
〇入学を希望する方は、本しおりを必ず熟読してください。

〇新型コロナウイルス感染症に関する状況に応じ、急遽日程等を変更する可能性があります。

最新情報については本校のホームページ上で随時発信いたします。

〇新入生オリエンテーションは、昼間部4月5日（水）、夜間部4月6日（木）です。

〇入学式は4月6日（木）に、日本特殊陶業市民会館にて執り行います。

〇前期授業開始は昼間部・夜間部共に4月10日（月）です。間違えないように出席してください。

〇入学前に提出していただく書類が複数あります。必ず期日までに、すべて提出してください。

〇通学定期券は、オリエンテーション終了後から定期券発行駅にて購入可能です。

入学のしおり
【2023年度版】

東海工業専門学校金山校

東海工業専門学校金山校への合格、おめでとうございます！



1. オリエンテーション及び入学式等の日程・・・・・・・・1ページ

2. 提出書類について・・・・・・・・・・・・・・・・・・4ページ

3. 通学定期券の購入手続きについて・・・・・・・・・・11ページ

4. 提携自動車学校での運転免許取得について・・・・・・11ページ

5. 教科書・教材の購入について・・・・・・・・・・・・12ページ

6. 団体学生・生徒総合保険について・・・・・・・・・・12ページ

7. 入学から卒業までの学納金について・・・・・・・・・13ページ

8. よくある質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14ページ

9. To Doリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16ページ

目 次

預金口座振替依頼書・・・・・・・・・・・・・・・・4ページ

学籍登録票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9ページ



※ 原則全員参加です。体調不良やその他の理由でやむを得ず欠席する場合は、あらかじめ本校事務局までご連絡くだ

さい。（052-332-6211）

1. オリエンテーション及び入学式等の日程

－ －1

4月5日（水）

　昼間部オリエンテーション
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は2ページに記載

4月6日（木）

【午前】　HR、入学式（昼間部・夜間部）

　　　　　　　　　　※ 場所や時間等は2ページに記載

【午後】　夜間部オリエンテーション

　　　　　　　　　　※ 場所や時間等は3ページに記載

4月7日（金） 　休日　　　 ※ 変更等あれば、担任からご連絡いたします

4月8日（土） 　健康診断（昼間部）

4月10日（月） 　授業開始（昼間部・夜間部）


入学前日程



				4月5日（水） ガツ ニチ ミズ		　昼間部オリエンテーション
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は2ページに記載 チュウカンブ ソヨウシケン チュウカンブ キョウカショ キョウザイ ハイフ バショ ジカン ナド キサイ

				4月6日（木） ガツ ニチ モク		【午前】　HR、入学式（昼間部・夜間部）

　　　　　　　　　　※ 場所や時間等は2ページに記載

【午後】　夜間部オリエンテーション

　　　　　　　　　　※ 場所や時間等は3ページに記載 ゴゼン ニュウガク シキ チュウカンブ ヤカンブ ゴゴ ヤカンブ バショ ジカン ナド キサイ

				4月7日（金） ガツ ニチ キン		　休日　　　 ※ 変更等あれば、担任からご連絡いたします キュウジツ ヘンコウ ナド タンニン レンラク

				4月8日（土） ガツ ニチ		　健康診断（昼間部） ケンコウシンダン チュウカンブ

				4月10日（月） ガツ ニチ ツキ		　授業開始（昼間部・夜間部） ジュギョウカイシ チュウカンブ ヤカンブ







預金口座振替依頼書



				配布資料 ハイフシリョウ		　　預金口座振替依頼書 ヨキンコウザ フリカエイライショ

				提出書類 テイシュツショルイ		　　預金口座振替依頼書

　・〇～〇ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は保護者（保証人）名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は〇ページ、〇ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。 ヨキンコウザフリカエイライショ キニュウレイ ホソクセツメイ シタガ クロ キニュウ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ ガクセイホンニン マタ ホゴシャ ホショウニン メイギ コウザ キニュウ クダ リヨウ キンユウキカン テイケイキンユウキカン イチラン エラ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「学籍登録票」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。 ドウフウ ヘンシンヨウ フウトウ ガクセキトウロク ヒョウ イッショ ヘンソウ クダ キンユウキカン ジゼン ジサン ヒツヨウ

				提出期限 テイシュツキゲン		　・本案内到着後、ご記入いただきすぐに返送してください。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ キニュウ ヘンソウ サイシュウ テイシュツ キゲン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワ レンラク バアイ

				振替通知発送時期 フリカエツウチ ハッソウジキ		　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定） コウキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ ゼンキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ

				振替日程 フリカエニッテイ		　・後期分　9月27日　　前期分　3月27日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。 コウキブン ガツ ニチ ゼンキブン ガツ ニチ ドニチシュク バアイ ヨク キンユウキカン エイギョウビ

				通帳への表示 ツウチョウ ヒョウジ		　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

				留意事項 リュウイジコウ		授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させていただく場合がございます。 ジュギョウリョウ ナド ノウニュウイガイ アズカ キン ショウガクキン ナド セイサン コウザ シヨウ バアイ







学籍登録票



				記入方法・注意事項 キニュウホウホウ チュウイジコウ		　・〇ページの記入例に従って黒ボールペンで記入してください。
　（消せるボールペンは使用しないで下さい）
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・訂正箇所または住所変更等がある場合は、記入例を参考に『入学時』
　　の欄に記入し、返送して下さい。
　◇学生寮・ハイツ入館予定の方は、決定した寮名・ハイツ名のみ記入し
　　て下さい。
　◇引っ越し予定の方は、新住所が確定した後に返送して下さい。

　・保護者または保証人欄は、必ずご記入下さい。 キニュウレイ シタガ クロ キニュウ ケ シヨウ クダ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ テイセイカショ ジュウショ ヘンコウ ナド バアイ キニュウレイ サンコウ ニュウガクジ ラン キニュウ ヘンソウ クダ ガクセイリョウ ニュウカンヨテイ カタ ケッテイ リョウ メイ メイ キニュウ クダ ヒ コ ヨテイ カタ シンジュウショ カクテイ アト ヘンソウ クダ ホゴシャ ホショウニン ラン カナラ キニュウ クダ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「預金口座振替依頼書」と一緒にご返送下さい。 ドウフウ ヘンシンヨウフウトウ ヨキンコウザ フリカエ イライショ イッショ ヘンソウ クダ

				提出期限 テイシュツ キゲン		　・本案内到着後、ご記入いただきすぐに返送してください。
　　最終提出期限　2023年3月31日（金）
　
　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合もございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ キニュウ ヘンソウ サイシュウテイシュツキゲン ネン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワレンラク バアイ







入学後の通学方法について



				

【入学後の通学方法について】

※通学証明書の発行および購入方法については、P.〇を参照してください。
※入学後の居住地から本校までの最短経路で、寄り道、回り道はできません。
※学校の最寄駅は、次の通りです。





※自転車の利用は、自転車利用願申請が必要です（入学後に説明があります）。
※自家用車およびオートバイでの通学は、一切認めておりません。
※学生寮・ハイツ入館予定の方は、入寮許可後に最寄りの駅をご確認下さい。
※定期券の区間変更や、新たに定期券が必要となった際は、入学事務局へ申し出てください。
 ニュウガクゴ ツウガクホウホウ ツウガクショウメイショ ハッコウ コウニュウホウホウ サンショウ ニュウガクゴ キョジュウチ ホンコウ サイタンケイロ ヨ ミチ マワ ミチ ガッコウ モヨリエキ ツギ トオ ジテンシャ リヨウ ジテンシャ







JR、名鉄、地下鉄・・・金山駅　　　　　　近鉄・・・近鉄名古屋駅
市バス・・・金山・古沢町



教科書・教材代実績



						科　　　名 カ メイ		教科書代 キョウカショダイ		教材代 キョウザイダイ		合　計 ゴウ ケイ

				昼間部 チュウカンブ		建築工学科 ケンチクコウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						建築設備科 ケンチク セツビ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						大工技術科 ダイクギジュツカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						インテリアデザイン科 カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						土木工学科 ドボクコウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量設計科 ソクリョウ セッケイ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量科 ソクリョウ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量研究科 ソクリョウ ケンキュウ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

				夜間部 ヤカンブ		建築工学科 ケンチク コウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン







ToDoリスト



				No.		手続き内容 テツヅ ナイヨウ		期日 キジツ		✓

				1		入学のしおりを熟読する ニュウガク ジュクドク

				2		オリエンテーションの日時を確認する ニチジ カクニン

				3		入学式の日時を確認する ニュウガクシキ ニチジ カクニン

				4		授業開始日時を確認する ジュギョウカイシ ニチジ カクニン

				5		預金口座振替依頼書を提出する ヨキンコウザ フリカエ イライショ テイシュツ		3月31日（金） ガツ ニチ キン

				6		学籍登録票を提出する ガクセキ トウロクヒョウ テイシュツ		3月31日（金） ガツ ニチ キン

				7		教科書・教材を受け取る（入学後） キョウカショ キョウザイ ウ ト ニュウガクゴ

				8		通学定期券を購入する ツウガクテイキケン コウニュウ		授業開始まで ジュキ

				9		通学定期券を購入する ツウガクテイキケン コウニュウ		授業開始まで ジュギョウカイシ

				10		自分の教室の場所を覚える ジブン キョウシツ バショ オボ		授業開始まで ジュギョウカイシ









































































































回覧表紙



						部数 ブスウ

				入学のしおり【2023年度版】案 ニュウガク ネンドバン アン		1

				案作成にあたっての変更点 アンサクセイ ヘンコウテン		1

				入学のしおり【2022年度版】 ニュウガク ネンド バン		1

						計3部 ケイ ブ







昼間部オリエンテーションは、次の通り行います。

日 時：2023年4月5日（水）

場 所：東海工業専門学校金山校（末巻案内図参照）

時 間：学科ごとで異なります

内 容：素養試験、入学式および入学式翌日からの諸説明

定期券購入の説明、学生証および通学証明書の交付 など

持ち物等：入学許可証、筆記用具

高等学校（専修学校高等課程）の卒業証明書（注1）

昼間部および夜間部の入学式は、次の通り行います。

日 時：2023年4月6日（木）

場 所：日本特殊陶業市民会館（愛知県名古屋市中区金山1-5-1）

時 間：10時30分開式 式終了後解散（12時終了予定）

※9時20分に学校集合、HRを経て入学式へ

持ち物等：学生証

※ 新型コロナ感染症防止措置に伴い中止・変更する場合があります。

中止・変更時は前日までに本校ホームページにてお知らせいたします。

※ 服装は正装でお願いします。（入学式出席にふさわしいビジネススーツが一般的です）

※ 保護者の方のご参列については、3月頃に本校ホームページにて随時お知らせいたします。

※ 駐車場のご用意はございません。近隣の一般駐車場をご利用ください。

※ 特別な事情により欠席される場合は、本校事務局（052-332-6211）までご連絡ください。

※ 入学式は、名古屋工学院専門学校（電波学園グループ姉妹校）と合同で行います。

昼間部オリエンテーション・素養試験

9時20分学校集合：建築工学科・建築設備科

13時00分学校集合：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・測量科・測量研究科

注1）出願時に提出されている方は必要ありません。

※ 当日の服装の指定はございません。

※ 終了予定時刻は、午前集合学科は13時ごろ、午後集合学科は16時ごろです。

※ 通学定期は、オリエンテーション終了後から定期券発行駅にて購入可能です。

HRおよび入学式

－ －2



夜間部オリエンテーションは、次の通り行います。

日 時：2023年4月6日（木）

場 所：東海工業専門学校金山校（末巻案内図参照）

時 間：入学式後（13時頃開始、3時間程度を予定）

内 容：HR、素養試験

持ち物等：入学許可証、筆記用具

高等学校（専修学校高等課程）の卒業証明書（注2）

授業開始：2023年4月10日（月）

昼間部：9時20分～

夜間部：18時00分～

～昼間部～

ＳＨＲ ９：２０～ ９：３０ ４限目 １３：１０～１４：００

１限目 ９：３０～１０：２０ ５限目 １４：１０～１５：００

２限目 １０：３０～１１：２０ ６限目 １５：１０～１６：００

３限目 １１：３０～１２：２０ ７限目 １６：１０～１７：００（測量科・測量研究科）

休 憩 １２：２０～１３：１０

～夜間部～

１限目 １８：００～１９：３０ ２限目 １９：４０～２１：１０

夜間部オリエンテーション・素養試験

授業開始

－ －3

注2）出願時に提出されている方、出願時に高校卒業見込みでなかった方は

必要ありません。



本校では、在学期間中の学納金収納について、法人母体である電波学園で取りまと

め、金融機関からの口座振替を実施しております。

つきましては、下記の通りご連絡しますので何卒ご理解とご協力の程よろしくお願

い申し上げます。

※学納金の詳細金額は13ページをご参照下さい。

※振替手数料は電波学園が負担いたします（振込の場合は振込人負担となります）。

※口座振替委託先は「三菱UFJ銀行」です。

※夜間分の振替は年4回となります。詳しくは13ページをご参照下さい。

※個人情報は、本学園の個人情報保護方針及び個人情報利用目的に基づき、授業料等の納

入及び預り金や奨学金等の精算手続きについてのみ利用いたします。

2. 提出書類について

預金口座振替依頼書

配布資料 　　預金口座振替依頼書

提出書類

　　預金口座振替依頼書

　・5～6ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・消せるボールペン、修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は身元保証人名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は7ページ、8ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。

提出方法
　・同封の返信用封筒にて「学籍登録票」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。

提出期限

　・本案内到着後、ご記入いただき早急に返送してください。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がござい
ます。

振替通知発送時期 　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定）

振替日程
　・後期分　9月27日　　前期分　3月27日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。

通帳への表示 　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

留意事項
　授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させて
いただく場合がございます。
　複写ではないため、ご自身で控えをとって保管してください。

－ －4


Sheet1



				4月5日（水） ガツ ニチ ミズ		　オリエンテーション（昼間部）
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 チュウカンブ ソヨウシケン チュウカンブ キョウカショ キョウザイ ハイフ バショ ジカン ナド キサイ

				4月6日（木） ガツ ニチ モク		　HR、入学式（昼間部・夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ニュウガク シキ チュウカンブ ヤカンブ

				4月〇日（ ） ガツ ニチ		　オリエンテーション（夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ヤカンブ

				4月〇日（ ) ガツ ニチ		　授業開始（昼間部・夜間部） ジュギョウカイシ チュウカンブ ヤカンブ







Sheet2



				配布資料 ハイフシリョウ		　　預金口座振替依頼書 ヨキンコウザ フリカエイライショ

				提出書類 テイシュツショルイ		　　預金口座振替依頼書

　・5～6ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・消せるボールペン、修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は身元保証人名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は7ページ、8ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。 ヨキンコウザフリカエイライショ キニュウレイ ホソクセツメイ シタガ クロ キニュウ ケ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ ガクセイホンニン マタ ミモト ホショウニン メイギ コウザ キニュウ クダ リヨウ キンユウキカン テイケイキンユウキカン イチラン エラ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「学籍登録票」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。 ドウフウ ヘンシンヨウ フウトウ ガクセキトウロク ヒョウ イッショ ヘンソウ クダ キンユウキカン ジゼン ジサン ヒツヨウ

				提出期限 テイシュツキゲン		　・本案内到着後、ご記入いただき早急に返送してください。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ キニュウ ソウキュウ ヘンソウ サイシュウ テイシュツ キゲン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワ レンラク バアイ

				振替通知発送時期 フリカエツウチ ハッソウジキ		　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定） コウキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ ゼンキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ

				振替日程 フリカエニッテイ		　・後期分　9月27日　　前期分　3月27日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。 コウキブン ガツ ニチ ゼンキブン ガツ ニチ ドニチシュク バアイ ヨク キンユウキカン エイギョウビ

				通帳への表示 ツウチョウ ヒョウジ		　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

				留意事項 リュウイジコウ		　授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させていただく場合がございます。
　複写ではないため、ご自身で控えをとって保管してください。 ジュギョウリョウ ナド ノウニュウイガイ アズカ キン ショウガクキン ナド セイサン コウザ シヨウ バアイ フクシャ ジシン ヒカ ホカン









～記入例～

－ －5

ネットバンク、印鑑レス口座ご利用の場合について

「預金口座振替依頼書」を受付後、登録先の金融機関から預金者へ「口座振替に関する同
意確認」等の電子メールが配信され、同意確認後に口座振替の設定手続が行われます。
「口座振替に関する同意確認」等の電子メールは、ご提出後1～3か月の間に送信されます
のでご注意ください。所定の期間内にお手続きや同意確認をしない場合「不備」となりま
す。
詳しくはそれぞれの金融機関ホームページにてご確認お願いいたします。



①文字を訂正する場合

・間違った文字を塗りつぶさないように二重線を引きます。

・訂正印は金融機関お届け出印と同じ印鑑を捺印します。

・修正ペン、テープは絶対に使用しないでください。

②数字を訂正する場合

・1文字だけ間違った場合でも、数字すべてに二重線を引き訂正をします。

・訂正印は金融機関お届け出印と同じ印鑑を捺印します。

・修正ペン・テープは絶対に使用しないでください。

③印の押し間違い・擦れた場合

・間違った印の上に二重線を引きます。

・空いているスペースに押印します。

④ゆうちょ銀行ご利用の場合の記号・番号について

・口座の記号・番号はお客様の通帳、キャッシュカードまたは振替口座開

設通知書に記載されております。

～補足説明～

デンパ タロウ㊞

１２３４５６

４５６７８９㊞

㊞
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学籍登録票は、在学中の氏名・住所等、登録データの管理および各種証明書・学生

証の発行に利用いたします。氏名および住所等は、入学願書に基づき出力しました。

なお、この用紙に記入されました個人情報は、上記の目的以外に使用しません。

ご記入いただいた学籍登録票は、コピーまたは撮影するなどして、ご自身で控えを

とって必ず保管してください。

学籍登録票

記入方法・注意事項

　・10ページの記入例に従って黒ボールペンで記入してください。
　（消せるボールペンは使用しないで下さい）
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・訂正箇所または住所変更等がある場合は、記入例を参考に『入学時』
　　の欄に記入し、返送して下さい。
　◇学生寮・ハイツ入館予定の方は、決定した寮名・ハイツ名のみ記入し
　　て下さい。
　◇引っ越し予定の方は、新住所が確定した後に返送して下さい。

　・身元保証人欄は、必ずご記入下さい。
　・身元保証人宛に、学納金・成績・行事等のご案内を送付します。
　・会社等へ送付を希望される方は、会社名・担当者を記入してください。

提出方法 　・同封の返信用封筒にて「預金口座振替依頼書」と一緒にご返送下さい。

提出期限

　・本案内到着後、ご記入いただき早急に返送して下さい。
　　最終提出期限　2023年3月31日（金）
　
　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合もございます。

【入学後の通学方法について】

※通学証明書の発行および購入方法については、P.11を参照してください。
※入学後の居住地から本校までの最短経路で、寄り道、回り道はできません。
※学校の最寄駅は、次の通りです。

※自転車の利用は、自転車利用願申請が必要です（入学後に担任より説明があります）。
※自家用車およびオートバイでの通学は、一切認めておりません。
※学生寮・ハイツ入館予定の方は、入寮許可後に最寄りの駅をご確認下さい。
※定期券の区間変更や、新たに定期券が必要となった際は、本校事務局へ申し出てください。

JR、名鉄、地下鉄・・・金山駅 近鉄・・・近鉄名古屋駅

市バス・・・金山・古沢町
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入学前日程



				4月5日（水） ガツ ニチ ミズ		　オリエンテーション（昼間部）
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 チュウカンブ ソヨウシケン チュウカンブ キョウカショ キョウザイ ハイフ バショ ジカン ナド キサイ

				4月6日（木） ガツ ニチ モク		　HR、入学式（昼間部・夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ニュウガク シキ チュウカンブ ヤカンブ

				4月〇日（ ） ガツ ニチ		　オリエンテーション（夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ヤカンブ

				4月〇日（ ) ガツ ニチ		　授業開始（昼間部・夜間部） ジュギョウカイシ チュウカンブ ヤカンブ







預金口座振替依頼書



				配布資料 ハイフシリョウ		　　預金口座振替依頼書 ヨキンコウザ フリカエイライショ

				提出書類 テイシュツショルイ		　　預金口座振替依頼書

　・〇～〇ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は保護者（保証人）名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は〇ページ、〇ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。 ヨキンコウザフリカエイライショ キニュウレイ ホソクセツメイ シタガ クロ キニュウ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ ガクセイホンニン マタ ホゴシャ ホショウニン メイギ コウザ キニュウ クダ リヨウ キンユウキカン テイケイキンユウキカン イチラン エラ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「学籍登録書」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。 ドウフウ ヘンシンヨウ フウトウ ガクセキトウロク ショ イッショ ヘンソウ クダ キンユウキカン ジゼン ジサン ヒツヨウ

				提出期限 テイシュツキゲン		　・本案内到着後、1ヶ月を目安に返送して下さい。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ ゲツ メヤス ヘンソウ クダ サイシュウ テイシュツ キゲン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワ レンラク バアイ

				振替通知発送時期 フリカエツウチ ハッソウジキ		　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定） コウキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ ゼンキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ

				振替日程 フリカエニッテイ		　・後期分　9月〇日　　前期分　3月〇日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。 コウキブン ガツ ニチ ゼンキブン ガツ ニチ ドニチシュク バアイ ヨク キンユウキカン エイギョウビ

				通帳への表示 ツウチョウ ヒョウジ		　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

				留意事項 リュウイジコウ		授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させていただく場合がございます。 ジュギョウリョウ ナド ノウニュウイガイ アズカ キン ショウガクキン ナド セイサン コウザ シヨウ バアイ







学籍登録票



				記入方法・注意事項 キニュウホウホウ チュウイジコウ		　・10ページの記入例に従って黒ボールペンで記入してください。
　（消せるボールペンは使用しないで下さい）
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・訂正箇所または住所変更等がある場合は、記入例を参考に『入学時』
　　の欄に記入し、返送して下さい。
　◇学生寮・ハイツ入館予定の方は、決定した寮名・ハイツ名のみ記入し
　　て下さい。
　◇引っ越し予定の方は、新住所が確定した後に返送して下さい。

　・身元保証人欄は、必ずご記入下さい。
　・身元保証人宛に、学納金・成績・行事等のご案内を送付します。
　・会社等へ送付を希望される方は、会社名・担当者を記入してください。 キニュウレイ シタガ クロ キニュウ ケ シヨウ クダ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ テイセイカショ ジュウショ ヘンコウ ナド バアイ キニュウレイ サンコウ ニュウガクジ ラン キニュウ ヘンソウ クダ ガクセイリョウ ニュウカンヨテイ カタ ケッテイ リョウ メイ メイ キニュウ クダ ヒ コ ヨテイ カタ シンジュウショ カクテイ アト ヘンソウ クダ ミモト ホショウニン ラン カナラ キニュウ クダ ミモト ホショウニンアテ ガクノウキン セイセキ ギョウジナド アンナイ ソウフ カイシャトウ ソウフ キボウ カタ カイシャメイ タントウシャ キニュウ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「預金口座振替依頼書」と一緒にご返送下さい。 ドウフウ ヘンシンヨウフウトウ ヨキンコウザ フリカエ イライショ イッショ ヘンソウ クダ

				提出期限 テイシュツ キゲン		　・本案内到着後、ご記入いただき早急に返送して下さい。
　　最終提出期限　2023年3月31日（金）
　
　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合もございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ キニュウ ソウキュウ ヘンソウ クダ サイシュウテイシュツキゲン ネン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワレンラク バアイ








入学前日程



				4月5日（水） ガツ ニチ ミズ		　オリエンテーション（昼間部）
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 チュウカンブ ソヨウシケン チュウカンブ キョウカショ キョウザイ ハイフ バショ ジカン ナド キサイ

				4月6日（木） ガツ ニチ モク		　HR、入学式（昼間部・夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ニュウガク シキ チュウカンブ ヤカンブ

				4月〇日（ ） ガツ ニチ		　オリエンテーション（夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ヤカンブ

				4月〇日（ ) ガツ ニチ		　授業開始（昼間部・夜間部） ジュギョウカイシ チュウカンブ ヤカンブ







預金口座振替依頼書



				配布資料 ハイフシリョウ		　　預金口座振替依頼書 ヨキンコウザ フリカエイライショ

				提出書類 テイシュツショルイ		　　預金口座振替依頼書

　・〇～〇ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は保護者（保証人）名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は〇ページ、〇ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。 ヨキンコウザフリカエイライショ キニュウレイ ホソクセツメイ シタガ クロ キニュウ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ ガクセイホンニン マタ ホゴシャ ホショウニン メイギ コウザ キニュウ クダ リヨウ キンユウキカン テイケイキンユウキカン イチラン エラ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「学籍登録書」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。 ドウフウ ヘンシンヨウ フウトウ ガクセキトウロク ショ イッショ ヘンソウ クダ キンユウキカン ジゼン ジサン ヒツヨウ

				提出期限 テイシュツキゲン		　・本案内到着後、1ヶ月を目安に返送して下さい。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ ゲツ メヤス ヘンソウ クダ サイシュウ テイシュツ キゲン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワ レンラク バアイ

				振替通知発送時期 フリカエツウチ ハッソウジキ		　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定） コウキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ ゼンキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ

				振替日程 フリカエニッテイ		　・後期分　9月〇日　　前期分　3月〇日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。 コウキブン ガツ ニチ ゼンキブン ガツ ニチ ドニチシュク バアイ ヨク キンユウキカン エイギョウビ

				通帳への表示 ツウチョウ ヒョウジ		　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

				留意事項 リュウイジコウ		授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させていただく場合がございます。 ジュギョウリョウ ナド ノウニュウイガイ アズカ キン ショウガクキン ナド セイサン コウザ シヨウ バアイ







学籍登録票



				記入方法・注意事項 キニュウホウホウ チュウイジコウ		　・〇ページの記入例に従って黒ボールペンで記入してください。
　（消せるボールペンは使用しないで下さい）
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・訂正箇所または住所変更等がある場合は、記入例を参考に『入学時』
　　の欄に記入し、返送して下さい。
　◇学生寮・ハイツ入館予定の方は、決定した寮名・ハイツ名のみ記入し
　　て下さい。
　◇引っ越し予定の方は、新住所が確定した後に返送して下さい。

　・保護者または保証人欄は、必ずご記入下さい。 キニュウレイ シタガ クロ キニュウ ケ シヨウ クダ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ テイセイカショ ジュウショ ヘンコウ ナド バアイ キニュウレイ サンコウ ニュウガクジ ラン キニュウ ヘンソウ クダ ガクセイリョウ ニュウカンヨテイ カタ ケッテイ リョウ メイ メイ キニュウ クダ ヒ コ ヨテイ カタ シンジュウショ カクテイ アト ヘンソウ クダ ホゴシャ ホショウニン ラン カナラ キニュウ クダ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「預金口座振替依頼書」と一緒にご返送下さい。 ドウフウ ヘンシンヨウフウトウ ヨキンコウザ フリカエ イライショ イッショ ヘンソウ クダ

				提出期限 テイシュツ キゲン		　・本案内到着後、1ヶ月を目安に返送して下さい。
　　最終提出期限　2023年3月31日（金）
　
　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合もございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ ゲツ メヤス ヘンソウ クダ サイシュウテイシュツキゲン ネン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワレンラク バアイ







入学後の通学方法について



				

【入学後の通学方法について】

※通学証明書の発行および購入方法については、P.11を参照してください。
※入学後の居住地から本校までの最短経路で、寄り道、回り道はできません。
※学校の最寄駅は、次の通りです。





※自転車の利用は、自転車利用願申請が必要です（入学後に担任より説明があります）。
※自家用車およびオートバイでの通学は、一切認めておりません。
※学生寮・ハイツ入館予定の方は、入寮許可後に最寄りの駅をご確認下さい。
※定期券の区間変更や、新たに定期券が必要となった際は、本校事務局へ申し出てください。 ニュウガクゴ ツウガクホウホウ ツウガクショウメイショ ハッコウ コウニュウホウホウ サンショウ ニュウガクゴ キョジュウチ ホンコウ サイタンケイロ ヨ ミチ マワ ミチ ガッコウ モヨリエキ ツギ トオ ジテンシャ リヨウ ジテンシャ タンニン ホンコウ







JR、名鉄、地下鉄・・・金山駅　　　　　　近鉄・・・近鉄名古屋駅
市バス・・・金山・古沢町
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・各自、定期券発行駅で『定期券購入申込書』『学生証』を提示し、購入してください。

・定期券発行駅及び通学定期券代金につきましては、最寄りの駅にお尋ね下さい。

・各自、定期券発行駅で『学生証』を提示し、購入してください。

ただし、入学前に限り『入学許可証』を提示すれば購入が可能です。

※名古屋市交通局の定期券は、すべて「manaca定期券」の発売となります。

詳細は、名古屋市交通局 市バス・地下鉄テレホンセンター（052-522-0111）へ

お問い合わせください。

・それぞれの定期券発行駅で、『通学証明書（通学定期券購入用紙）』を受け取り、

学籍登録票と一緒に郵送してください。通学証明書を作成し、オリエンテーション

当日に交付します。

・オリエンテーション当日に受け取った『通学証明書』を最寄りの定期券発行駅へ提

出し、購入してください。

本校では、様々な自動車学校と提携することで、自動車学校への通学に伴う授業へ

の影響を最小限になるよう考慮し、費用についても特別割引制度を設ける等、学生に

有利となるよう考慮しています。

下記の提携自動車学校への入校は、原則入学後とします。

提携自動車学校に関する詳しい資料は、本校事務局に用意してあります。入校を

ご希望の方は、入学後に窓口までお越しください。

3. 通学定期券の購入手続きについて

・本校への通学は、各交通機関の通学定期券が利用できます。
・定期券の購入には『学生証』が必要となります。
・学生証は、提出いただいた『学籍登録票』を基に作成します。
・学生証の裏面が「通学証明書」となります。

JR・名鉄電車・名鉄バス・近鉄電車の通学定期券を利用される方

名古屋市バス・地下鉄の学生定期券を利用される方

その他交通機関の通学定期券を利用される方

4. 提携自動車学校での運転免許取得について

大治自動車学校（大治町） 城北自動車学校（北区） CBC自動車学校（西区）

太洋自動車学校（東海市） 中部日本自動車学校（昭和区） 東海自動車学校（緑区）

名古屋自動車学校（港区他） 星が丘自動車学校（千種区） 緑が丘自動車学校（緑区）

名鉄自動車学校（緑区） 名鉄自動車専門学校（大口町） 蒲郡自動車学校（蒲郡市）

西尾自動車学校（西尾市） 上地自動車学校（岡崎市）
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各学科とも、本校所定の教科書及び教材が必要です。

使用する教科書・教材一覧、価格、販売方法などは、2023年3月中旬頃に出願時の

住所に案内を郵送する予定です。万が一、出願時から住所が変更になっており、学籍登

録票が未提出である場合は本校までご連絡ください。

参考に、昨年度の教科書・教材代金（1年分）は次のとおりです。

団体割引を利用した総合保険の案内を同封いたしました。学生生活を総合的かつ

幅広く保障する、任意加入の保険です。

内容、申込方法等については、同封の資料をご参照ください。

5. 教科書・教材の購入について

科　　　名 教科書代 教材代 合　計

建築工学科 ２８,６２１円 ４７,９２０円 ７６,５４１円

建築設備科 ４４,２３９円 ６１,３４０円 １０５,５７９円

大工技術科 ２８,2９１円 １１０,０６０円 １３８,３５１円

インテリアデザイン科 ３３,０７６円 ８１,７９０円 １１４,８６６円

土木工学科 ３４,４５７円 １５,１９０円 ４９,６４７円

測量設計科 ３９,２２１円 ３９,２２１円 ７８,４４２円

測量科 ２５,７９１円 １４,１３０円 ３９,９２１円

測量研究科 １６,４０２円 １３,７３０円 ３０,１３２円

夜間部 建築工学科 ２１,４５０円 ３８,７７０円 ６０,２２０円

昼間部

6. 団体学生・生徒総合保険について
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入学前日程



				4月5日（水） ガツ ニチ ミズ		　オリエンテーション（昼間部）
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 チュウカンブ ソヨウシケン チュウカンブ キョウカショ キョウザイ ハイフ バショ ジカン ナド キサイ

				4月6日（木） ガツ ニチ モク		　HR、入学式（昼間部・夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ニュウガク シキ チュウカンブ ヤカンブ

				4月〇日（ ） ガツ ニチ		　オリエンテーション（夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ヤカンブ

				4月〇日（ ) ガツ ニチ		　授業開始（昼間部・夜間部） ジュギョウカイシ チュウカンブ ヤカンブ







預金口座振替依頼書



				配布資料 ハイフシリョウ		　　預金口座振替依頼書 ヨキンコウザ フリカエイライショ

				提出書類 テイシュツショルイ		　　預金口座振替依頼書

　・〇～〇ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は保護者（保証人）名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は〇ページ、〇ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。 ヨキンコウザフリカエイライショ キニュウレイ ホソクセツメイ シタガ クロ キニュウ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ ガクセイホンニン マタ ホゴシャ ホショウニン メイギ コウザ キニュウ クダ リヨウ キンユウキカン テイケイキンユウキカン イチラン エラ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「学籍登録書」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。 ドウフウ ヘンシンヨウ フウトウ ガクセキトウロク ショ イッショ ヘンソウ クダ キンユウキカン ジゼン ジサン ヒツヨウ

				提出期限 テイシュツキゲン		　・本案内到着後、1ヶ月を目安に返送して下さい。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ ゲツ メヤス ヘンソウ クダ サイシュウ テイシュツ キゲン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワ レンラク バアイ

				振替通知発送時期 フリカエツウチ ハッソウジキ		　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定） コウキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ ゼンキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ

				振替日程 フリカエニッテイ		　・後期分　9月〇日　　前期分　3月〇日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。 コウキブン ガツ ニチ ゼンキブン ガツ ニチ ドニチシュク バアイ ヨク キンユウキカン エイギョウビ

				通帳への表示 ツウチョウ ヒョウジ		　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

				留意事項 リュウイジコウ		授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させていただく場合がございます。 ジュギョウリョウ ナド ノウニュウイガイ アズカ キン ショウガクキン ナド セイサン コウザ シヨウ バアイ







学籍登録票



				記入方法・注意事項 キニュウホウホウ チュウイジコウ		　・〇ページの記入例に従って黒ボールペンで記入してください。
　（消せるボールペンは使用しないで下さい）
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・訂正箇所または住所変更等がある場合は、記入例を参考に『入学時』
　　の欄に記入し、返送して下さい。
　◇学生寮・ハイツ入館予定の方は、決定した寮名・ハイツ名のみ記入し
　　て下さい。
　◇引っ越し予定の方は、新住所が確定した後に返送して下さい。

　・保護者または保証人欄は、必ずご記入下さい。 キニュウレイ シタガ クロ キニュウ ケ シヨウ クダ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ テイセイカショ ジュウショ ヘンコウ ナド バアイ キニュウレイ サンコウ ニュウガクジ ラン キニュウ ヘンソウ クダ ガクセイリョウ ニュウカンヨテイ カタ ケッテイ リョウ メイ メイ キニュウ クダ ヒ コ ヨテイ カタ シンジュウショ カクテイ アト ヘンソウ クダ ホゴシャ ホショウニン ラン カナラ キニュウ クダ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「預金口座振替依頼書」と一緒にご返送下さい。 ドウフウ ヘンシンヨウフウトウ ヨキンコウザ フリカエ イライショ イッショ ヘンソウ クダ

				提出期限 テイシュツ キゲン		　・本案内到着後、1ヶ月を目安に返送して下さい。
　　最終提出期限　2023年3月31日（金）
　
　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合もございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ ゲツ メヤス ヘンソウ クダ サイシュウテイシュツキゲン ネン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワレンラク バアイ







入学後の通学方法について



				

【入学後の通学方法について】

※通学証明書の発行および購入方法については、P.〇を参照してください。
※入学後の居住地から本校までの最短経路で、寄り道、回り道はできません。
※学校の最寄駅は、次の通りです。





※自転車の利用は、自転車利用願申請が必要です（入学後に説明があります）。
※自家用車およびオートバイでの通学は、一切認めておりません。
※学生寮・ハイツ入館予定の方は、入寮許可後に最寄りの駅をご確認下さい。
※定期券の区間変更や、新たに定期券が必要となった際は、入学事務局へ申し出てください。
※保護者・身元保証人宛てに、学納金・成績・学校行事等のご案内を送付します。
　会社等へ送付を希望される方は、会社名・担当者を記入してください。 ニュウガクゴ ツウガクホウホウ ツウガクショウメイショ ハッコウ コウニュウホウホウ サンショウ ニュウガクゴ キョジュウチ ホンコウ サイタンケイロ ヨ ミチ マワ ミチ ガッコウ モヨリエキ ツギ トオ ジテンシャ リヨウ ジテンシャ







JR、名鉄、地下鉄・・・金山駅　　　　　　近鉄・・・近鉄名古屋駅
市バス・・・金山・古沢町



教科書・教材代実績



						科　　　名 カ メイ		教科書代 キョウカショダイ		教材代 キョウザイダイ		合　計 ゴウ ケイ

				昼間部 チュウカンブ		建築工学科 ケンチクコウガッカ		２８,６２１円 エン		４７,９２０円 エン		７６,５４１円 エン

						建築設備科 ケンチク セツビ カ		４４,２３９円 エン		６１,３４０円 エン		１０５,５７９円 エン

						大工技術科 ダイクギジュツカ		２８,2９１円 エン		１１０,０６０円 エン		１３８,３５１円 エン

						インテリアデザイン科 カ		３３,０７６円 エン		８１,７９０円 エン		１１４,８６６円 エン

						土木工学科 ドボクコウガッカ		３４,４５７円 エン		１５,１９０円 エン		４９,６４７円 エン

						測量設計科 ソクリョウ セッケイ カ		３９,２２１円 エン		３９,２２１円 エン		７８,４４２円 エン

						測量科 ソクリョウ カ		２５,７９１円 エン		１４,１３０円 エン		３９,９２１円 エン

						測量研究科 ソクリョウ ケンキュウ カ		１６,４０２円 エン		１３,７３０円 エン		３０,１３２円 エン

				夜間部 ヤカンブ		建築工学科 ケンチク コウガッカ		２１,４５０円 エン		３８,７７０円 エン		６０,２２０円 エン









7. 入学から卒業までの学納金について

学納金額の詳細は、下記一覧表のとおりです。下記納入期限の約3週間前に
「振替通知」を身元保証人へ発送いたします。

各科とも、卒業年度の後期分授業料等学納金納入時に、卒業諸経費として
2年課程約36,000円、1年課程約26,000円が別途必要となります。
（卒業諸経費には卒業記念品、祝賀会、アルバム代などが含まれます）
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8. よくある質問 （お問い合わせの前に必ず確認してください）

内容 回答

教科書・教材代はいつ支払いますか？
4月上旬にP.12の参考価格程度が必要となります。
詳しい案内は3月中旬ごろに郵送予定です。

ノートパソコンのスペックはどのようなものが必要でしょう
か？

入学後にご案内いたします。事前購入の必要はございません。
参考価格は募集要項のP.4を参照してください。

日本学生支援機構や高等教育修学支援制度に関する説明会は
ありますか？また、保護者の参加は可能ですか？

4月に説明会を行います。詳細は担任からお知らせします。
保護者の方の参加はご遠慮ください。

学籍登録票を提出済みですが、在学中に引っ越しをする
予定です。手続きは何をすれば良いですか？

住所変更届を記入・提出していただく必要があります。
保護者の住所を変更する場合も、同様の手続きが必要です。
変更する場合は事務局までお越しください。

自転車で通学する予定なのですが、必要な手続きなどはあり
ますか？

入学後に申請が必要です。その後、許可シールをお渡しします。
オリエンテーション及び入学式当日は許可シールがなくても大丈
夫ですので、自転車で来校して指定の駐輪場に停めてください。
なお、自転車通学する場合は保険への加入が必須となります。入
学までに各自で手続きを行ってください。
※ 名古屋市は自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられてい
ます。

自動車学校に通いたいので、夏休み期間を教えてください。 入学後に年間予定表を配布しますので、入学後にご確認ください。

入学式以外でスーツの着用頻度はどのくらいありますか？
色の指定はありますか？

月に1度朝礼があり、その日はスーツでの登校になります。
就職活動でも使用できる暗色が望ましいです。


入学前日程



				4月5日（水） ガツ ニチ ミズ		　昼間部オリエンテーション
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は2ページに記載 チュウカンブ ソヨウシケン チュウカンブ キョウカショ キョウザイ ハイフ バショ ジカン ナド キサイ

				4月6日（木） ガツ ニチ モク		【午前】　HR、入学式（昼間部・夜間部）

　　　　　　　　　　※ 場所や時間等は2ページに記載

【午後】　夜間部オリエンテーション

　　　　　　　　　　※ 場所や時間等は3ページに記載 ゴゼン ニュウガク シキ チュウカンブ ヤカンブ ゴゴ ヤカンブ バショ ジカン ナド キサイ

				4月7日（金） ガツ ニチ キン		　休日
　　　　　　※ 変更等あれば、担任からご連絡いたします キュウジツ ヘンコウ ナド タンニン レンラク

				4月8日（土） ガツ ニチ		　健康診断（昼間部） ケンコウシンダン チュウカンブ

				4月10日（月） ガツ ニチ ツキ		　授業開始（昼間部・夜間部） ジュギョウカイシ チュウカンブ ヤカンブ







預金口座振替依頼書



				配布資料 ハイフシリョウ		　　預金口座振替依頼書 ヨキンコウザ フリカエイライショ

				提出書類 テイシュツショルイ		　　預金口座振替依頼書

　・〇～〇ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は保護者（保証人）名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は〇ページ、〇ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。 ヨキンコウザフリカエイライショ キニュウレイ ホソクセツメイ シタガ クロ キニュウ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ ガクセイホンニン マタ ホゴシャ ホショウニン メイギ コウザ キニュウ クダ リヨウ キンユウキカン テイケイキンユウキカン イチラン エラ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「学籍登録票」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。 ドウフウ ヘンシンヨウ フウトウ ガクセキトウロク ヒョウ イッショ ヘンソウ クダ キンユウキカン ジゼン ジサン ヒツヨウ

				提出期限 テイシュツキゲン		　・本案内到着後、ご記入いただきすぐに返送してください。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ キニュウ ヘンソウ サイシュウ テイシュツ キゲン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワ レンラク バアイ

				振替通知発送時期 フリカエツウチ ハッソウジキ		　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定） コウキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ ゼンキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ

				振替日程 フリカエニッテイ		　・後期分　9月27日　　前期分　3月27日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。 コウキブン ガツ ニチ ゼンキブン ガツ ニチ ドニチシュク バアイ ヨク キンユウキカン エイギョウビ

				通帳への表示 ツウチョウ ヒョウジ		　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

				留意事項 リュウイジコウ		授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させていただく場合がございます。 ジュギョウリョウ ナド ノウニュウイガイ アズカ キン ショウガクキン ナド セイサン コウザ シヨウ バアイ







学籍登録票



				記入方法・注意事項 キニュウホウホウ チュウイジコウ		　・〇ページの記入例に従って黒ボールペンで記入してください。
　（消せるボールペンは使用しないで下さい）
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・訂正箇所または住所変更等がある場合は、記入例を参考に『入学時』
　　の欄に記入し、返送して下さい。
　◇学生寮・ハイツ入館予定の方は、決定した寮名・ハイツ名のみ記入し
　　て下さい。
　◇引っ越し予定の方は、新住所が確定した後に返送して下さい。

　・保護者または保証人欄は、必ずご記入下さい。 キニュウレイ シタガ クロ キニュウ ケ シヨウ クダ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ テイセイカショ ジュウショ ヘンコウ ナド バアイ キニュウレイ サンコウ ニュウガクジ ラン キニュウ ヘンソウ クダ ガクセイリョウ ニュウカンヨテイ カタ ケッテイ リョウ メイ メイ キニュウ クダ ヒ コ ヨテイ カタ シンジュウショ カクテイ アト ヘンソウ クダ ホゴシャ ホショウニン ラン カナラ キニュウ クダ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「預金口座振替依頼書」と一緒にご返送下さい。 ドウフウ ヘンシンヨウフウトウ ヨキンコウザ フリカエ イライショ イッショ ヘンソウ クダ

				提出期限 テイシュツ キゲン		　・本案内到着後、ご記入いただきすぐに返送してください。
　　最終提出期限　2023年3月31日（金）
　
　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合もございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ キニュウ ヘンソウ サイシュウテイシュツキゲン ネン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワレンラク バアイ







入学後の通学方法について



				

【入学後の通学方法について】

※通学証明書の発行および購入方法については、P.〇を参照してください。
※入学後の居住地から本校までの最短経路で、寄り道、回り道はできません。
※学校の最寄駅は、次の通りです。





※自転車の利用は、自転車利用願申請が必要です（入学後に説明があります）。
※自家用車およびオートバイでの通学は、一切認めておりません。
※学生寮・ハイツ入館予定の方は、入寮許可後に最寄りの駅をご確認下さい。
※定期券の区間変更や、新たに定期券が必要となった際は、入学事務局へ申し出てください。
 ニュウガクゴ ツウガクホウホウ ツウガクショウメイショ ハッコウ コウニュウホウホウ サンショウ ニュウガクゴ キョジュウチ ホンコウ サイタンケイロ ヨ ミチ マワ ミチ ガッコウ モヨリエキ ツギ トオ ジテンシャ リヨウ ジテンシャ







JR、名鉄、地下鉄・・・金山駅　　　　　　近鉄・・・近鉄名古屋駅
市バス・・・金山・古沢町



教科書・教材代実績



						科　　　名 カ メイ		教科書代 キョウカショダイ		教材代 キョウザイダイ		合　計 ゴウ ケイ

				昼間部 チュウカンブ		建築工学科 ケンチクコウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						建築設備科 ケンチク セツビ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						大工技術科 ダイクギジュツカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						インテリアデザイン科 カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						土木工学科 ドボクコウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量設計科 ソクリョウ セッケイ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量科 ソクリョウ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量研究科 ソクリョウ ケンキュウ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

				夜間部 ヤカンブ		建築工学科 ケンチク コウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン







ToDoリスト



				No.		手続き内容 テツヅ ナイヨウ		期日 キジツ		✓

				1		入学のしおりを熟読する ニュウガク ジュクドク

				2		オリエンテーションの日時を確認する ニチジ カクニン

				3		入学式の日時を確認する ニュウガクシキ ニチジ カクニン

				4		授業開始日時を確認する ジュギョウカイシ ニチジ カクニン

				5		預金口座振替依頼書を提出する ヨキンコウザ フリカエ イライショ テイシュツ		3月31日（金） ガツ ニチ キン

				6		学籍登録票を提出する ガクセキ トウロクヒョウ テイシュツ		3月31日（金） ガツ ニチ キン

				7		教科書・教材を受け取る（入学後） キョウカショ キョウザイ ウ ト ニュウガクゴ

				8		通学定期券を購入する ツウガクテイキケン コウニュウ		授業開始まで ジュキ

				9		通学定期券を購入する ツウガクテイキケン コウニュウ		授業開始まで ジュギョウカイシ

				10		自分の教室の場所を覚える ジブン キョウシツ バショ オボ		授業開始まで ジュギョウカイシ









































































































よくある質問p15



				内容 ナイヨウ		回答 カイトウ

				教科書・教材代はいつ支払いますか？ キョウカショ キョウザイダイ シハラ		4月上旬にP.12の参考価格程度が必要となります。
詳しい案内は3月中旬ごろに郵送予定です。 ガツジョウジュン サンコウカカク テイド ヒツヨウ クワ アンナイ ガツ チュウジュン ユウソウ ヨテイ

				ノートパソコンのスペックはどのようなものが必要でしょうか？ ヒツヨウ		入学後にご案内いたします。事前購入の必要はございません。
参考価格は募集要項のP.4を参照してください。 ニュウガクゴ アンナイ ジゼンコウニュウ ヒツヨウ サンコウカカク ボシュウヨウコウ サンショウ

				日本学生支援機構や高等教育修学支援制度に関する説明会はありますか？また、保護者の参加は可能ですか？ ニホンガクセイシエンキコウ コウトウキョウイク シュウガクシエンセイド カン セツメイカイ ホゴシャ サンカ カノウ		4月に説明会を行います。詳細は担任からお知らせします。
保護者の方の参加はご遠慮ください。 ガツ セツメイカイ オコナ ショウサイ タンニン シ ホゴシャ カタ サンカ エンリョ

				学籍登録票を提出済みですが、在学中に引っ越しをする
予定です。手続きは何をすれば良いですか？ ガクセキトウロク ヒョウ テイシュツズ ザイガクチュウ ヒ コ ヨテイ テツヅ ナニ ヨ		住所変更届を記入・提出していただく必要があります。
保護者の住所を変更する場合も、同様の手続きが必要です。
変更する場合は事務局までお越しください。 ジュウショヘンコウトドケ キニュウ テイシュツ ヒツヨウ ホゴシャ ジュウショ ヘンコウ バアイ ドウヨウ テツヅ ヒツヨウ ヘンコウ バアイ ジムキョク コ

				自転車で通学する予定なのですが、必要な手続きなどはあり
ますか？ ジテンシャ ツウガク ヨテイ ヒツヨウ テツヅ		入学後に申請が必要です。その後、許可シールをお渡しします。
オリエンテーション及び入学式当日は許可シールがなくても大丈夫ですので、自転車で来校して指定の駐輪場に停めてください。
なお、自転車通学する場合は保険への加入が必須となります。入学までに各自で手続きを行ってください。
※ 名古屋市は自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています。 オヨ シテイ ジテンシャ ツウガク バアイ ホケン カニュウ ヒッス ニュウガク カクジ テツヅ オコナ ナゴヤシ ジテンシャ カニュウ ギム ヅ

				自動車学校に通いたいので、夏休み期間を教えてください。 ジドウシャガッコウ カヨ ナツヤス キカン オシ		入学後に年間予定表を配布しますので、入学後にご確認ください。 ニュウガクゴ ネンカンヨテイヒョウ ハイフ ニュウガクゴ カクニン

				入学式以外でスーツの着用頻度はどのくらいありますか？
色の指定はありますか？		月に1度朝礼があり、その日はスーツでの登校になります。
就職活動でも使用できる暗色が望ましいです。 ツキ ド チョウレイ ヒ トウコウ シュウショクカツドウ シヨウ アンショク ノゾ











－ －15

内容 回答

授業料の口座振替ができなかった場合、どうすればよい
ですか？

振替予定日の翌月に「振込の手続き」を送付いたします。
案内到着後、所定の口座にお振込みください。

学費を期日までに支払うことができない場合、どうすればよ
いですか？

延納願または分納願の提出が必要です。

会社から通学予定なのですが、通学定期券は会社からでも
買えますか？（通学定期の適用範囲について）

居住地から学校までの最短経路での学割定期券になります。
但し、名古屋市交通局に限り全区間が学割対象です。

学納金一覧はホームページ上でも閲覧可能ですか？

本校ホームページから閲覧可能です。下のQRコードからもPDF形
式で閲覧可能ですので、お手持ちのスマートフォンなどに保存し
ておくとよいかと思います。
（動作環境によっては閲覧できない場合もあります）


入学前日程



				4月5日（水） ガツ ニチ ミズ		　昼間部オリエンテーション
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は2ページに記載 チュウカンブ ソヨウシケン チュウカンブ キョウカショ キョウザイ ハイフ バショ ジカン ナド キサイ

				4月6日（木） ガツ ニチ モク		【午前】　HR、入学式（昼間部・夜間部）

　　　　　　　　　　※ 場所や時間等は2ページに記載

【午後】　夜間部オリエンテーション

　　　　　　　　　　※ 場所や時間等は3ページに記載 ゴゼン ニュウガク シキ チュウカンブ ヤカンブ ゴゴ ヤカンブ バショ ジカン ナド キサイ

				4月7日（金） ガツ ニチ キン		　休日
　　　　　　※ 変更等あれば、担任からご連絡いたします キュウジツ ヘンコウ ナド タンニン レンラク

				4月8日（土） ガツ ニチ		　健康診断（昼間部） ケンコウシンダン チュウカンブ

				4月10日（月） ガツ ニチ ツキ		　授業開始（昼間部・夜間部） ジュギョウカイシ チュウカンブ ヤカンブ







預金口座振替依頼書



				配布資料 ハイフシリョウ		　　預金口座振替依頼書 ヨキンコウザ フリカエイライショ

				提出書類 テイシュツショルイ		　　預金口座振替依頼書

　・〇～〇ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は保護者（保証人）名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は〇ページ、〇ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。 ヨキンコウザフリカエイライショ キニュウレイ ホソクセツメイ シタガ クロ キニュウ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ ガクセイホンニン マタ ホゴシャ ホショウニン メイギ コウザ キニュウ クダ リヨウ キンユウキカン テイケイキンユウキカン イチラン エラ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「学籍登録票」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。 ドウフウ ヘンシンヨウ フウトウ ガクセキトウロク ヒョウ イッショ ヘンソウ クダ キンユウキカン ジゼン ジサン ヒツヨウ

				提出期限 テイシュツキゲン		　・本案内到着後、ご記入いただきすぐに返送してください。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ キニュウ ヘンソウ サイシュウ テイシュツ キゲン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワ レンラク バアイ

				振替通知発送時期 フリカエツウチ ハッソウジキ		　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定） コウキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ ゼンキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ

				振替日程 フリカエニッテイ		　・後期分　9月27日　　前期分　3月27日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。 コウキブン ガツ ニチ ゼンキブン ガツ ニチ ドニチシュク バアイ ヨク キンユウキカン エイギョウビ

				通帳への表示 ツウチョウ ヒョウジ		　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

				留意事項 リュウイジコウ		授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させていただく場合がございます。 ジュギョウリョウ ナド ノウニュウイガイ アズカ キン ショウガクキン ナド セイサン コウザ シヨウ バアイ







学籍登録票



				記入方法・注意事項 キニュウホウホウ チュウイジコウ		　・〇ページの記入例に従って黒ボールペンで記入してください。
　（消せるボールペンは使用しないで下さい）
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・訂正箇所または住所変更等がある場合は、記入例を参考に『入学時』
　　の欄に記入し、返送して下さい。
　◇学生寮・ハイツ入館予定の方は、決定した寮名・ハイツ名のみ記入し
　　て下さい。
　◇引っ越し予定の方は、新住所が確定した後に返送して下さい。

　・保護者または保証人欄は、必ずご記入下さい。 キニュウレイ シタガ クロ キニュウ ケ シヨウ クダ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ テイセイカショ ジュウショ ヘンコウ ナド バアイ キニュウレイ サンコウ ニュウガクジ ラン キニュウ ヘンソウ クダ ガクセイリョウ ニュウカンヨテイ カタ ケッテイ リョウ メイ メイ キニュウ クダ ヒ コ ヨテイ カタ シンジュウショ カクテイ アト ヘンソウ クダ ホゴシャ ホショウニン ラン カナラ キニュウ クダ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「預金口座振替依頼書」と一緒にご返送下さい。 ドウフウ ヘンシンヨウフウトウ ヨキンコウザ フリカエ イライショ イッショ ヘンソウ クダ

				提出期限 テイシュツ キゲン		　・本案内到着後、ご記入いただきすぐに返送してください。
　　最終提出期限　2023年3月31日（金）
　
　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合もございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ キニュウ ヘンソウ サイシュウテイシュツキゲン ネン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワレンラク バアイ







入学後の通学方法について



				

【入学後の通学方法について】

※通学証明書の発行および購入方法については、P.〇を参照してください。
※入学後の居住地から本校までの最短経路で、寄り道、回り道はできません。
※学校の最寄駅は、次の通りです。





※自転車の利用は、自転車利用願申請が必要です（入学後に説明があります）。
※自家用車およびオートバイでの通学は、一切認めておりません。
※学生寮・ハイツ入館予定の方は、入寮許可後に最寄りの駅をご確認下さい。
※定期券の区間変更や、新たに定期券が必要となった際は、入学事務局へ申し出てください。
 ニュウガクゴ ツウガクホウホウ ツウガクショウメイショ ハッコウ コウニュウホウホウ サンショウ ニュウガクゴ キョジュウチ ホンコウ サイタンケイロ ヨ ミチ マワ ミチ ガッコウ モヨリエキ ツギ トオ ジテンシャ リヨウ ジテンシャ







JR、名鉄、地下鉄・・・金山駅　　　　　　近鉄・・・近鉄名古屋駅
市バス・・・金山・古沢町



教科書・教材代実績



						科　　　名 カ メイ		教科書代 キョウカショダイ		教材代 キョウザイダイ		合　計 ゴウ ケイ

				昼間部 チュウカンブ		建築工学科 ケンチクコウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						建築設備科 ケンチク セツビ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						大工技術科 ダイクギジュツカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						インテリアデザイン科 カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						土木工学科 ドボクコウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量設計科 ソクリョウ セッケイ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量科 ソクリョウ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量研究科 ソクリョウ ケンキュウ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

				夜間部 ヤカンブ		建築工学科 ケンチク コウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン







ToDoリスト



				No.		手続き内容 テツヅ ナイヨウ		期日 キジツ		✓

				1		入学のしおりを熟読する ニュウガク ジュクドク

				2		オリエンテーションの日時を確認する ニチジ カクニン

				3		入学式の日時を確認する ニュウガクシキ ニチジ カクニン

				4		授業開始日時を確認する ジュギョウカイシ ニチジ カクニン

				5		預金口座振替依頼書を提出する ヨキンコウザ フリカエ イライショ テイシュツ		3月31日（金） ガツ ニチ キン

				6		学籍登録票を提出する ガクセキ トウロクヒョウ テイシュツ		3月31日（金） ガツ ニチ キン

				7		教科書・教材を受け取る（入学後） キョウカショ キョウザイ ウ ト ニュウガクゴ

				8		通学定期券を購入する ツウガクテイキケン コウニュウ		授業開始まで ジュキ

				9		通学定期券を購入する ツウガクテイキケン コウニュウ		授業開始まで ジュギョウカイシ

				10		自分の教室の場所を覚える ジブン キョウシツ バショ オボ		授業開始まで ジュギョウカイシ









































































































よくある質問p15



				内容 ナイヨウ		回答 カイトウ

				教科書・教材代はいつ支払いますか？ キョウカショ キョウザイダイ シハラ		4月上旬にP.12の参考価格程度が必要となります。
詳しい案内は3月中旬ごろに郵送予定です。 ガツジョウジュン サンコウカカク テイド ヒツヨウ クワ アンナイ ガツ チュウジュン ユウソウ ヨテイ

				ノートパソコンのスペックはどのようなものが必要でしょうか？ ヒツヨウ		入学後にご案内いたします。事前購入の必要はございません。
参考価格は募集要項のP.4を参照してください。 ニュウガクゴ アンナイ ジゼンコウニュウ ヒツヨウ サンコウカカク ボシュウヨウコウ サンショウ

				日本学生支援機構や高等学校修学支援制度に関する説明会はありますか？また、保護者の参加は可能ですか？ ニホンガクセイシエンキコウ コウトウガッコウ シュウガクシエンセイド カン セツメイカイ ホゴシャ サンカ カノウ		4月に説明会を行います。詳細は担任からお知らせします。
保護者の方の参加はご遠慮ください。 ガツ セツメイカイ オコナ ショウサイ タンニン シ ホゴシャ カタ サンカ エンリョ

				学籍登録票を提出済みですが、入学後に引っ越しをする
予定です。手続きは何をすれば良いですか？ ガクセキトウロク ヒョウ テイシュツズ ニュウガクゴ ヒ コ ヨテイ テツヅ ナニ ヨ		入学後に住所変更届を記入・提出していただく必要があります。
変更する場合は事務局までお越しください。 ニュウガクゴ ジュウショヘンコウトドケ キニュウ テイシュツ ヒツヨウ ヘンコウ バアイ ジムキョク コ

				自転車で通学する予定なのですが、必要な手続きなどはあり
ますか？ ジテンシャ ツウガク ヨテイ ヒツヨウ テツヅ		入学後に申請が必要です。その後、許可シールをお渡しします。
入学式当日は許可シールがなくても大丈夫ですので、自転車で
来校して指定の駐輪場に停めてください。

				自動車学校に通いたいので、夏休み期間を教えてください。 ジドウシャガッコウ カヨ ナツヤス キカン オシ		入学後に年間予定表を配布しますので、入学後にご確認ください。 ニュウガクゴ ネンカンヨテイヒョウ ハイフ ニュウガクゴ カクニン

				入学式以外でスーツの着用頻度はどのくらいありますか？
色の指定はありますか？		月に1度朝礼があり、その日はスーツでの登校になります。
就職活動でも使用できる黒・紺が無難です。 ツキ ド チョウレイ ヒ トウコウ シュウショクカツドウ シヨウ クロ コン ブナン









よくある質問p16



				内容 ナイヨウ		回答 カイトウ

				授業料の口座振替ができなかった場合、どうすればよい
ですか？ ジュギョウリョウ コウザフリカエ バアイ		振替予定日の翌月に「振込の手続き」を送付いたします。
案内到着後、所定の口座にお振込みください。 フリカエヨテイビ ヨクゲツ フリコミ テツヅ ソウフ アンナイトウチャクゴ ショテイ コウザ フリコ

				学費を期日までに支払うことができない場合、どうすればよいですか？ ガクヒ キジツ シハラ バアイ		延納願または分納願の提出が必要です。 エンノウネガイ ブンノウ ネガ テイシュツ ヒツヨウ

				会社から通学予定なのですが、通学定期券は会社からでも
買えますか？（通学定期の適用範囲について） ツウガクテイキ テキヨウハンイ		居住地から学校までの最短経路での学割定期券になります。
但し、名古屋市交通局に限り全区間が学割対象です。 キョジュウチ ガッコウ サイタンケイロ ガクワリ テイキケン タダ ナゴヤシコウツウキョク カギ ゼンクカン ガクワリ タイショウ

				学納金一覧はホームページ上でも閲覧可能ですか？ ガクノウキン イチラン ジョウ エツランカノウ		本校ホームページから閲覧可能です。下のQRコードからもPDF形式で閲覧可能ですので、お手持ちのスマートフォンなどに保存しておくとよいかと思います。
（動作環境によっては閲覧できない場合もあります）







 ホンコウ エツランカノウ シタ ケイシキ エツラン カノウ テモ ホゾン オモ ドウサカンキョウ エツラン バアイ
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9. To Doリスト

No. 手続き内容 期日 日付

1 入学のしおりを熟読した日 ／

2 オリエンテーションの日時を確認した日 ／

3 入学式の日時を確認した日 ／

4 授業開始日時を確認した日 ／

5 預金口座振替依頼書を郵送した日 3月31日（金） ／

6 学籍登録票を郵送した日 3月31日（金） ／

7 おおよその教科書・教材代金を準備した日 3月31日（金） ／

8 通学定期券を購入した日
オリエンテーション

当日
／

9 担任の先生の名前を覚えた日 授業開始まで ／

10 自分の教室の場所を覚えた日 授業開始まで ／


入学前日程



				4月5日（水） ガツ ニチ ミズ		　オリエンテーション（昼間部）
　素養試験（昼間部）
　教科書・教材配布
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 チュウカンブ ソヨウシケン チュウカンブ キョウカショ キョウザイ ハイフ バショ ジカン ナド キサイ

				4月6日（木） ガツ ニチ モク		　HR、入学式（昼間部・夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ニュウガク シキ チュウカンブ ヤカンブ

				4月〇日（ ） ガツ ニチ		　オリエンテーション（夜間部）
　※ 場所や時間等は〇ページに記載 ヤカンブ

				4月〇日（ ) ガツ ニチ		　授業開始（昼間部・夜間部） ジュギョウカイシ チュウカンブ ヤカンブ







預金口座振替依頼書



				配布資料 ハイフシリョウ		　　預金口座振替依頼書 ヨキンコウザ フリカエイライショ

				提出書類 テイシュツショルイ		　　預金口座振替依頼書

　・〇～〇ページの記入例・補足説明に従って黒ボールペンで記入
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・学生本人又は保護者（保証人）名義の口座を記入して下さい。
　・ご利用いただける金融機関は〇ページ、〇ページの「ワイド
　　ネット提携金融機関一覧」からお選びください。 ヨキンコウザフリカエイライショ キニュウレイ ホソクセツメイ シタガ クロ キニュウ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ ガクセイホンニン マタ ホゴシャ ホショウニン メイギ コウザ キニュウ クダ リヨウ キンユウキカン テイケイキンユウキカン イチラン エラ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「学籍登録書」と一緒にご返送下さい。

　※金融機関に事前に持参する必要はございません。 ドウフウ ヘンシンヨウ フウトウ ガクセキトウロク ショ イッショ ヘンソウ クダ キンユウキカン ジゼン ジサン ヒツヨウ

				提出期限 テイシュツキゲン		　・本案内到着後、1ヶ月を目安に返送して下さい。
　　最終提出期限：3月31日（金）

　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合がございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ ゲツ メヤス ヘンソウ クダ サイシュウ テイシュツ キゲン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワ レンラク バアイ

				振替通知発送時期 フリカエツウチ ハッソウジキ		　・後期分　9月上旬（予定）　　前期分　3月上旬（予定） コウキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ ゼンキブン ガツ ジョウジュン ヨテイ

				振替日程 フリカエニッテイ		　・後期分　9月〇日　　前期分　3月〇日
　※土日祝の場合は翌金融機関営業日となります。 コウキブン ガツ ニチ ゼンキブン ガツ ニチ ドニチシュク バアイ ヨク キンユウキカン エイギョウビ

				通帳への表示 ツウチョウ ヒョウジ		　DF．ﾃﾞﾝﾊﾟｶﾞｸｴ

				留意事項 リュウイジコウ		授業料等の納入以外に預り金や奨学金等の精算口座として使用させていただく場合がございます。 ジュギョウリョウ ナド ノウニュウイガイ アズカ キン ショウガクキン ナド セイサン コウザ シヨウ バアイ







学籍登録票



				記入方法・注意事項 キニュウホウホウ チュウイジコウ		　・〇ページの記入例に従って黒ボールペンで記入してください。
　（消せるボールペンは使用しないで下さい）
　・修正ペン、修正テープは使用しないで下さい。
　・訂正箇所または住所変更等がある場合は、記入例を参考に『入学時』
　　の欄に記入し、返送して下さい。
　◇学生寮・ハイツ入館予定の方は、決定した寮名・ハイツ名のみ記入し
　　て下さい。
　◇引っ越し予定の方は、新住所が確定した後に返送して下さい。

　・保護者または保証人欄は、必ずご記入下さい。 キニュウレイ シタガ クロ キニュウ ケ シヨウ クダ シュウセイ シュウセイ シヨウ クダ テイセイカショ ジュウショ ヘンコウ ナド バアイ キニュウレイ サンコウ ニュウガクジ ラン キニュウ ヘンソウ クダ ガクセイリョウ ニュウカンヨテイ カタ ケッテイ リョウ メイ メイ キニュウ クダ ヒ コ ヨテイ カタ シンジュウショ カクテイ アト ヘンソウ クダ ホゴシャ ホショウニン ラン カナラ キニュウ クダ

				提出方法 テイシュツホウホウ		　・同封の返信用封筒にて「預金口座振替依頼書」と一緒にご返送下さい。 ドウフウ ヘンシンヨウフウトウ ヨキンコウザ フリカエ イライショ イッショ ヘンソウ クダ

				提出期限 テイシュツ キゲン		　・本案内到着後、1ヶ月を目安に返送して下さい。
　　最終提出期限　2023年3月31日（金）
　
　※提出が遅れている方には本校から電話連絡をする場合もございます。 ホンアンナイ トウチャクゴ ゲツ メヤス ヘンソウ クダ サイシュウテイシュツキゲン ネン ガツ ニチ キン テイシュツ オク カタ ホンコウ デンワレンラク バアイ







入学後の通学方法について



				

【入学後の通学方法について】

※通学証明書の発行および購入方法については、P.〇を参照してください。
※入学後の居住地から本校までの最短経路で、寄り道、回り道はできません。
※学校の最寄駅は、次の通りです。





※自転車の利用は、自転車利用願申請が必要です（入学後に説明があります）。
※自家用車およびオートバイでの通学は、一切認めておりません。
※学生寮・ハイツ入館予定の方は、入寮許可後に最寄りの駅をご確認下さい。
※定期券の区間変更や、新たに定期券が必要となった際は、入学事務局へ申し出てください。
※保護者・身元保証人宛てに、学納金・成績・学校行事等のご案内を送付します。
　会社等へ送付を希望される方は、会社名・担当者を記入してください。 ニュウガクゴ ツウガクホウホウ ツウガクショウメイショ ハッコウ コウニュウホウホウ サンショウ ニュウガクゴ キョジュウチ ホンコウ サイタンケイロ ヨ ミチ マワ ミチ ガッコウ モヨリエキ ツギ トオ ジテンシャ リヨウ ジテンシャ







JR、名鉄、地下鉄・・・金山駅　　　　　　近鉄・・・近鉄名古屋駅
市バス・・・金山・古沢町



教科書・教材代実績



						科　　　名 カ メイ		教科書代 キョウカショダイ		教材代 キョウザイダイ		合　計 ゴウ ケイ

				昼間部 チュウカンブ		建築工学科 ケンチクコウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						建築設備科 ケンチク セツビ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						大工技術科 ダイクギジュツカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						インテリアデザイン科 カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						土木工学科 ドボクコウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量設計科 ソクリョウ セッケイ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量科 ソクリョウ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

						測量研究科 ソクリョウ ケンキュウ カ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン

				夜間部 ヤカンブ		建築工学科 ケンチク コウガッカ		１０,０００円 エン		１０,０００円 エン		２００００円 エン







ToDoリスト



				No.		手続き内容 テツヅ ナイヨウ		期日 キジツ		日付 ヒヅケ

				1		入学のしおりを熟読した日 ニュウガク ジュクドク ヒ				／

				2		オリエンテーションの日時を確認した日 ニチジ カクニン ヒ				／

				3		入学式の日時を確認した日 ニュウガクシキ ニチジ カクニン ヒ				／

				4		授業開始日時を確認した日 ジュギョウカイシ ニチジ カクニン ヒ				／

				5		預金口座振替依頼書を郵送した日 ヨキンコウザ フリカエ イライショ ユウソウ ヒ		3月31日（金） ガツ ニチ キン		／

				6		学籍登録票を郵送した日 ガクセキ トウロクヒョウ ユウソウ ヒ		3月31日（金） ガツ ニチ キン		／

				7		おおよその教科書・教材代金を準備した日 キョウカショ キョウザイダイキン ジュンビ ヒ		3月31日（金） ガツ ニチ キン		／

				8		通学定期券を購入した日 ツウガクテイキケン コウニュウ ヒ		オリエンテーション
当日 トウジツ		／

				9		担任の先生の名前を覚えた日 タンニン センセイ ナマエ オボ ヒ		授業開始まで ジュギョウカイシ		／

				10		自分の教室の場所を覚えた日 ジブン キョウシツ バショ オボ ヒ		授業開始まで ジュギョウ カイシ		／











































































































電波学園 建学の精神

社会から喜ばれる知識と技術をもち

歓迎される人柄を兼ね備えた人材を育成し

英知と勤勉な国民性を高め

科学技術・文化の発展に貢献する



・JR東海道本線及び中央本線、名鉄本線、地下鉄名城線、名港線ともに金山駅下車

北口より徒歩4分

・市バス金山停留所下車 北へ徒歩3分、古沢町停留所下車すぐ

◇本校・入学式会場への順路

東海工業専門学校金山校

〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-7-19
TEL (052)332-6211 FAX (052)332-6255
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