
１ 本校の受験資格と設置学科 
受験資格 

 学校教育法による高等学校卒業者（受験年度に卒業見込み
の者を含む。）又はこれと同等以上の学力を有する者 

資格取得（授業で取り組む資格試験） 

 第二種電気工事士（養成施設のため、２年次への進級時に取得）ٴ
 第一種電気工事士試験（�年次に受験、免許取得には�年以上の実務経験が必要）ٴ

 ３級技能検定（電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業））（�年次受験）ٴ
 甲種�類消防設備士（�年次に受験）ٴ
 ２級電気工事施工管理技術検定（学科）試験ٴ
 特別教育（低圧電気、アーク溶接、粉じん作業、研削と石）（�年次に講習受講）ٴ

２ 電気工学科の特徴 
（１）第二種電気工事士養成施設 

 電気工学科は、経済産業省の養成施設に指定されているため、当科で必要な科目を履修し条件を満たせ
ば、資格試験を受けることなく「第二種電気工事士免状」が取得できます。 

（２）豊富な実習と実習設備 

 当科は、授業全体の時間数の５０％以上を実習に割り当てて、「作業や加工が実際にできること」を
モットーに、授業を進めています。本校の実習棟の中には、１階建て木造家屋１棟、２階建て木造家屋
（１階部分のみ）１棟、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造建物�棟が建てられています。これらの建物は、実
際の工事現場での作業を再現するためのもので、学生は、実践的な電気工事の実習を行うことができま
す。 

（３）資格に強い 

 第二種電気工事士のほかにも下表にある資格試験について、それらの受験対策もカリキュラムに組み込
み、徹底した過去問分析と解説、さらにきめ細かな指導で授業を行い、例年、各試験の合格率は全国平均
を上回っています。 

３ 学校生活 

国道�号（環状線） 浅虫ځ ڀ弘前 

（１）学生寮完備（男女）。遠方のかたも安心して学べます。また、冬季間だけ入寮することも可能です。 

（２）授業料が安い（免除制度もあります。）。 

（３）昼食は学生寮の食堂を一般学生の方も利用可能です。 

 

アクセス 
 青森市営バス：「青森中央学院大学前」ٴ
 下車徒歩１分 
 自動車：青森中央,&から約��分ٴ

 青森中央,& 青森自動車道ځ
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青森県立 
青森高等技術専門校 
〒030-0122 

青森市野尻字今田４３－１ 

TEL.017-738-5727 FAX.017-738-5004 

 青森高等技術専門校 検索 

設置学科 定員 訓練期間 

電気工学科 ２０名 ２年間 

環境土木工学科 ２０名 ２年間 



電気工学科 青森県立青森高等技術専門校

（寮生）
入校前 3月 32,363 諸経費 振込み（行事費、資格試験受験料）

15,400 職業訓練生総合保険 保険料（２年分）
5,650 入校料 誓約書に県証紙を貼付

10,000 学生寮自治会費 前期（4～9月分）
17,434 教科書 業者による直接販売
63,580 作業服 〃
8,580 工具等 〃
29,700 授業料 4・5・6月分授業料

19,500 学生寮食費 ＠1,300×15日
4,000 寮費 光熱水費
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
4,000 寮費 光熱水費
28,600 学生寮食費 ＠1,300×22日
4,000 寮費 光熱水費
20,800 学生寮食費 ＠1,300×16日

29,700 授業料 7・8・9月分
4,000 寮費 光熱水費
15,600 学生寮食費 ＠1,300×12日
4,000 寮費 光熱水費
26,000 学生寮食費 ＠1,300×20日
4,000 寮費 光熱水費
10,000 学生寮自治会費 後期（10～3月分）
26,000 学生寮食費 ＠1,300×20日

29,700 授業料 10・11・12月分
4,000 寮費 光熱水費
24,700 学生寮食費 ＠1,300×19日
6,000 寮費 光熱水費
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
6,000 寮費 光熱水費
19,500 学生寮食費 ＠1,300×15日
6,000 寮費 光熱水費

29,700 授業料 1・2・3月分
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
6,000 寮費 光熱水費
14,300 学生寮食費 ＠1,300×11日
6,000 寮費 光熱水費

33,114 諸経費 振込み（行事費、資格試験受験料、同窓会費）
6,490 教科書 業者による直接販売
1,870 作業靴 〃
2,750 手袋等 〃

10,000 学生寮自治会費 前期（4～9月分）
29,700 授業料 4・5・6月分授業料

20,800 学生寮食費 ＠1,300×16日
4,000 寮費 光熱水費

5,300 手数料 第二種電気工事士免状交付手数料（県証紙）
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
4,000 寮費 光熱水費
28,600 学生寮食費 ＠1,300×22日
4,000 寮費 光熱水費
20,800 学生寮食費 ＠1,300×16日

29,700 授業料 7・8・9月分
4,000 寮費 光熱水費
15,600 学生寮食費 ＠1,300×12日
4,000 寮費 光熱水費
26,000 学生寮食費 ＠1,300×20日
4,000 寮費 光熱水費
10,000 学生寮自治会費 後期（10～3月分）
26,000 学生寮食費 ＠1,300×20日

29,700 授業料 10・11・12月分
4,000 寮費 光熱水費

2,900 手数料 【合格者のみ】消防設備士免状交付手数料（県証紙）
24,700 学生寮食費 ＠1,300×19日
6,000 寮費 光熱水費
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
6,000 寮費 光熱水費
19,500 学生寮食費 ＠1,300×15日
6,000 寮費 光熱水費

29,700 授業料 1・2・3月分
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
6,000 寮費 光熱水費
14,300 学生寮食費 ＠1,300×11日
6,000 寮費 光熱水費

433,031 687,700合計
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設置学科 定員 訓練期間 

電気工学科 ２０名 ２年間 

環境土木工学科 ２０名 ２年間 

１ 本校の受験資格と設置学科 

受験資格 

 学校教育法による高等学校卒業者（受験年度に卒業見込み
の者を含む。）又はこれと同等以上の学力を有する者 

２ 環境土木工学科の特徴 
（１）即戦力として活躍するためのカリキュラムと豊富な実習 

 環境土木工学科では、土木施工と測量について学びます。実際の土木工事や測量の現場を想定してカリキュラ
ムを設定しているので、当校の敷地内にアスファルト道路や擁壁（土砂が崩れるのを防ぐための壁）などの土木
構造物を造るほか、月見野森林公園などを借用して広大な土地の測量を行っています。月見野森林公園などでの
測量実習は、１日や２日でできる作業ではありませんので、数週間かけて、毎朝、当校所有のマイクロバスでn現
場に出かける|というスタイルになります。このように、当科では、訓練時間のおよそ７割の時間数を実習に割り
当てています。 

（２）新技術への挑戦 

 近年、土木の現場でも,&7技術の活用が目覚ましく、ドローンでの測量などがすでに実際の現場で導入されて
います。当科では、そういった最新の技術にも対応するため、ドローンの操縦と測量への応用について専門家を
講師として招き、実機を用いての操縦や関連する法令などを学生はもとより職員も一緒に学んでいます。 

（３）資格に強い 

 当科では、測量士補及び２級土木施工管理技術検定（第１次検定� 後期）の受験対策を授業の一環として実施
し、徹底した解説ときめ細かな指導で、いずれの試験も、例年、全国平均を上回る合格率を維持しています。 

３ 学校生活 

国道�号（環状線） 浅虫ځ ڀ弘前 

（１）学生寮完備（男女）。遠方のかたも安心して学べます。また、冬季間だけ入寮することも可能です。 

（２）授業料が安い（免除制度もあります。）。 

（３）昼食は学生寮の食堂を一般学生の方も利用可能です。 

 

アクセス 
 青森市営バス：「青森中央学院大学前」ٴ

 下車徒歩１分 

 自動車：青森中央,&から約��分ٴ
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 青森高等技術専門校 検索 



環境土木工学科 青森県立青森高等技術専門校

（寮生）
入校前 3月 10,210 諸経費 振込み（行事費、資格試験受験料）

15,400 職業訓練生総合保険 保険料（２年分）
5,650 入校料 誓約書に県証紙を貼付

10,000 学生寮自治会費 前期（4～9月分）
3,852 教科書 業者による直接販売
31,185 作業服・ヘルメット 〃
3,080 電卓 〃
29,700 授業料 4・5・6月分授業料

19,500 学生寮食費 ＠1,300×15日
4,000 寮費 光熱水費
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
4,000 寮費 光熱水費
28,600 学生寮食費 ＠1,300×22日
4,000 寮費 光熱水費
20,800 学生寮食費 ＠1,300×16日

29,700 授業料 7・8・9月分
4,000 寮費 光熱水費
15,600 学生寮食費 ＠1,300×12日
4,000 寮費 光熱水費
26,000 学生寮食費 ＠1,300×20日
4,000 寮費 光熱水費
10,000 学生寮自治会費 後期（10～3月分）
26,000 学生寮食費 ＠1,300×20日

29,700 授業料 10・11・12月分
4,000 寮費 光熱水費
24,700 学生寮食費 ＠1,300×19日
6,000 寮費 光熱水費
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
6,000 寮費 光熱水費
19,500 学生寮食費 ＠1,300×15日
6,000 寮費 光熱水費

29,700 授業料 1・2・3月分
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
6,000 寮費 光熱水費
14,300 学生寮食費 ＠1,300×11日
6,000 寮費 光熱水費

49,358 諸経費 振込み（行事費、資格試験受験料・交通費、同窓会費）
880 USBメモリー 業者による直接販売

10,000 学生寮自治会費 前期（4～9月分）
29,700 授業料 4・5・6月分授業料

20,800 学生寮食費 ＠1,300×16日
4,000 寮費 光熱水費
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
4,000 寮費 光熱水費
28,600 学生寮食費 ＠1,300×22日
4,000 寮費 光熱水費
20,800 学生寮食費 ＠1,300×16日

29,700 授業料 7・8・9月分
4,000 寮費 光熱水費
15,600 学生寮食費 ＠1,300×12日
4,000 寮費 光熱水費
26,000 学生寮食費 ＠1,300×20日
4,000 寮費 光熱水費
10,000 学生寮自治会費 後期（10～3月分）
26,000 学生寮食費 ＠1,300×20日

29,700 授業料 10・11・12月分
4,000 寮費 光熱水費
24,700 学生寮食費 ＠1,300×19日
6,000 寮費 光熱水費
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
6,000 寮費 光熱水費
19,500 学生寮食費 ＠1,300×15日
6,000 寮費 光熱水費

29,700 授業料 1・2・3月分
23,400 学生寮食費 ＠1,300×18日
6,000 寮費 光熱水費
14,300 学生寮食費 ＠1,300×11日
6,000 寮費 光熱水費

357,215 687,700
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