






東京工学院専門学校 

エンターテイメント系 

 コンサート・イベント科 

野外ステージやライブハウス、ホールなど「本物の現場」での経

験を重視!コンサート・イベントの企画から当日の運営まで、現場

のプロの仕事に必要な技術、知識、コミュニケーションの能力を

磨いています。 

ステージ制作・ステージ音響・ステージ照明 

東京工学院専門学校 

ステージ制作コース 

ステージ音響コース 

ステージ照明コース 

アナログからデジタルまで現場そのものを学び、学内のホール(テクノ

ホール)など多くの実習を通じて機材のセッティング方法や音の調整な

ど、現場で活きる力を養います。 

屋外や体育館での特設ステージで実習を行い、灯体の吊り方など、実

践の対応力を磨きます。照明機材の基礎からはじめ、ムービングライト

やデジタル調光卓などの技術も修得します。 

イベントの企画構想をはじめ、宣伝、当日の運営、予算管理、舞台製作

等、ステージに関わるあらゆる場面を想定し、実践的なカリキュラムと

数々のイベント運営を通じて学んでいきます。 

   音響芸術科                 音響芸術コース 

レコーディングエンジニアやMAエンジニアを目指すため授業で

は実践を重視。ミュージシャンとタッグを組んだレコーディング作

業や声優のアフレコ作業など他学科とのコラボ授業を通じて、リ

アルな仕事の流れを学んでいます。 

放送芸術コース 

映像業界の仕事は幅広いため１年次は全ての職種の基礎課

程を学びます。その後目指す職種を決め、2年次は就職活動と

卒業制作に取り組んでいきます。在学中から多くのイベントや

現場研修を通して、プロとしての人間力と技術力を身につけて

います。 

   放送芸術科 

   ミュージック科 

自分がやりたいパートを選択する「専攻主科レッスン」では、講

師と学生とのマンツーマンレッスンを実施。一人ひとりの個性や

演奏レベル、目指す音楽の方向性に合わせ、ベテラン講師が

きめ細やかに指導しています。 

ミュージシャンコース 

   声優・演劇科         声優・俳優 

声優・俳優育成40年の歴史で培ったノウハウを活かし、少人

数のレッスン環境で指導。学生一人ひとりと向き合い、それぞ

れの個性と可能性を見出し、磨き上げていきます。ステージや

スタジオのマイクの前で輝ける人を目指しています。 

声優コース 

俳優コース 

声優は役者である、という考えのもとに、身体表現、歌、演技をバランス

良く学んでいきます。アフレコ実習や日本舞踊など多彩な授業により、

業界で長く活躍できる声優を育成します。 

自分の個性と資質を見つけ、磨き、技術やパフォーマンス力を習得。年

間3本の舞台に出演するなど本物の体験を積み重ねることで、多方面で

活躍できる俳優（役者）をめざします。 

クリエーター系 

 ゲームクリエーター科 ゲームクリエーター ・ おもちゃクリエーター 

最前線で活躍する講師が指導。実際の制作会社でプロが採

用している機材を使いながら最新の制作スキルの習得を目指

します。ゲームや玩具、ＩＴ業界にとどまらずグローバルな視点

を持った人材へと成長していきます。 

ゲームクリエーターコース 

おもちゃクリエーターコース 

プランニング、プログラミング、グラフィック、サウンドなどゲーム制作に必

要な知識を幅広く学びます。チームで協力し、制作することでコミュニケー

ション力も身についていきます。 

フィギュアの原型制作など玩具について幅広く学べる専門コースです。

1年次の早い段階で企画から試作までを経験。デザインフェスタへの出

展などマーケティング感覚も養います。 

 CGクリエーター科      CGクリエーターコース 

多岐にわたるメディアの中で使われているCG。そのCGをつく

るクリエーターとしての技術を獲得することはもちろんのこと、

より確実に、高品質に、迅速に完成させる力を、現場に近い

環境から学んでいます。 

 Webデザイン科 Webデザインコース 

アナログからデジタルのデザイン技法の習得を通じて、ビジュ

アルで注目を集めるデザイン力やデザイナーとしての感性も

学んでいきます。どんな業種でも貢献できるスキルを身につけ

たWebデザイナーをめざしています。 

クリエーター系 

 マンガ科 マンガ・イラストレーション 

現場を知るマンガ家、イラストレーターが直接指導。業界で通

じる力を持つ作家になることを目標に、マンガとイラスト、及び

その分野周辺の知識、技術をはじめ、業界の動向や将来必要

な力、働き方について学んでいます。 

マンガコース 

イラストレーションコース 

年2回、応募作品の制作を行い、講評会を実施します。現役編集者による

品評や出版社への持ち込み、応募も積極的に応援。在学中からデビュー

や就職をめざします。 

幅広い技術と表現力を武器に多彩な分野で活躍するイラストレーターをめ

ざします。学院祭や外部イベントなどで評価される経験を積み「売れる」作

品作りのための企画力も磨きます。 

 グラフィックデザイン科      グラフィックデザインコース 

絵が好き」という出発点から、実践的なカリキュラムを学ぶことを

通じて憧れのグラフィックデザイナーの仕事をめざします。1年次

はデッサンや平面構成などの基礎造形を学び、2年次では広告

やパッケージ、雑誌など実践的なデザインに挑戦しています。 

 アニメーション科 アニメーションコース 

実際の「アニメーション」制作会社の教育プログラムを使用し、レ

イアウト、原画動画といったアニメーションの作画から、デジタル

ペイントによる仕上、撮影まで本格的な技術指導を行います。

絵を描く上で欠かせないデッサンなど基礎から学んでいます。 

スポーツ・教育系 

 スポーツビジネス科 

トレーナー、指導者、スポーツショップ店員、スポーツイベント

の企画運営、中高保健体育教員などの職業に必要な専門知

識の修得と資格取得に向けた学びを実践し、スポーツ業界で

長く生き抜くジェネラリストを育成しています。 

トレーナー・フィットネス・スポーツビジネス・サッカービジネス 

 

スポーツトレーナーコース 

スポーツマネジメントコース 

サッカーエキスパートコース 

スポーツインストラクターコース 

学内には本格トレーニング機器を備えたジムを完備。トレーニング指導の

基礎や選手の健康やフィジカルの管理などを学び、幅広い選手を指導・育

成できる人材をめざします。 

テクノスポーツクラブでの指導実習を通じて、スポーツを楽しむ人々を支

えるインストラクターになるための知識を学び、快適にスポーツを行う環境

をサポートできる人材をめざします。 

スポーツをビジネス面から支えられる人材を育成。学内のスポーツクラブ

を活用し、実際のクラブ運営、広報、イベント企画などスポーツマネジメント

に関するノウハウを学びます。 

インテルアカデミージャパンの実習を中心に、インテル・ミラノの指導法や

クラブの運営方法をイタリア人コーチから学びます。日本サッカー協会C級

指導者ライセンスの取得も可能です。 

  幼児教育学科 保育士・幼稚園教諭２種・保育士 

指定保育士養成施設として認可された本学科では、短大と同等以

上の実力を2年間で身につけるためのカリキュラムと環境を用意。

知識だけでなく、保育技術、人間関係の大切さを学んでいます。 

3年間でじっくり実力を身につけて、豊岡短期大学との併修によ

り、保育士資格と幼稚園教諭2種免許をめざす学科です。実習時

間は約600時間。姫路大学教育学部子ども未来学科通信教育課

程との併修により幼稚園教諭1種をめざすしています。 

 教育専攻科 (４年制) 保育士・幼稚園教諭１種・小学校教諭１種・保健体育教諭１種 

大学との連携で教員免許を取得できるシステムを確立。幼稚園

教諭1種免許や小学校教諭1種免許の取得をめざす場合は「姫

路大学」、保健体育教諭1種免許をめざす場合は「星槎大学」、

各大学と教育連携を行っています。 

 こども学科 (3年制) 保育士・幼稚園教諭２種 



東京工学院専門学校 

工学・情報系 

東京工学院専門学校 

 建築学科 建築設計・建築工学・福祉住環境デザイン 

建築設計コース 

計画、設計、施工など建築の幅広い分野を学ぶことができ、自

分の適性ややりたい仕事が見つけられます。また、建築士（国

家資格）の受験認定校なので卒業と同時に二級建築士、実務

経験4年で一級建築士の受験資格を得ることができます。 

建築工学コース 

福祉住環境デザインコース 

建築の基礎を学んだ後、住宅や規模の大きい集合住宅、さらに複合施

設などの建物を設計。その制作過程でCADによる図面作成テクニックと

設計コンセプトを考える力を鍛えていきます。 

のみ、カンナといった道具の手入れの仕方など基本の技術から学びはじ

め、グループで一つの建築物の完成をめざします。仲間たちとの共同作

業からコミュニケーション力も磨かれます。 

バリアフリーに対応したリフォームなど、高齢者や障がいのある人の視

点に立ち、建築、設備、環境について学んでいきます。福祉住環境コー

ディネーターの資格取得もめざせます。 

 インテリアデザイン科   インテリアデザインコース 

室内の環境を考えて提案する「空間デザイン」。家具をつくり、販

売する「プロダクトデザイン」。その2つのデザインを共に学べるの

が本科の特長です。在学中にインテリアコーディネーター資格の

取得も可能です。 

 情報システム科 情報システムコース 

IT技術、国家資格、コミュニケーション能力。この3つの力を備え

た人材として、システムエンジニア、プログラマとしてソフトウエア

開発に取り組む企業などへの就職をめざしています。 

 電気電子学科 電気工学・電子技術 

電気工事士や電気主任技術者など、社会で必要とされている

電気系の国家資格を卒業により無試験で取得・認定できます。

このような資格取得に有利なシステムは大学を含めて国内でわ

ずかしかありません。 

電気工学コース 

電子技術コース 

電気系エンジニアをめざし、資格と実力をしっかりと身につけたい方のた

めのコースです。国家資格を無試験で取得・認定できるシステムは高い

就職率にもつながっています。 

電子技術の基礎となる「エレクトロニクスの基礎」「コンピュータのしくみ」

「通信システム」の3つの柱を学び、ネットワークや電子機器などの知識を

身につけていきます。 

航空大学校、海上保安学校航空課程、防衛省航空学生といった

パイロット養成機関への合格をめざし、フライトシミュレーターな

ど独自に設計されたカリキュラムを用いて操縦技術を磨いていま

す。 

  公務員科 公務員コース 

警察官、消防官、自衛官、地方公務員など、公務員試験の合格

をめざし、試験を熟知した講師陣が密度の濃い個別指導を実

施。キャリアセンターで個別の面接対策も行うなど試験の突破を

徹底的にサポートしています。 

 研究科 （1年制） 

大学や専門学校を卒業後、高いレベルの資格取得、クオリティの

高い作品制作など、研究科の1年間でより深く専門分野の知識や

技術を取得し、就職活動をより有利に行うための学科です。目標

とする資格・技術を取得するために各個人にあったオーダーメイド

のカリキュラムでさらなるレベルアップを実現しています。 

 航空学科 パイロットコース 

 大学併修学科 （４年制） 

4年制大学系 

産業能率大学通信教育課程、中央大学法学部通信教育課程、

日本大学文理学部通信教育課程と提携し、独自の「Wスクール

システム」によって、専門教育と大学の通信教育を併修。「高度

専門士」と「学士」を同時に取得できます。 

 法律情報科 法律情報コース 

中央大学法学部通信教育課程の卒業資格(学士)の取得も目指

せる学科です。ロースクール受験資格取得に加え、行政書士、

宅建士、公務員等の資格就職対策や、情報処理、簿記等の専

門知識の学修で将来の選択肢が広がっています。 

 経営情報科 経営情報コース 

産業能率大学通信教育課程の卒業資格(学士)の取得も目指

せる学科です。日商簿記や販売士、FPなどの資格取得や、テ

クノス祭の模擬店など実践的な教育の場も設け、あらゆる業界

に通用するビジネススキルを鍛えています。 



東京エアトラベル・ホテル専門学校 

エアライン・英語系 

 エアライン科       

フライトアテンダント  

グランドスタッフ 

エアライン＆英語 

フライトアテンダントコース  

グランドスタッフコース 

エアライン＆英語コース 

乗客を目的地まで安全にお運びし、行き届いたサービスで快適な空の旅を実

現する、国内線をはじめ、国際線でも活躍できるフライトアテンダントをめざして

います。 

飛行機を定刻通りに安全に飛ばすという使命のもと、さまざまなお客さまのご

要望に対応しながら、ご搭乗までのひと時を安心してお過ごしいただけるグラン

ドスタッフをめざしています。 

外資系のエアラインをはじめ、世界各地の国際空港で活躍するための教養や

語学力を養い、グローバルに通用するサービスを実践できるプロフェッショナル

をめざしています。 

 エアポートサービス科 

グランドハンドリング 

グランドハンドリングコース 

エアーポートビジネス 

エアーポートビジネスコース 

グランドハンドリングは、空の旅を支える縁の下の力持ち。仲間と一致団結し

ながら定刻通りのフライトを支えるために、冷静な判断力を養い、質の高い

サービスを提供できるプロフェッショナルをめざしています。 

企画開発やシステムオペレーターなど、空港業務を支えるスタッフは様々で

す。航空業界に携わるあらゆる職業を理解しながら、現場で使用するシステ

ム操作や設備を学ぶことで、空港に関わるスペシャリストをめざしています。 

 英語キャリア科 

英語キャリア 

英語キャリアコース 

海外留学 

海外留学コース 

ネイティブ講師の指導のもと、海外留学さながらの環境で語学力を高め、さ

らに国際交流を通して異文化に対応できるコミュニケーション能力を養いま

す。グローバルな環境に身を置き、国際性を身につけ、将来の可能性を広

海外留学を通し、世界で起きている様々な社会問題を英語で理解しながら

視野を広げます。国際社会に関心を持ち、世界で通用する実践的な英語力

を養っています。 

ホテル・ブライダル系 

 ホテル科 

アーバン＆シティーホテル 

アーバン＆シティーホテルコース 

テーマパーク＆リゾートホテル 

テーマパーク＆リゾートホテルコース 

ホテル＆英語 

ホテル＆英語コース 

心配りの仕方、接客スキル、礼儀やマナー、一流の技術などを磨き、ホス

ピタリティマインドと品格を備えたホテルスタッフをめざします。また、将来

日常では味わえない体験を求めに来られるお客さま一人ひとりに対して、

笑顔につながる最高のホテルサービスを実現することで、大切な時間を創

り出せるホテルスタッフをめざしています。 

世界中からお客さまが訪れる外資系ホテルや海外ホテル。多国籍スタッフ

と協働しながら質の高いホスピタリティのサービスを実現し、快適な滞在を

提供するホテルスタッフをめざしています。 

総合プロデュース 

ビューティーコンシェルジュ 

総合プロデュースコース 

ビューティーコンシェルジュコース 

新郎新婦やご家族の思いを胸に、晴れやかで素敵な結婚式を実現できるよ

う、パートナーとして信頼され、最高の結婚式をコーディネートできるプラン

ナーをめざしています。 

東京エアトラベル・ホテル専門学校 

ホテル・ブライダル系 

  ブライダル科 

結婚式という晴れ舞台で、息をのむほど美しい姿で新郎新婦を送り出せる

よう、記憶に残る最高の姿を演出できる一流のウェディングコーディネー

 ビジネスマナー・秘書科 

総合ビジネス 

総合ビジネスコース 

言葉遣いや所作、好感を持たれる笑顔など、内面の美しさを磨きます。さら

に語学力やパソコンスキルなど、総合的なビジネススキルを学ぶことで、

 ファッションビジネス科 

ファッションビジネス 

ファッションビジネスコース 

ファッションの楽しさは、ファッションビジネスに関わるスタッフにより考え抜

かれた仕掛けから生まれます。購入までのひとときを楽しんでいただきな

がら、「パーソナル」な提案を通してお客さまの魅力を引きだしていきます。 

観光・鉄道系 

 観光旅行科 

総合トラベル 

ツアーコンダクター＆プランニング 

総合トラベルコース 

ツアーコンダクター＆プランニングコース 

カウンターや企画営業、オペレーターまで、旅行業界で幅広く活躍できる

知識を備えます。いつの時代もお客さまのご要望に合わせた旅を提案し、

「旅の感動」を届ける旅のスペシャリストをめざしています。 

スマホやSNSの普及にともなって、旅行のスタイルは大きく変化しています。

トレンドやニーズをくみ取りながら、心から楽しめる国内外のツアーや訪日

観光客向けの旅をプロデュース・演出する人をめざしています。 

 鉄道交通科 

総合運輸・鉄道 

総合運輸・鉄道コース 

鉄道事業の安全・安心で快適な運行を支えるために、どのような状況でも

冷静な判断で行動し、お客さま第一を実現していく力を携えることで、将来

鉄道業界を支えていくプロフェッショナルをめざしています。 

 研究科 （１年制） 

最短で、夢に近づくための１年間。大学や短大などでこれま

で学んできたことを活かしながら、目標とする業界に合わせ

た専門分野を学ぶことで、憧れの職業をグッと自分に引き

4年制大学系 
    大学併修学科 （４年制）      

独自の「Wスクールシステム」によって、専門教育と大学

の通信教育を併修。「高度専門士」と「学士」を同時に取

得できます。専門技術と知識を活かしながら就職に臨ん

でいます。 



アクセスマップ 

 東京工学院専門学校/東京エアトラベル・ホテル専門学校 

  住 所 ： 〒184-8543 東京都小金井市前原町5-1-29 

  電 話 ： 042-387-4841  FAX: 042-387-4822  

電車路線図 

最寄り駅のバス乗り場 

    「武蔵小金井駅」バス乗り場                   「府中駅」バス乗り場 

  ■JR中央線武蔵小金井南口、京王バス1番             ■京王線府中駅北口、京王バス1番 

   府中駅行「東京自治会館」下車                       武蔵小金井駅行「東京自治会館」下車 

   バス乗車時間 約8分                   バス乗車時間 約10分       



〒184-8543 

東京都小金井市前原町5-1-29 

電話 :   042（387）4841 

FAX :  042（387）4822 

URL :  http://www.technos.ac.jp 

総合学院テクノスカレッジ 

東京工学院専門学校 

東京エアトラベル・ホテル専門学校 

 キャリアセンター 


