただの住むところになっています。
「住まう」とは何か、「生活」とは何かが、
本科を通して、少しでも見えれば、作り
手でも使い手でも、建築を別の角度から
みることができるのではないでしょうか。

手で描くことで『わかる』こともある

授 業
科 目

設計製図Ⅰ「線の練習」

情報処理「書類作成」

校外授業「ＴＯＴＯショールーム見学会」

校外授業「リフォーム産業展見学会」

目 標
資 格

就 職
進 学

学生
調査

建築入門

設計製図Ⅰ 

建築計画

建築法規

建築構造

建築施工 ベーシックデザイン

インテリアエレメント

ＣＡＤ設計

設計情報処理

建築経営

住商空間デザイン

※科目名は同じですが、他学科

　の授業とは異なります

留学生

対　談

ＰＣを使うＣＡＤ設計Ⅰ・Ⅱ
手で描くのは大変だけど
建築製図Ⅰが楽しい。

教えてくれる先生次第です。
だから選べません。

建築ＣＡＤ技術科教育理念 理事長・学校長メッセージ 千葉日建の歩み 建築デザイン研究科 千葉日建の資格 千葉日建の就職 年間行事カレンダー Ｑ＆Ａ・お問い合わせアクセス 受験案内デザイン設計科

１年間で建築はわかるか？

もう１年、千葉日建に残る理由とは？

商業施設士補講習会

好きな授業は？

研究科だけの試験も！ 自分にあった道

建築デザイン研究科

KARKI SAMJHANA

カルキ サムジャナ

GARBUJA KALPANA

建築デザイン研究科

ガルブジャ カルパナ
まだわかりませんけど、結婚したいです。

日本の会社に就職するか、会社をつくりたいです。

先生から勧めてもらいました。１年かけて就職活動

して行きます。

友達と一緒にいたいから。

私もクリスマス会が楽しかった。ネパールのお祭り

みたいにダンスがあります。

クリスマス会が楽しかったです。

カルパナ

サムジャナ

カルパナ

サムジャナ

カルパナ

サムジャナ

二年間で思い出に残っていることはありますか？

研究科へ進学を決めた理由はなんですか？

卒業後はどうしますか？

「デザイン研究科の意義」

　写真は商業施設士補の合格者の学生です。建築デザイン研究科の留学生 29名が受講しました。はじめに商業施設士とは、公益社団

法人商業施設技術団体連合会が資格認定事業を行っている資格で、店づくり、街づくり全般に必要な専門知識や技術を有すると認める

者に対して付与されているものです。有資格者は商業施設の運営管理や店舗の構成・デザインなどの総合的な計画・監理を行うことが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できます。建築デザイン研究科では昨年度より商業施設士補の受講を開始しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デザイン研究科生は本校を一年間という短い期間で卒業していきます。他学科には

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない差別化した授業展開は出来ないものかと思案し、商業施設技術団体様協力のも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と、校内受講ができるようになりました。講義はすべて日本語で行っているので、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　留学生には厳しいものになりましたが、6割を超える学生が合格してくれました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この経験を通して、建築に対する興味や就職する意欲に繋がってくれれば、彼らに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とって良い専門学校生活を過ごせたのではないかと思います。今後とも教員一丸と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なり努力していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できます。建築デザイン研究科では昨年度より商業施設士補の受講を開始しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デザイン研究科生は本校を一年間という短い期間で卒業していきます。他学科には

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない差別化した授業展開は出来ないものかと思案し、商業施設技術団体様協力のも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と、校内受講ができるようになりました。講義はすべて日本語で行っているので、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　留学生には厳しいものになりましたが、6割を超える学生が合格してくれました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この経験を通して、建築に対する興味や就職する意欲に繋がってくれれば、彼らに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とって良い専門学校生活を過ごせたのではないかと思います。今後とも教員一丸と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なり努力していきます。

李先生を囲み質問　力学は難しい



11 12

報情格資

建築ＣＡＤ検定 商業施設士・補

建築施工管理技士

一・二級建築士

建築ＣＡＤ技術科

建築ＣＡＤ技術科

建築ＣＡＤ技術科

建築ＣＡＤ技術科 建築ＣＡＤ技術科

建築ＣＡＤ技術科 建築ＣＡＤ技術科 建築ＣＡＤ技術科

建築ＣＡＤ技術科 建築ＣＡＤ技術科

建築ＣＡＤ技術科 建築ＣＡＤ技術科 建築ＣＡＤ技術科

市 雅伸川 石 大雅井

翔王

Ｄ ＥＰＥＡ ．ＳＡＮ

吉 琴乃川細 遼太川

虹陳

Ｃ ＮＧＯＵＤ Ｄ ． ．

Ｉ ＯＲＨＳＫ Ｂ

Ｋ ＡＴＢＨＥ ＮＥ ．Ｐ ＡＮＷＡＬ ．

梦華何

Ｅ ＡＮ ＥＶＧ ．Ｊ

偉軍王         

Ｔ ＡＩＴＬ ． ．Ｕ ＲＩＭＡＫＢ ．Ｐ ．

斯雯肇         

ＡＴＤＮ Ｔ ．．

ＪＩＫＡＳ Ｓ ．． Ｐ ＫＡ Ａ ＡＩＴＤ ＩＡ ． Ｈ ＵＲＤＢＳ ．

建築デザイン研究科

建築デザイン研究科

建築デザイン研究科

建築デザイン研究科 建築デザイン研究科

建築デザイン研究科 建築デザイン研究科 建築デザイン研究科

市 雅伸川

菁吴         

建築ＣＡＤ技術科

建築ＣＡＤ技術科　卒業生

建築ＣＡＤ技術科

Ｋ ＮＡＡＲＧ ＯＰ ． Ｋ ＮＡＡＲＧ ＯＰ ．
建築ＣＡＤ技術科

千葉日建の有資格者紹介‼

全国建築ＣＡＤ連盟主催、パソコ

ン操作を駆使して建築図面を描く

ＣＡＤの技能検定。教育機関以外

に企業の方からも推奨されている

注目の民間資格。年４回実施され

ており校内で受験できます。

商業施設技術団体連合会主催、店

舗の運営管理、デザインなど、商

業施設の総合的な計画を行う専門

家の補助スタッフの資格。受講者

も年々増加しており、本校では授

業内で受講できます。

建設業振興基金が委託されている

国家資格。建築物の施工計画の作

成や工程管理、品質管理、安全管

理など建設現場全体を統括し管理

を行います。在学中に学科を受験

することができます。今年から試

験が年２回実施されます。

国土交通省より建築技術教育普及センターに委託されている国家資格。建築物
の設計及び監理をはじめ、調査、鑑定に至るまで建築士の仕事は多岐にわたり
ます。試験は学科と製図の二次試験制でＣＡＤ技術科を卒業した年に受験する
ことが出来ます。一級になれば合格率１２％の難関資格。
建築家への一歩はここから。

教育理念 理事長・学校長メッセージ 千葉日建の歩み 建築ＣＡＤ技術科 建築デザイン研究科 千葉日建の資格 千葉日建の就職 年間行事カレンダー Ｑ＆Ａ・お問い合わせアクセス 受験案内デザイン設計科
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● 設　計

　設計には建築物の間取りや外観を決定する基

本設計と実際に施工するための構造、設備等の

詳細を決定していく実施設計があります。また、

敷地の周辺調査や工事費の見積もり、法律に適

合しているかを確認する確認申請なども全て設

計に含まれます。

　不動産業にはマンションやアパート、住宅、

土地の売買の仲介を行う営業職と、今後、発展

の見込める土地を見つけ、マンションや複合施

設の開発・ 企画を行う開発職に分かれます。不

動産業は町並みだけでなく、住む人のライフス

タイルも変えてしまう暮らしに近い仕事です。                 

【平成 28 年度卒業生対象】               

● 不動産          　建築物は建築主、設計者、現場監督だけで

は建ちません。工事に関わる多くの技術者の

方の協力があってこそ施工できるのです。そ

れは 29 業種に分かれておりそれぞれに技術

者がいます。大工さんやトビさんもその一人

で、他にも電気、水道、屋根、ガラス、清掃

に至るまで、細かく持ち場が分かれています。

　新年度がスタートして間もなく校内企業説明

会を実施しています。企業に求められる人材と

は何か。しっかり聞いておきましょう。

　緊張することでしょう。でも、大丈夫。練習

したことを思い出し、質問を良く聞いて、落ち

着いて応答しましょう。必ず出来ます。

　おめでとうございます。1年間の成果が実り

ましたね。これから新社会人として頑張って下

さい。先生たちは、ずっと応援しています。

各種工事 ●

　設計段階でのスケッチや設計者の考えを

図面に落とし込み、形にしていくことが主

な仕事です。建築物の設計図は小さいもの

で数十枚、大きいものでは百枚を超えます。

CAD オペレーターは設計者の右腕となり、

図面の作成、修正、訂正をしていきます。

CAD オペレーター ●

　他の学校（専門学校、短大、大学など）

を卒業し、本校に入学された方は、建築以

外の資格で就職を進めることもできます。

ホテルや飲食店、会社経営など、他の業種

で活躍している卒業生もいます。

その他 ●

親戚の会社を引き継ぎました。

どのように就職しましたか？

覚えることがいっぱいあって大変です。毎日、勉強しています。

卒業後すぐに取締役は大変ですよね？

日本語で仕事をしているので、話し方ですね。

特に大変な事は何ですか？

言葉が形になることです。造ったものに責任を持てることは楽しいですね。

楽しい事は何ですか？

まだ具体的に考えていませんが、日本以外の国とも仕事をしていきたいですね。

今後の展望を教えてください。

「責任を持つ、楽しさ」

先生の紹介で就職しました。

どのように就職しましたか？

何回か会社の面接にいきました。友達は合格したけど、僕は合格しなかったです。

すごく残念でした。

就職は大変でしたか？

ＣＡＤを使って、サッシュのおさまり図を描いています。

どんな仕事をしていますか？

まだわかりません。でも日本で就職したかったので嬉しいです。

仕事は楽しいですか？

日本で仕事を頑張って、ベトナムから家族を呼びたいです。

将来的にはどうしますか？

「日本で頑張ってみます」

先生の紹介で就職できました。女性なので建築関係での就職はできないと思って

いました。

どのように就職しましたか？

建築物の部分の名前を覚える事です。接客で説明するときに使います。

大変な事は何ですか？

学校で勉強しているときは大切なことがわかりません。仕事で使うようになると、

もっと勉強すれば良かったと思います。だから、後輩の皆さんは勉強を頑張って

下さい。

新入生に一言お願いします。

リフォームの提案・企画をしています。

どんな仕事をしていますか？

「学校で学ぶこと」

先輩 たち の 声
職 業
種 別

■校内企業説明会 ■選考試験・面接 ■内定通知

平成 28 年度  卒業生
建築ＣＡＤ技術科

王　　翔
Ou　　syo

平成 28 年度  卒業生
建築設計研究科

SHAHI SUSHMITA

シャヒ　ススミタ

平成28年度  卒業生
建築ＣＡＤ技術科

NGUYEN VAN PHAP

グェン ヴァン ファップ

　現場監督として、建築物の施工における工

程管理、品質管理、安全管理を行う仕事です。

一つの建築物を建設するには、実に多くの技

術者に協力してもらう必要があります。それ

を束ねて指揮をとる者が現場監督の役目です。

● 施工管理

Ｂ＆Ｋアリーズ株式会社

42%

8%

1%

2%

34%

32%

教育理念 理事長・学校長メッセージ 千葉日建の歩み 建築ＣＡＤ技術科 建築デザイン研究科 千葉日建の資格 千葉日建の就職 年間行事カレンダー Ｑ＆Ａ・お問い合わせアクセス 受験案内デザイン設計科

一問一答　仕事のイロイロ 先輩たちは、どんな仕事をしてるの？

就 職
活 動

■校内での活動 ■校外での活動

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月4 月 4 月2 月1 月 3 月11 月 12 月

進路調査・履歴書練習・面接練習

校内企業・就活サイト活用説明会

企業説明会

選考試験・面接 内定通知

内定者研修インターンシップ

就
活
の
ス
ス
メ

入　

社

就活いつから始める？



15 16

年 間 事行
カ

レ ダ ーン
さぁ、今日から千葉日建生。どんな自分
になりたいか変わる準備は出来ていますか。

入学式

４月

コミュニケーション能力は欠かせないスキル。
性別、国籍関係なし。今日をきっかけに、話しまくろう。

レクリエーション

5月

定期試験 (前期中間 )

前期 2回、後期 2回の年 4回。
全力で取り組もう。成績

優秀者には…

6月

いつもの授業とは別プログラム。手を

動かして模型作成や千葉公園の測量をしよう。

夏期振替でしかできない学べない特別授業ですよ。

夏期振替授業

7月

机に座って話を聞いているだけが勉強では

ありません。教科書に載っていない事はたくさんあります。

友達と一緒に見つけてみてください。きっと発見がありますよ。

秋期校外研修

11月

12月

卒業課題発表会

専門学校生活の集大成。みなさんは千葉

日建で何を学べたでしょうか。悔いを残さない

ためにも頑張りましょう！終わり良ければ全て良し

2月

チーーーン

カキーン

シャキーーーン

イ
ェ
ー
イ

研修旅行
１年間の締めくくり、旅は道連れ、みんなで

最後の思い出づくりに行こう。

3月

鋸山
に大
仏様
⁉

さすが世界のＴＯＴＯ

先生、また…

私をスキーに連れてって

“レ
ベ
ル
” を
測
っ
て
ま
す
。
笑

クリスマスだけよっ♪

で、できるかなぁ…

頑張り
ました

！

先
生
も
食
べ
ま
し
た
！

“サカサンタ”？

クリスマスだけよっ♪

サッ、サッ、シュー

12月

教育理念 理事長・学校長メッセージ 千葉日建の歩み 建築ＣＡＤ技術科 建築デザイン研究科 千葉日建の資格 千葉日建の就職 年間行事カレンダー Ｑ＆Ａ・お問い合わせアクセス 受験案内デザイン設計科

どんな思い出がつくれるかな♪
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