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　我が国の建築技術は広く輸出され、その活躍を見る事ができます。

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開始しました。近年、

アジアを中心とした多く方たちが自然災害による被害を受けています。

新たに造られる建築物はどうすれば、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事ができ

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知識まで徹底した教育により、人材

の育成、日本から世界へと建築士を排出していく思いでいます。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。

日本の建築を世界基準へ

専門学校の役割とは
　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、変化の早い時代と

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

はどうでしょうか。この変化を捉え回答する事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。
坂井　久光

千葉日建工科専門学校 学校長

学校法人日建千葉学園 理事長

栗田　秀子

理事長からのメッセージ

学校長からのメッセージ
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学科案内

また新たなステージへ、

千葉日建で

学びのフィールドを

ひろげよう。

01建築CAD技術科
二級建築士をめざすなら

（2年コース）

デザイン設計科
建築と芸術をバランスよく学ぶなら

（2年コース）
02

03環境創造科
建築文化を総合芸術と捉えた広い学習プラン

（2年コース）

建築経営研究科
” 建築” と” 経営” という 2本の柱の知識・ノウハウを習得

（1年コース）
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( 全日　２年コース )

建築 CAD技術科とは

１歩 1歩、確実に。　めざすは最年少建築士。　

建築 CAD技術科
POINT

　　 建築士法が制定されてから 70 年以上経ち、現在では、延べ 116 万人以上の一・二級及び木造

建築士が登録されています。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、契約に関する事務、工事の指導監督、建築物の調査・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、建築業界で活躍していただけるよう建築士試験に対応した授業を展開しています。教材

にはオリジナルテキストを使用し、資格取得への基礎学習を支援しています。２年後の夏には建築士

試験に合格し、最年少建築士を目指しましょう。

イラストや写真、サンプルを使った、実際の現場や
ものをイメージできる授業。01

CAD や製図の実施科目は、複数の講師がサポート
します。02

学生のうちに CAD検定や施工管理の試験に合格
可能。03

1 年次 2年次

建築計画Ⅱ　　　　建築史
建築法規Ⅱ　　　　建築設備
一般構造Ⅱ　　　　建築事務
構造力学Ⅱ　　　　ＣＡＤ設計Ⅲ・Ⅳ
建築施工Ⅱ
建築製図Ⅱ

建築とＣＡＤ知識を学び、就職に
役立つ実習を行う。建築について
考えながら自分のスキルを上げる。

学習の
ねらい

授業科
目

建築計画Ⅰ　　　　建築入門
建築法規Ⅰ　　　　環境工学
一般構造Ⅰ　　　　環境福祉
構造力学Ⅰ　　　　建築数理
建築施工Ⅰ　　　　建築材料
建築製図Ⅰ　　　　ＣＡＤ設計Ⅰ・Ⅱ

建築の知識を基本から学ぶ。
建築とは？を考えながら建築
に興味を持てる。

建築 CAD技術科　2年　和田　優作さん建築 CAD技術科　2年　和田　優作さん

Q&A

Qどうしてこの学科を選びましたか？
建築関係の仕事に就きたいと思っていて、建築施工管理技士の
資格を取りたかったので選びました。

A

Q2 年間の学生生活を振り返ってどうでしたか？
一番嬉しかったのは、二級建築施工管理技士の学科に合格する
ことができたことです。ちょうど、試験勉強と就職活動が重なっ
てしまい、スケジュール管理が大変でした。しかし、同時期に
合格と内定を頂き、自分の自信になりました。

A
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Q&A

( 全日　２年コース )
デザイン設計科

デザイン設計科とは

感性と創造力を育て、実務的能力を身につける。

　建築物のデザインや設計に興味のある方、建築業界で仕事をしたい方は、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、

実務的な能力を習得しなければなりません。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良く

学び、実習を中心とした内容になっています。２年間、楽しくモノづくりしながら専門的な知識も身につけ、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、しっかりサポー

トしていきます。ぜひ、本学科で建築入門してみてください。。

POINT

デザインと技術をバランスよく学べる授業。01

デッサンやスケッチを通じて感性を磨くこと
ができる。02

学生のうちに CAD検定や施工管理の試験に
合格可能。03

1 年次 2年次

建築事務　　　　空間造形
建築法規　　　　商空間デザイン
建築構造Ⅱ　　　レンダリング技法Ⅱ
建築施工Ⅱ　　　福祉住環境
CADⅡ　　　　　製図演習Ⅱ

構造・計画など空間に関わる知識を
習得する。商空間・住空間・福祉に
ついて考えつつデザイン力をつける。

学習の
ねらい

授業科
目

建築入門　　　住宅設計
環境設備　　　住空間デザイン
建築構造Ⅰ　　レンダリング技法Ⅰ
建築施工Ⅰ　　ベーシックデザイン
CADⅠ　　　　製図演習Ⅰ

建築とデザインに必要な知識を習得
し、デッサンやスケッチなど実際に
手を動かし、感性を磨く。

Qどうしてこの学科を選びましたか？
日本語学校の友達や先輩がデザイン設計科にいて、興味を持ちまし
た。また、ものづくりにチャレンジしてみたかったからです。

A

Q 2 年間の学生生活を振り返ってどうでしたか？

すごく、２年間は早かったですね。でも、最後に CAD検定に合
格できて、成果はあったと思います。そして、クラスがひとク
ラスだったので友達と仲良くなりやすく充実しました。この学
科でよかったと思います。

A

デザイン設計科　2年　ホアン　ソン　トゥンさん
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( 全日　２年コース )

環境創造科とは

建築文化を総合芸術と捉えた広い学習プラン。　

環境創造科
POINT

     私たちの身の回りの世界は常に進展していくものです。人は歴史の中で絶えず止まることなく、創造

に向かって挑戦してきました。身の回りの環境を形造り創造してきた、建築・デザイン・アートを広く

総合的な芸術活動として捉え、実技科目を幅広く学ぶとともに、建築専門科目の学習を通じて、一人ひ

とりが自らの豊かな表現力・創造力・テクノロジースキル・コミュニケーション能力の育成と習得を

目指すのが環境創造科です。

建築文化を総合芸術として位置付けた広い学習。01

デザインも美術表現もその道のエキスパートが
しっかり指導。02

学期ごとのプレゼンテーション発表を通じ、発
信力をつける。03

1 年次 2年次

環境工学Ⅱ　　　　　建築計画Ⅱ
建築法規　　　　　　一般構造Ⅱ
建築製図Ⅱ　　　　　CAD設計Ⅱ
芸術論　　　　　　　創造表現演習
環境表現演習

建築の応用知識の学習に加え、
造形表現、デザイン表現、環境・
空間造形の演習と制作を行う。

学習の
ねらい

授業科
目

環境工学Ⅰ　　　　建築計画Ⅰ
構造力学　　　　　一般構造Ⅰ
建築施工　　　　　建築製図Ⅰ
CAD設計Ⅰ　　 　  造形論
基礎造形　　　　　環境造形

建築の知識・幅広い造形表現・
デザインの基礎、および造形
芸術の歴史と文化について学ぶ。

Q&A

環境創造科　2年　王　為挺　さん

ものづくりが初めてで、頭がいっぱいになることがあり、課題
がなかなか完成せず、もやもやすることもありましたが、発表
会で先生方のいい評価を受けたときは嬉しかったです。やりが
いがありました。

Qどうしてこの学科を選びましたか？
言葉ではなく、形あるものでいろいろなことを表現したいと
思っていて、千葉日建のオープンキャンパスで話を聞いてこ
ちらの学科をえらびました。

A

Q2 年間の学生生活を振り返ってどうでしたか？
A
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建築経営研究科とは

建築経営研究科
( 全日　1年コース )

建築” と “経営” という２本の柱の知識・ノウハウを習得

建築経営研究教科 建築経営実務教科

建築の専門知識をもとに製図・
ＣＡＤの実践を行う。

学習の
ねらい

授業科
目
経営理論　　　　　研究計画
技術英語　　　　　建築構造
建築施工　　　　　資格演習
国際経営ケース分析
建築士試験演習

建築・経営の基礎知識を学ぶ。
その上で、より高度な研究を
するための土台を作る。

CAD 設計
設計製図

授業にゼミ形式を導入。プレゼンテーションを活用
しコミュニケーション力を育成01

建築の専門知識と経営知識を合わせたカリキュラム。02

1 年コースなので「早く就職して活躍したい」方に
向いています。03

POINT

    簡単に言いますと、高度な人材を育てる学科です。経営、建築の基礎知識を把握した上で , より高度

な研究をするための土台を作ります。将来的に、建築会社の経営をサポートできる高度建築経営人材、

また国際経営の場合は現地と本社の間をつなぐキーパーソンを育成する学科です。

授業にゼミ形式を導入。プレゼンテーションを活用
しコミュニケーション力を育成

建築の専門知識と経営知識を合わせたカリキュラム。

Q&A

とても速かったですね。そのような中で経営の視点から考えるこ
とがいままでなかったので、興味を持てました。自国でも役に立
つ知識だと思います。

どうしてこの学科を選びましたか？

建築と経営、両方学べるところが面白いと思いました。

Q

A

Q1 年間の学生生活を振り返ってどうでしたか？
A

建築経営研究科　バト　エルネデ　バトガリド　さん
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学生課長　上野　智巳

【数値でみる進路実績】

【キャリアステップ】

【就職活動の様子】

1年次 2年次

3 ビジネスマナー
履歴書の書き方

4 企業研究・説明会参加

1 進路相談・調査

2 インターンシップ

志
望
進
路
決
定

選
考
試
験
・
面
接

就
職
内
定

企
業
研
修

進
学
希
望
者
入
試

　2020 年度は社会情勢により、就職活動が遅いスター

トとなりましたが、少しずつ内定者数も回復しつつあり

ます。その反動か 2021 年度は企業の動向が早く、本校

でも早期にインターンシップの実施、資格受験者への指

導及び対策をし、特定技能試験の希望者へのフォローも

致します。

   外国人留学生が多い本校としては、就労のビザを取得

し、建設業界に貢献してほしいと思っています。また、

学生の希望を聞き、企業とも連携して、社会に役立つい

い人材育成のため学生、企業「人」に寄り添える学校で

ありたいと思っております。        　　　　　　　　  　

　　　　　　　　　　　　　(2021 年 1 月 )

全体の進路

就職先業種

就職 進学 その他

建設業関係 その他

※派遣・サービス・製造・物流業など

ビジネスマナー講習 校内での会社説明会

64％

78％ 22％

9％ 27％

就職内定率
約 90％

約 90％
合格率

(2019 年度実績 )

　家族が日本にいたので、来日し、日
本語学校を卒業後、千葉日建に入学し
ました。建築の勉強は初めてで日本語
も含めて難しいと感じることもありま
したが、CADなど実習科目はとても楽
しかったです。1年間勉強して、建築
の会社に就職したいと思うようになり
ました。
　２年生の夏休みに、校長先生に相談
した時、同じ中国人が働いている日本
の建築の会社があると知り、受けてみ
ることにしました。その会社が株式会
社ダックスさんです。空調設備の会社
で、面接の時、会社の雰囲気がよく、
絶対に入りたいと思いましたので内定
をいただいた時は、とても嬉しかった
です。それから、留学生の方で日本の
会社に就職希望なら日本語能力試験N2
以上と車の免許があると就職に有利だ
と思いました。
　この４月より社会人です。たくさん知
識を経験をつけて一人前の技術者になる
よう頑張ります。

　私の 1つの夢として、母国で建築と
土木、両方の技術者になりたいという
のがあります。2017年より千葉日建の
建築CAD技術科で建築を学び始めまし
た。日本のように災害の多い国では、
技術が優れていないと建物を維持する
ことは大変だと思います。そんな日本
の建物について建築経営研究科も合わ
せて、3年間勉強できたことはとても
有意義でした。
　母国、モンゴルでは、道路や橋など
まだ都市インフラが整っていない場所
がたくさんあります。建物の次は、土
木の分野も勉強しなければなりません。
住みなれた千葉で都市インフラについ
て学ぶことができる学校を探したところ、
千葉工業大学を見つけました。試験の
面接の時はとても緊張しましたが、来日
以来アルバイトをしている新聞配達で
頑張ったことなど、評価していただい
たようでした。合格は夢に向かって一
歩進めた感じがして本当に嬉しかった
です。大学生になっても精一杯、夢を
かなえるため頑張ります。

株式会社ダックス  内定

建築CAD技術科
　　　翁　志敏　さん

千葉工業大学　
　　　創造工学部　合格　
建築経営研究科
ウスフバヤル      ツァガ－ンフー
　　　　　　　　　　さん

就
職de

進
学de
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GOOD!

2020年度
   入学前に体験入学に参加して、CADの資

格があると知り、在学中に取りたいと思い

ました。実際に CADの授業が始まるととて

も楽しくて、絶対 CAD検定に合格したいと

気持ちが高まりました。２年生の夏、試験

のため、1ケ月前から自宅でも練習して操

作のスピードと正確性を向上させました。

その甲斐あって、見事合格することができ

ました。また、履歴書の資格欄に一つ項目

を増やすことができ、就職にもつながった

のでよかったです。

   さらに、2020 年 11 月に受験した 2級建

築施工管理技士の学科についても 1月に合

格の知らせが届きました。こちらは、不合

格と思っていましたので合格してラッキー

でした。目標だった資格も取れて充実した

学生生活でした。

   1 年次から学校のホームルームの授業で

施工管理試験の問題を解き始めました。建

築のことを何もわからない段階でしたが、

担当の先生が図を使って、初心者でもわか

るように説明してくださったので、イメー

ジができて、問題も徐々に解けるようにな

りました。そして、2年生の 10月に CAD

検定、11月に施工管理試験を受けることに

なりました。パソコンが少し苦手な私は、

CADの練習にすごく時間を取られたので、

施工管理の方は、授業の時のみ集中して取

り組むことにしました。施工管理の試験後

の自己採点では、ボーダーぎりぎりでした

ので、不合格だと諦めていましたが、1月

に合格の結果をもらい、とても嬉しかった

です。また、CAD検定も合格できました。  

   すごく目まぐるしい日々でしたが、頑張っ

た甲斐がありました。

建築 CAD技術科　2年
永井　晃平 さん

建築 CAD技術科　1年
江　九潼 さん

建築 CAD技術科　2年
バラル　フメン さん

建築 CAD技術科　2年
福田　菜奈 さん

副校長　酒瀬川　博之

資格指導について
　本校では、卒業後、施工管理や CAD関係の仕事に就く学生が多く、就職支
援の一環として、建築施工管理技士 2級や CAD検定などの資格指導を行って
います。2年間という短い期間で、学業・就職活動・資格の勉強などを両立
しなければならず、時間のコントロールがとても重要になってきます。少し、
忙しさを感じるかもしれませんが、十分これらを両立することは可能です。
建築を初めて学ぶ学生にもわかりやすい説明や指導を心がけ、通常の授業時
間外でも、集中講義や個別の指導を行える体制を整えています。
  まずは、気楽に説明会にお越しいただき、本校の様子をご覧いただければと
思います。

合
格

合
格

取
得

合
格

二級建築施工管理技士（学科）
建築 CAD検定 2級

二級建築施工管理技士（学科）
建築 CAD検定 2級

日本語能力試験N2 フォークリフト・普通自動車免許

資格の概要

◎建築 CAD 検定
全国建築ＣＡＤ連盟主催、ＰＣ操作を駆使し建築図面を描くＣＡＤの技能検定。年 4回実施され、
校内で受験することができます。

公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催の、日本語を母語としない
人を対象に日本語能力を認定する検定試験

14資格取得13 資格取得

◎日本語能力試験

◎自動車運転免許

◎商業施設士・補
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
門家の資格。

小型車両系建設機械は、建設機械のうち機体重量が３トン未満のものをいい、特別教育修了で運転
業務に就くことができます。フォークリフトは最大荷重に応じて特別教育または運転技能講習で取
得できます。

　説明不要の国家資格。千葉日建は自動車教習所と法人契約をし、免許取得をサポートしています。

◎小型車両系建設機械・フォークリフト免許

◎二級建築施工管理技士
建築物の施工計画の作成や、工程、品質、安全管理など建設現場全体の統括を行います。年 2回実
施されており、学科に合格すると士補に認定されます。在学中に学科を受験することができます。



●スポーツ大会（後期）
●CAD検定
●ハロウィン

●2級建築施工管理技士試験

●後期期末試験
●クリスマスパーティー
●冬休み

●商業施設士補合格発表
●CAD検定

●税金の話
●学年末試験（2年生・研究科）

●卒業式
●学年末試験（１年生）
●春休み

●スポーツ大会（前期・後期）
●夏休み 7月下旬～ 8月末

●自動車運転免許
●小型車両系建設機械講習

●前期講評会（環境創造科）
●初めての献血（有志のみ）
●入試願書受付

4月
5月

6 月

8月

11月

1月 2月

●入学式
●始業式
●健康診断
●2022 年度学生向け学校説明会（随時）

いつでも、就職・進学
相談行っています。

年４回、
定期試験あります。

●校内会社説明会（順次開催）
●前期中間試験

●校外研修

新入生、いよいよ

千葉日建生活スタート！

2年生は仲良く、お花見！

7月

9月

10月

試験はいつも緊張します。

２年生・研究科は最後の試験！

●健康診断●健康診断●健康診断●健康診断
●2022 年度学生向け学校説明会（随時）●2022 年度学生向け学校説明会（随時）●2022 年度学生向け学校説明会（随時）●2022 年度学生向け学校説明会（随時）

12月

3月

■2020 年度は、社会状況により学校行事ができないことも多くありましたが、　

　通常の年では、いろいろな行事があります。2022 年度進学予定の方のご参考

　として、1年間の学校行事を紹介します。

16学校行事15 学校行事



18学生生活17 学生生活

RINA
TOMIHAMA

SUN
TAIMIN

建築 CAD技術科
　　　富濱 理奈さん

建築 CAD技術科
　　　孫　泰民さん

2221201918171615141312111098 23 24

2221201918171615141312111098 23 24

̶在学生の生活̶

A day in the life of TAIMIN

起床
準備

登校
昼食後
アルバイトへ

建築系の会社でアルバイト 帰宅
料理
夕食

就寝
リラックスタイム
読書（日本語のエッセイ）

CADの授業とHR

A day in the life of RINA

登校 帰宅 家族時間（送迎 etc）
実家の仕事手伝い

家族時間
料理
夕食 就寝学校の課題建築製図の授業

　父の仕事の関係で来日し、日本語学
校を卒業後、千葉日建に入学しました。
もともと建築に興味があり、学校を探
していた時、アルバイト先の友達から
千葉日建のことを知って、受験しまし
た。自宅からも通いやすく、CADもやっ
てみたかったので合格の通知が来た時
はとても嬉しかったです。
　実際に入学してみて、先生たちはと
ても親切で、授業は今のところついて
いけてると思います。オンライン授業
の時、少し眠いと感じる時もあります
が、たまに指名されて本を読んだり、
答えたりしないといけないので油断し
ないように勉強しています。一番楽し
い授業は、CADです。アルバイトで
もCADを使っているのでもっと出来
るようになりたいですし、2年生に
なったらCAD検定にチャレンジした
いと思います。また、私は、日本語

能力試験のN2に日本語学校の時、合
格しました。そして、昨年、N1の試
験を受けました。残念ながら、こちら
は不合格でした。今は、専門学校なの
で、毎日日本語を勉強をしていた、日
本語学校と違い、自分自身で勉強時間
を作らないといけません。また、わか
らない言葉がでてきたらすぐに調べ
る、日本語の本を読むなど普段の生活
の中でできる限り日本語に向き合える
ように工夫が必要だと感じています。
次回の試験では、合格できるように頑
張りたいと思います。
　千葉日建に入学して、ほぼ半分学生
生活が終わりました。いよいよ就職活
動、資格試験など忙しい２年生になり
ますが、残りの千葉日建生活を満喫し
たいと思います。

　　　　　　　　　　　(2021 . 2 月 )

　私の実家は建築関係の会社をしてい
て子育ての合間に手伝いもしていまし
た。そのような中で、プラスして建築
の学校に行くことを決意しました。何
校か説明を聞き、千葉日建を選んだの
は、やはり時間的に私の生活スタイル
に合っていたことと、留学生がたくさ
んいる環境に興味をもったからです。
　実際に、授業が始まって、少しずつ
学業と仕事と育児の日々にも慣れてい
きました。また、クラスでは、ミャン
マーからの留学生と話すようになりま
した。すごく真面目に授業に取り組ん
でいて、わからないことをすぐ質問し
たり、彼女の積極性に感化されました。
　授業科目では、CADや軸組模型制
作がとても楽しいです。どちらも目に
見えて成果がわかりますし、身につい
てきている感覚があります。CAD に

ついては、CAD検定2級を2年生に
なったら受けます。速さと正確性が必
要な検定なので、今から意識して
ショートカットを使うなど、練習して
いきたいと思います。また、建築施工
管理技士の学科試験も卒業までに合格
したいです。来年度は、今年度より、
学業に使う時間を増やせるようにうま
く調整して、目標達成できるように頑
張ります。
　また、今年度は、世の中がこのよう
な状況でしたので、学校のイベントが
ほとんど行われなかったのが残念でし
た。スポーツ大会に興味があるので、
なんとか来年度は、開催できることを
願っています。

　　　　　　　　　　　(2021 . 2 月 )

起床
準備

着いたー。

今日もがんばるよ！

着いたー。

地震のゆれで．．．

なるほど—。

地震のゆれで．．．

今日もがんばるよ！

なるほど—。

L!FE
S t u d e n t



①学校説明 ②体験授業（学科・入試・学費等） （模型体験・CAD 体験等） ③個別相談（希望者）

オープンキャンパスの流れ
10︓00am ～ 1 時間程度 12︓00ｐｍ～11︓00am ～ 1 時間程度

楽しい講師陣がご説明させていただきます。 まったく初めてでも完成します。
ぜひ楽しんでください

学校説明で質問し切れな
かったことや素朴な疑問
にもお答えします。

5 月よりオープンキャンパスが始まります。毎回、ほぼ満席のご参加を頂いておりますので、
お早めにご予約することをお勧めします。教職員一同みなさまに会える日を楽しみにしております。

2021

受付時間 / 9:00 - 17:00
0120-36-4149

FAX.043-241-1302

〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉 2-20-1
TEL.043-241-1300

≪体験入学に関するお問い合わせ・予約≫

http://cnp.ac.jp

千葉日建

外観

キッチン・ダイニング 洗面

寝室 バス・トイレ別

ちばにっけん

西口ロータリー

東口ロータリー

北口ロータリー

1

2

アクセス

千葉日建までの交通アクセス
JR千葉駅JR千葉駅

京成千葉駅京成千葉駅

東
　
京

JR総武線快速　約38分
9駅

西
船
橋

JR総武線　約24分
9駅

成
　
田

JR成田線　約31分
6駅

蘇
　
我

JR内・外房線　約6分
2駅

船
　
橋

京成本線・千葉線　約24分
10駅

勝
田
台

京成本線・千葉線　約37分
13駅

JR
千
葉
駅

京
成
千
葉
駅

千葉駅西口改札を出て左にまっすぐ行くと
右側にエスカレーターがあるので、1階
まで降りる。ドラックストアの前を通り、
立体駐車場の前の細い道に入り線路沿い
をまっすぐ行くと千葉日建の建物が見えま
す。

JR千葉駅西口から徒歩4分

京成千葉駅西口改札を出て目の前の道
を渡り、JR千葉駅を右手にまっすぐ
200m程行くと JR千葉駅西口のドラッ
クストアがあります。そのまま、少し
直進し立体駐車場の前の細い道に入り
線路沿いをまっすぐ行くと千葉日建の
建物が見えます。

京成千葉駅西口から徒歩8分

住まいサポート

親元を離れて生活を始めるみなさんに
アパートの紹介も行っています。
☆詳しい情報は学校までご連絡ください。

千葉日建工科専門学校

85 22
sat sat

49 18
sat sat

195
sat sat

6

37 17 30
sat sat fri

68 20
fri fri

上記日程以外でも随時開催！
お問い合わせください。

物件例　

JR東千葉駅 徒歩 1 分JR 千葉駅  徒歩  9 分

20オープンキャンパス19 住まいサポート・アクセス

DK

洋室6畳

バルコニー

洋室6畳
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