平成29年度 各国立高等専門学校 オープンキャンパス等日程表
日時

学校名

8月5日，6日

函館工業高等専門学校

10月28，29日

9:00～（予定）

（予定）
12:00～16:00
10:00～16:00

11月下旬

場所

函館高専

参加対象者

中学生

概要

(平成２９年６月現在)
申込方法

「一日体験入学会」
体験型の学習会形式のイベントであり，午前中は本校の特色ある授業を体験 本校web上からの申し込み（予定）
し，午後からは専門学科の実験やモノづくり等を体験してもらう。

掲載URL・問い合わせ先
（URL）
http://www.hakodate-ct.ac.jp/exam/kohokanrenevent
（問合せ先）
学生課教務係 0138-59-6333

函館高専

一般市民

（予定）
「高専祭」
不要
専門学科における展示やクラブ活動，研究会などの成果物の体験・展示ブー
スを設けている。

函館高専

中学生

（予定）
「受検者支援講座」
郵送による申し込み（予定）
高専における入試過去問題を解説するとともに、本校における授業形態を体
験してもらう。

（URL）
http://www.hakodate-ct.ac.jp/exam/kohokanrenevent
（問合せ先）
学生課教務係 0138-59-6333
本校HP(http:www.tomakomai-ct.ac.jp)または学生課教務係(0144-67-8001)ま
で

（問合せ先）
学生課学生係 0138-59-6334

苫小牧工業高等専門学校

8月19日、20日

9:00～16:20

苫小牧高専

どなたでも

授業・実験の体験、展示コーナー、理科実験、入試問題解説、施設見学ツ
アー等

釧路工業高等専門学校

7月22日，23日

10:00～15:30

釧路高専

どなたでも

分野ツアー，体験教室，施設見学・部活見学・寮見学・高専ランチ・リケジョカ
FAXまたはホームページから
フェ・相談コーナー

学生課 修学支援係
0154-57-7222
https://www.kushiro-ct.ac.jp

7月2日

9:30～15:00

旭川高専

小中学生・一般

実験等の体験及び施設見学，学校説明

自由参加

学生課 0166-55-8121
http://www.asahikawa-nct.ac.jp/news/2017/06/29_12.html

7月29日，30日

10:30～15:00

旭川高専

中学生・保護者・教諭

体験学習及び施設見学，学校・学科概要説明

在籍中学校を通じて
申し込み

学生課 0166-55-8121
http://www.asahikawa-nct.ac.jp/news/2017/05/29_11.html

10月14日，15日

9:00～19:00

旭川高専

どなたでも

高専祭（学校紹介，学科紹介）

自由参加

学生課学生係
0166-55-8124

八戸工業高等専門学校

9月9日、10日

10:00～15:50

八戸高専

中学生・保護者・中学校教
諭

学校・学科（コース）概要説明、学科（コース）体験学習及び学寮見学

FAXでの申込
0178-27-9487

http://www.hachinohe-ct.ac.jp/
学生課入試・教務係
0178-27-7234

一関工業高等専門学校

8月19日、20日

9:30～15:20

一関高専

中学生・保護者・教員・高校
学校の概要説明、系体験、施設見学
生

FAXまたはメールで申込
0191-24-4530
kyomu@ichinoseki.ac.jp

https://www.ichinoseki.ac.jp/

仙台高等専門学校

7月29日，30日

9:30～15:30

仙台高専
広瀬キャンパス 中学生・保護者
名取キャンパス

学校の特色や学習内容の紹介、校内の研究室や実験設備の見学、進学説
明・相談コーナー、学生寮の説明・見学等

（広瀬）ＦＡＸ022-391-6146
（名取）ＦＡＸ022-381-0267
Ｅメール:snct-open@sendai-nct.ac.jp

http://www.sendai-nct.ac.jp/entrance/pages/000625.php

8月5日

13:00～16:45

秋田高専

中学３年生（保護者）
中学校教員（塾講師）

オープンキャンパス
（体験授業，校内見学など）

中学校からＦＡＸ

学生課教務係
018-847-6018

10月29日

10:00～16:00（予定）

秋田高専

中学生（保護者）
中学校教員（塾講師）

進学説明会
（系体験，校内見学など）

中学校からＦＡＸ

学生課教務係
018-847-6018

7月29日

10:00～

鶴岡高専

中学生、保護者、中学校教
学校説明，体験実習又は体験授業，学内見学，クラブ紹介
員

メール又はFAXで申込
kyomu@tsuruoka-nct.ac.jp
FAX 0235-25-8195

http://www.tsuruoka-nct.ac.jp/nyuushijoho/taiken-nyugaku/

8月5日，6日

5日:8:00～16:40
6日:8:00～12:10

福島高専

中学生・保護者

体験入学（デモ実験・各学科の施設・設備見学等）

①中学校経由で申込
②直接入試係へ電話

学生課入試係 0246-46-0721
http://www.fukushima-nct.ac.jp/nyushi/info/honka_nyushiannai.html

11月4日

10:00～

福島高専

自由参加

磐陽祭（学校紹介・各種イベント・入試相談コーナー）

自由参加

学生課入試係 0246-46-0721
http://www.fukushima-nct.ac.jp/nyushi/info/honka_nyushiannai.html

9月23日

9:30～

茨城高専

中学生・保護者・
中学校教員

模擬授業，模擬実験，クラブ紹介，校内及び学生寮の見学，女子生徒向け企
事前申込不要
画「女子Café」、入試相談会，学校説明会

8月5日

9:00～15:30

小山高専

中学生・保護者

体験授業及び施設見学、学校・学科概要説明、進学相談

中学校取りまとめの上、FAXにて申込 学生課教務係
（申込なしでも参加可）
0285-20-2142

11月4日、5日

9:00～

小山高専

どなたでも

工陵祭（学科紹介、入試相談）

自由参加

旭川工業高等専門学校

事前申込不要

秋田工業高等専門学校

鶴岡工業高等専門学校

福島工業高等専門学校

茨城工業高等専門学校

小山工業高等専門学校
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http://www.ibaraki-ct.ac.jp/?page_id=441

http://www.oyama-ct.ac.jp/gakusei/festival/index.html

平成29年度 各国立高等専門学校 オープンキャンパス等日程表
日時

学校名
8月5日

群馬工業高等専門学校

木更津工業高等専門学校

11月3日

長岡工業高等専門学校

8:50～

群馬高専

群馬高専

参加対象者
中学生・保護者・教諭

中学生・保護者・教諭

概要

申込方法

掲載URL・問い合わせ先

学校見学会:学校概要説明

郵送:〒371-8530
群馬県前橋市鳥羽町５８０
FAX:027-254-9080
MAIL:kyoumu@jim.gunma-ct.ac.jp

http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/nyugaku/setsumeikaiopenschool.htm

授業見学会:実際の授業及び実習の見学

郵送:〒371-8530
群馬県前橋市鳥羽町５８０
FAX:027-254-9080
MAIL:kyoumu@jim.gunma-ct.ac.jp

http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/nyugaku/setsumeikaiopenschool.htm

郵送:〒371-8530
群馬県前橋市鳥羽町５８０
FAX:027-254-9080
MAIL:kyoumu@jim.gunma-ct.ac.jp

http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/nyugaku/setsumeikaiopenschool.htm

11月11日

8:30～

群馬高専

中学生・保護者・教諭

学校見学会:学校概要説明

8月5日、9月30日

10:00～15:00

木更津高専

中学生・保護者

オープンキャンパス:学科の研究室や研究内容の展示、学内施設や設備の見
申込み不要
学及び進路相談会

http://www.kisarazu.ac.jp/nyushi/opencampus/

8月6日、8月19日、
10:00～16:00
12月2日

木更津高専

中学生

一日体験入学（機械工学科）:「スポーツ用具の使用感と慣性モーメント」「ロ
ボットコントロール」「パワーアシストシステム体験!!」「光の不思議な世界をの FAXでの申し込み
ぞいてみよう!」「金属をぶっちぎる」「ペットボトルロケットの打ち上げ」「歯車の 0438-98-5403
仕組み」「新エネルギー体験」の中からいくつかを体験

http://www.kisarazu.ac.jp/nyushi/taiken/

8月11日、9月2日

10:00～15:00

木更津高専

中学生

一日体験入学（電気電子工学科）:「電子工作」「ミニ授業」「ミニ実験」「高専生
との懇談会」「校内見学」を行います。「電子工作」では，電子回路を組み立
FAXでの申し込み
て，3分間タイマーなどを作ります。「ミニ授業」と「ミニ実験」は，30分程度の授 0438-98-5403
業・実験を体験

http://www.kisarazu.ac.jp/nyushi/taiken/

8月9日、8月20日

10:00～15:00

木更津高専

中学生

一日体験入学（電子制御工学科）:「モノを思いどおりに動かす」知識と技術に
ついて学ぶ学科です。体験入学では、「地震による建物の揺れを抑える技術」 FAXでの申し込み
などの授業と、「ロボットを思いどおりに動かすプログラミング」などの実験を通 0438-98-5403
し、電子制御技術を体験

http://www.kisarazu.ac.jp/nyushi/taiken/

中学生

一日体験入学（情報工学科）:光情報通信回路の製作と実験（光情報回路の
実験，光センサー実験，光情報通信実験などを体験。)、楽しいコンピュータプ FAXでの申し込み
ログラミング（シューティングゲームを題材に，コンピュータに自分の考えた通 0438-98-5403
りの動作をさせる「プログラミング」の世界を体験）

http://www.kisarazu.ac.jp/nyushi/taiken/

http://www.kisarazu.ac.jp/nyushi/taiken/

http://www.kisarazu.ac.jp/nyushi/setsumei/

8月6日、8月26日

東京工業高等専門学校

8:30～

場所

(平成２９年６月現在)

10:00～16:00

木更津高専

8月8日

13:00～16:00

木更津高専

中学生

一日体験入学（環境都市工学科）:安全で、住みやすく、美しい都市をデザイン
するための授業の一部として、「距離の測定」「地震による液状化の実験」「コ FAXでの申し込み
ンクリートの製作」「身近な水の実験」「コンピュータに親しむ」の各テーマを体 0438-98-5403
験

10月28日，29日

10:00～15:00

木更津高専

中学生・保護者

学園祭と併設した「入試相談コーナー」

申込み不要

7月23日

10:00～15:00

東京高専

どなたでも可

学校説明、施設見学、在学生による個別説明

自由参加

8月20日

10:00～15:00

東京高専

どなたでも可

学校説明、個別相談、施設見学、在学生による個別説明

自由参加

どなたでも可

高専祭
（学校説明、個別相談、在学生による個別説明）

自由参加

10月21日、22日

10:00～15:00

東京高専

電話:042-668-5127

12月3日

10:00～15:00

東京高専

どなたでも可
※ただし，東京高専の受験
を考えている中学生優先

学校説明、個別相談、入試問題解説、在学生による個別説明

自由参加

8月5日、6日

9:30～

長岡高専

中学生､保護者､
教員など

学校説明､入試説明､施設見学､体験学習

申込用紙もしくはメールにて
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https://www.tokyoct.ac.jp/admissions_information/entranceexamination_relation/school_briefing/

http://www.nagaoka-ct.ac.jp/

平成29年度 各国立高等専門学校 オープンキャンパス等日程表
日時

学校名
8月5日、6日

9:00～11:40
13:00～15:40

場所

参加対象者

富山高専
中学生、保護者
本郷キャンパス

概要
体験授業、学校・学科概要説明

(平成２９年６月現在)
申込方法

掲載URL・問い合わせ先

FAXまたはメール

富山高等専門学校 学務課
TEL 076-493-5498
FAX 076-493-5488
E-mail gaku@nc-toyama.ac.jp

FAXまたはメール

富山高等専門学校 学生課
TEL 0766-86-5145
FAX 0766-86-5130
E-mail nyushi@nc-toyama.ac.jp

FAXまたはメール

富山高等専門学校 学務課
TEL 076-493-5498
FAX 076-493-5488
E-mail gaku@nc-toyama.ac.jp

8月8日、9日、10日 9:00～11:40

富山高専
中学生、保護者
射水キャンパス

11月3日、11月18日 9:00～12:05

富山高専
中学生3年生、保護者
本郷キャンパス

11月3日、11月18日 9:00～12:00

富山高専
中学生3年生、保護者
射水キャンパス

体験授業、学校・学科概要説明

FAXまたはメール

富山高等専門学校 学生課
TEL 0766-86-5145
FAX 0766-86-5130
E-mail nyushi@nc-toyama.ac.jp

7月25日，26日

9:00～16:45

石川高専

中３生・保護者

体験入学（実験などの体験，ランチ体験，施設見学）

中学校から申込

学生課入学試験係
076-288-8024

11月3,4日

10:00～15:00

石川高専

どなたでも

オープン・カレッジ（高専祭（紀友祭）と同時開催）

自由参加

http://www.ishikawa-nct.ac.jp/navi/index.html

5月13日

9:30～

福井高専

小学生・中学生・保護者・中 スタンプラリー形式で5学科(全学科）、学内共同利用施設及び部活動等を自
学校教員・一般
由に見学、学校説明、在校生との交流、ドローンの実演

メール nyushi@fukui-nct.ac.jp
電話 0778-62-8290
FAX 0778-62-2490

http://www.fukui-nct.ac.jp/

8月6日

9:00～

福井高専

中学生・保護者・中学校教
員

メール nyushi@fukui-nct.ac.jp
電話 0778-62-8290
FAX 0778-62-2490

http://www.fukui-nct.ac.jp/

10月7日

9:30～

福井高専

中学校3年生・保護者・中学
希望２学科の体験授業、入試相談、女子学生との懇談会
校教員

メール nyushi@fukui-nct.ac.jp
電話 0778-62-8290
FAX 0778-62-2490

http://www.fukui-nct.ac.jp/

【１日体験入学】
中学生:体験学習，学科見学，学寮見学
保護者・教員:学校説明，校内見学，
学寮見学， 相談コーナー
高専生と中学生の懇談

FAXでの申込み
026－295－4950

学生課教務係
026-295-7017
http://www.nagano-nct.ac.jp/entrance/campus/

体験授業、学校・学科概要説明

富山高等専門学校
体験授業、学校・学科概要説明

石川工業高等専門学校

福井工業高等専門学校

長野工業高等専門学校

５学科のデモ実験見学、在校生との交流、進路相談

7月17日

10:00～

長野高専

中学3年生
保護者
教員

10月14日～
10月15日

14日13:00～
15日10:00～

長野高専
図書館

中学生
保護者
教員

【学園祭（工嶺祭）「進学相談コーナー」】
学校説明，入学者選抜に関する相談

事前申込不要

学生課教務係
026-295-7017
http://www.nagano-nct.ac.jp/entrance/campus/

11月18日

9:00～

長野高専

中学生
保護者
教員

【学内見学及び学校説明会】
授業見学及び学内見学
学校説明会（13:00～）

事前申込不要

学生課教務係
026-295-7017
http://www.nagano-nct.ac.jp/entrance/campus/

入試説明，体験授業，学科催し物，相談コーナー，
施設見学，ロボコン出場ロボット展示及びデモ

高専祭（入試説明，学科催し物）

8月5日

9:30～14:00

岐阜高専

中学生，
保護者・
家族，
中学校の先生

10月29日

10:00～15:00

岐阜高専

中学生，
保護者・
家族

岐阜工業高等専門学校
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ホームページの申込フォームに直接入
力
電話 058-320-1260
FAX 058-320-1256
Eﾒｰﾙ nyushi@gifu-nct.ac.jp
「入試説明」のみ申込必要:
ホームページの申込フォームに直接入
力
電話 058-320-1260
FAX 058-320-1256
Eﾒｰﾙ nyushi@gifu-nct.ac.jp

http://www.gifu-nct.ac.jp/admission/open_campus/
学生課教務係
電話 058-320-1260
http://www.gifu-nct.ac.jp/admission/guidance_kosensai/
学生課教務係
電話 058-320-1260

平成29年度 各国立高等専門学校 オープンキャンパス等日程表
日時

学校名

場所

参加対象者

7月27日～28日

沼津高専、東レ
7月27日12:30～28日
総合研修セン
中学生
16:00
ター

8月5日

9:30～15:00

9月10日

13:45～15:30

9月17日

13:45～15:30

沼津工業高等専門学校

沼津高専
おだわら市民交
流センター
UMECO
アクトシティ浜松
研修交流セン
ター

概要
「沼津高専夏の学校」
体験授業、学生寮宿泊体験及びシンポジウム参加

(平成２９年６月現在)
申込方法

掲載URL・問い合わせ先

郵送
FAX:055-926-5882
E-mail:kyoumu-nyuusi@numazuct.ac.jp

「1日体験入学」
中学生、保護者、中学校教
進学説明会、各学科・専攻科紹介、学内施設紹介、学生会企画及び学生寮
員
食事体験

申込不要

中学生、保護者、中学校教 「進学説明会」
員
学校概要説明及び入試制度説明

申込不要

中学生、保護者、中学校教 「進学説明会」
員
学校概要説明及び入試制度説明

申込不要

Web（本校ホームページを参照）
FAX:055-926-5882

http://www.numazu-ct.ac.jp/
学生課教務・入試係
TEL:055-926-5962

10月15日

9:30～15:30

沼津高専

中学生、保護者
「中学生のための体験授業」
（体験授業は中学生のみ参
体験授業、進学相談及び施設見学
加対象）

11月1日

13:45～15:30

沼津高専

中学校教員

11月3日，4日

未定

沼津高専

小・中学生、保護者（ミニ体
「ミニ体験授業（高専祭）」
験授業は小・中学生のみ参
進学説明会及びミニ体験授業
加対象）

申込不要

9月～12月（随時）

13:00～15:00

沼津高専

中学生、保護者、中学校教 「キャンパスツアー」
員
学校概要説明及び施設見学

Web（本校ホームページを参照）
FAX:055-926-5882

8月6日

10:00～16:00

豊田高専

中学３年生

体験入学

郵送・FAX

http://www.toyota-ct.ac.jp/

10月7日，8日

10:30～14:30

豊田高専

中学生・保護者

オープンキャンパス

FAX・メール

http://www.toyota-ct.ac.jp/

8月18日，19日

9:30～

鳥羽商船高専

中学生・保護者・
中学校教諭

学校・学科概要説明、施設見学、体験航海、
実験実習公開

郵送、ＦＡＸ、メール

http://www.toba-cmt.ac.jp
学生課入試・支援係
0599-25-8404

9月9日～10日

9:00～

鈴鹿高専

中学生・保護者

【オープンカレッジ】学校紹介、入試説明、模擬授業、専門学科紹介・見学、受
鈴鹿高専ＨＰで案内
験相談、学寮見学、ロボコン・ソーラーカー、の展示・デモ、クラブ見学等

http://www.suzuka-ct.ac.jp/

10月21日～22日

9:30～

鈴鹿高専

中学生・保護者

【入試説明会（高専祭と同時開催）】学校紹介、入試説明、専門学科紹介、受
鈴鹿高専ＨＰで案内
験相談、ロボコン・ソーラーカーの展示・デモ、高専祭

http://www.suzuka-ct.ac.jp/

13:00～15:30

三田市ウッディタ
ウン市民セン
中学生・保護者
ター

舞鶴高専

「進学説明会」
学校・学科概要説明、入試制度説明及び施設見学

申込不要

豊田工業高等専門学校

鳥羽商船高等専門学校

鈴鹿工業高等専門学校

6月25日

8月11日，12日

8:30～15:20

中学生・保護者

学校概要説明，学科説明，各学科ブース自由見学

FAX 0773-62-8889
ホームページ
http://www.maizuru-ct.ac.jp/
メール
kyoumu12@maizuru-ct.ac.jp

http://www.maizuru-ct.ac.jp/

学校概要説明，学科展示，特別実習，体験学習，
ロボコン実演，クラブ展示，施設見学，学寮見学

FAX 0773-62-8889
ホームページ
http://www.maizuru-ct.ac.jp/
メール
kyoumu12@maizuru-ct.ac.jp

http://www.maizuru-ct.ac.jp/

学校説明，講演，高専祭及び学生生活説明，
高専祭案内

FAX 0773-62-8889
ホームページ
http://www.maizuru-ct.ac.jp/
メール
kyoumu12@maizuru-ct.ac.jp

http://www.maizuru-ct.ac.jp/

学校説明，各学科説明，体験学習，懇談会

FAX 0773-62-8889
ホームページ
http://www.maizuru-ct.ac.jp/
メール
kyoumu12@maizuru-ct.ac.jp

http://www.maizuru-ct.ac.jp/

舞鶴工業高等専門学校

11月4日，5日

12月9日

未定

未定

舞鶴高専

舞鶴高専

小学生・中学生・保護者

女子中学生・保護者
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平成29年度 各国立高等専門学校 オープンキャンパス等日程表
日時

学校名

場所

参加対象者

概要

(平成２９年６月現在)
申込方法

掲載URL・問い合わせ先

明石工業高等専門学校

8月18日，19日

9:20～15:30

明石高専

中学生・保護者

午前:全学科の見学（学科概要説明）
午後:体験授業（希望する1学科）
進路相談、学校内自由見学

FAX078-946-6071

http://www.akashi.ac.jp/

奈良工業高等専門学校

7月28日・8月2日・
3日

9:30～15:30

奈良高専

中学生（保護者・
中学教諭引率可）

「体験入学」
体験授業及び施設見学，学校・学科及び入試の概要説明

往復ハガキの送付または
所定の申込用紙を持参

http://www.nara-k.ac.jp/enterschool/taiken/gaiyou/

和歌山工業高等専門学校

8月27日

10:00～

和歌山高専

どなたでも

学校説明会、公開講座、体験コーナー、パネル展示、ロボット展示

自由参加

学生課教務係
0738-29-8241,8242

米子工業高等専門学校

8月10日,11日

9:00～16:20

米子高専

中学校３年生,保護者,中学
校の教職員

オープンキャンパス
(学校・学科概要説明,学科体験,校内自由見学,寮見学)

原則中学校を通して申込
ＦＡＸ 0859-24-5029

http://www.yonago-k.ac.jp/
学生課教務係
0859-24-5022

松江工業高等専門学校

8月5日、6日

10:00～

松江高専

中学３年生、
保護者等

・学校概要説明、ミニ実験実習、フリー見学、
部活動見学、寮見学

WEB申込

http://www.matsue-ct.ac.jp/index.php/mainmenu-juniourstudents/mainmenu-opencampus

8月25日，26日

9:30～15:00

津山高専

中学生・保護者

体験授業及び施設見学，学校・学科概要説明

ハガキ、FAX、メール

学生課教務係 0868-24-8292
http://www.tsuyama-ct.ac.jp/openVer4/opencampus.html

11月4日、5日

10:00～20:00

津山高専

どなたでも

高専祭（学校紹介）

自由参加

学生課教務係 0868-24-8292
http://www.tsuyama-ct.ac.jp/openVer4/opencampus.html

8月5日，6日

8:30～12:45

広島商船高専

中学生・保護者

学校・学科概要説明，体験授業及び施設見学

webサイト申込フォーム

http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

10月29日

9:45～15:00

広島商船高専

中学生・保護者

学校・学科概要説明，体験授業，施設見学及び練習船体験航海

webサイト申込フォーム

http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

7月30日

9:00～14:30

呉高専

中学生・保護者

学校概要説明，学科展示・施設見学，実験実習，学食体験，質問コーナー等

FAXでの申込 0823-73-2490
WEBでの申込

学生課教務係 0823-73-8416
http://www.kure-nct.ac.jp/

10月28日

10:00～

呉高専

中学生・保護者

学校概要説明，学科展示・施設見学，質問コーナー等

事前申込不要

学生課教務係 0823-73-8416
http://www.kure-nct.ac.jp/

8月17日

09:30～

徳山高専

中学生・保護者・学校教諭

学校紹介、施設見学、実験等体験

中学校経由で申し込み

http://www.tokuyama.ac.jp/event/opcp.html

11月11日

09:30～

徳山高専

中学生・保護者・学校教諭

学校紹介、体験授業

中学校経由で申し込み

http://www.tokuyama.ac.jp/event/opcp.html

8月5日

10:30～16:00

宇部高専

中学生・保護者

体験学習，学校紹介，学寮見学，在校生懇談会

自由参加

http://www.ube-k.ac.jp/

11月11日

9:30～15:30

宇部高専

中学生・保護者

体験学習，学校紹介，学寮見学，入試問題解説

中学校を通じての申込
またはメール，ＦＡＸでの個人申込

http://www.ube-k.ac.jp/

6月17日

10:00～14:00

大島商船高専

どなたでも参加可

【オープンキャンパス】
体験航海，体験授業，施設見学，
学校・学科概要説明

当日受付

http://www.oshima-k.ac.jp/exam/topics/opencampus.html

6月24日

13:00～16:00

下関市立川中中
どなたでも参加可
学校

【山口県内３高専合同学校説明会】
模擬授業，学校・学科概要説明

－

http://www.oshima-k.ac.jp/exam/topicstop/283.html

7月15日

13:00～16:00

岩国市福祉会館 どなたでも参加可

【山口県内３高専合同学校説明会】
模擬授業，学校・学科概要説明

当日受付・事前申込み
E-Mail:kyoumu@oshima-k.ac.jp
FAX:0820-74-5554

http://www.oshima-k.ac.jp/exam/topicstop/283.html

7月23日

13:00～16:00

山口市民会館

どなたでも参加可

【山口県内３高専合同学校説明会】
模擬授業，学校・学科概要説明

－

http://www.oshima-k.ac.jp/exam/topicstop/283.html

8月5日

9:30～15:00

大島商船高専

どなたでも参加可

【オープンキャンパス】
体験航海，体験授業，施設見学，
学校・学科概要説明

事前申込み
E-Mail:kyoumu@oshima-k.ac.jp
FAX:0820-74-5554

http://www.oshima-k.ac.jp/exam/topics/opencampus.html

11月3日

10:00～12:00
大島商船高専
（商船祭は16時まで）

どなたでも参加可

【商船祭・オープンキャンパス】
体験航海，体験授業，施設見学，
学校・学科概要説明

自由参加

http://www.oshima-k.ac.jp/exam/topics/opencampus.html

津山工業高等専門学校

広島商船高等専門学校

呉工業高等専門学校

徳山工業高等専門学校

宇部工業高等専門学校

大島商船高等専門学校
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平成29年度 各国立高等専門学校 オープンキャンパス等日程表
日時

学校名
阿南工業高等専門学校

香川高等専門学校

場所

参加対象者
中学３年生，保護者，引率
教員，特に参加を希望する
中学１・２年生

概要

申込方法

掲載URL・問い合わせ先

各中学校から参加希望者をとりまとめ
の上，申込書をE-mailにて送付
http://www01.anan-nct.ac.jp/
E-mail:
kyomu@anan-nct.ac.jp

8月9日，10日

9:15～15:20

阿南高専

8月19日

8:30～13:00

香川高専
中学生・保護者・引率教員・
「オープンキャンパス」施設見学，学校・学科概要説明
高松キャンパス 一般

FAX 087-869-3839
E-mail nyusi@t.kagawa-nct.ac.jp

http://www.kagawa-nct.ac.jp/school_affairs/OC/oc.html

8月19日

13:00～16:30

香川高専
中学生
高松キャンパス

「体験入学」体験授業

FAX 087-869-3839
E-mail nyusi@t.kagawa-nct.ac.jp

http://www.kagawa-nct.ac.jp/school_affairs/OC/oc.html

11月3日

10:00～15:00

香川高専
中学生・保護者・一般
高松キャンパス

「オープンキャンパス」学校説明・学科紹介・個別相談

事前申込不要

http://www.kagawa-nct.ac.jp/school_affairs/OC/oc.html

11月4日

10:00～15:00

香川高専
中学生・保護者・一般
高松キャンパス

「オープンキャンパス」学校説明・学科紹介・個別相談

事前申込不要

http://www.kagawa-nct.ac.jp/school_affairs/OC/oc.html

8月5日

12:00～16:20

香川高専
中学生・保護者・教員
詫間キャンパス

「体験入学」体験授業及び施設見学，学校概要説明

FAX 0875-83-7743
E-mail ekyoumu@t.kagawa-nct.ac.jp

http://www.kagawa-nct.ac.jp/school_affairs/OC/oc.html

8月10日、11日

9:00～16:10

新居浜高専

「夏季体験学習」
体験学習、入試懇談会、学寮見学

E-mail
kyoumu-c@off.niihama-nct.ac.jp
FAX 0897-37-7844

http://www.niihama-nct.ac.jp/

8月25日、26日

9:30～16:00

愛媛大学
小学生、中学生
城北キャンパス

「ものづくりフェスタin松山」
ものづくり教室、新居浜高専紹介コーナー、受検相談会

E-mail
kyoumu-c@off.niihama-nct.ac.jp
FAX 0897-37-7844

http://www.niihama-nct.ac.jp/

9月23日

9:30～15:50

新居浜高専

中学生、保護者

「学校見学会（オープンキャンパス）」
学校説明、学科紹介、施設見学、学寮見学

E-mail
kyoumu-c@off.niihama-nct.ac.jp
FAX 0897-37-7844

http://www.niihama-nct.ac.jp/

11月4日、5日

9:30～16:00

新居浜高専

どなたでも可

「国領祭」
学科別ミニ見学会、受検相談コーナー、展示コーナー、ビデオ上映、入試過去 事前申込不要
問題解説コーナー

①7月22日、23日 ①9:00～
②11月11日、12日 ②未定

弓削商船高専

中学生・保護者

学科等体験、弓削丸体験航海、学寮見学、進路相談

電話(0897)-77-4620
FAX(0897)-77-4693

http://www.yuge.ac.jp/open-campus

8月19日、20日

9:30～

高知高専

小学校４年生から中学校３
年生・保護者・教員

体験学習、学校概要説明（オープンキャンパス）

申し込み不要

学生課教務係
TEL: 088-864-5623

9月29日

9:20～

高知高専

中学校３年生・教員・保護者 体験授業及び施設見学、学校概要説明（体験入学）

ＦＡＸ等で学生課教務係まで
(FAX: 088-864-5536)

学生課教務係
TEL: 088-864-5623

11月4日

11:00～

高知高専

中学生・保護者

在学生による学校説明会（高専生による学校説明会）

申し込み不要

学生課教務係
TEL: 088-864-5623

中学生

学校・コース等概要説明，体験学習，校内見学

(平成２９年６月現在)

新居浜工業高等専門学校

弓削商船高等専門学校

高知工業高等専門学校

久留米工業高等専門学校

http://www.niihama-nct.ac.jp/

8月17日、18日

9:00～17:20

久留米高専

中学生

体験授業及び学校説明、進路相談、クラブ見学

「参加申込書」に必要事項を記入の
上、ＦＡＸ、電子メール、郵送又は直接
持参
http://www.kurume-nct.ac.jp
※参加申込書は、久留米高専ＨＰより
ダウンロードが出来ます。

8月26日，27日

9:00～16:00

有明高専

小学生
中学生
保護者

オープンカレッジ（体験教室、学校・学生活動紹介）

当日受付

https://www.ariake-nct.ac.jp/

9月16日

9:00～17:00

有明高専

中学生
保護者
中学校教諭

入試説明会・校内見学会、学寮見学

電話 0944-53-8622
FAX 0944-53-8862

https://www.ariake-nct.ac.jp/admissions/observing-meeting

8月26日

13:00-16:00

北九州高専

中学生・保護者

模擬授業体験、クラブ見学、学校説明会、OG講演会

自由参加

http://www.kct.ac.jp/jyuken/opencampus.html

10月14日、15日

13:10-16:00

北九州高専

中学生・教諭・保護者

実験・実習等体験、寮見学、クラブ見学、入試懇談会

自由参加

http://www.kct.ac.jp/jyuken/opencampus.html

8月19日

8:30～15:45

佐世保高専

中学生・保護者

体験授業，学校・学科概要説明

在籍中学校を通じて申込み

http://www.sasebo.ac.jp/
学生課入試担当
0956-34-8428

有明工業高等専門学校

北九州工業高等専門学校

佐世保工業高等専門学校
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平成29年度 各国立高等専門学校 オープンキャンパス等日程表
日時

学校名

場所

参加対象者

概要

(平成２９年６月現在)
申込方法

掲載URL・問い合わせ先

8月6日

9:00～15:00

熊本高専
中学生、保護者、教師
熊本キャンパス

学校概要説明、学科紹介、施設見学、寮見学、進学相談

「参加申込書」により中学校ごとに取り
http://www.kumamoto-nct.ac.jp/entrance/opencampus/opencampus.html
まとめの上、ＦＡＸでの申込み。096学生募集室096-242-6197
242-5504

10月28日～29日

未定

熊本高専
中学生、保護者、教師
熊本キャンパス

学校概要説明、入試説明、進学相談

自由参加

8月5日

9:00～15:30

熊本高専
中学生・保護者・中学校教
八代キャンパス 諭

学校概要説明、学科展示・体験実習、寮見学、進学相談

「参加申込書」により中学校ごとに取り
http://www.kumamoto-nct.ac.jp/entrance/opencampus/opencampus.html
まとめの上、ＦＡＸでの申込み。0965学生募集室0965-53-1331
53-1239

10月28日～29日

未定

熊本高専
中学生・保護者・中学校教
八代キャンパス 諭

学校概要説明、入試説明、学科展示、進学相談

自由参加

http:/www.kumamoto-nct.ac.jp
学生募集室0965-53-1331

大分工業高等専門学校

7月2日

9:30～15:00

大分高専

制限なし

各科等イベント及び施設見学，学校・学科概要・入試説明，入試問題解説

自由参加

電話 097-552-6450
FAX 097-552-6106
http://www.oita-ct.ac.jp/
総務課企画室

都城工業高等専門学校

8月11日

9:00～16:00

都城高専

中学生・保護者・
その他

学校概要説明，公開実験及び施設見学，相談

中学校でとりまとめＦＡＸ
0986-47-1143

学生課教務係
0986-47-1133・1134
http://www.cc.miyakonojo-nct.ac.jp/

鹿児島工業高等専門学校

8月6日

8:50～16:00

鹿児島高専

中学２・３年生及び保護者、 体験実習及び自由見学、学校・学科概要説明、進学相談、クラブ活動・体験、 メール:kouhou@kagoshima-ct.ac.jp
中学校教職員
女子学生による茶話会
ＦＡＸ:０９９５-４３-２５８４

7月22日

9:00～14:00

沖縄高専

小中学生・保護者

沖縄高専を来て・見て・体験してもらうイベントを実施予定。公開授業週間
（7/24～28）と連動した取組みを計画。参加申込み等不要。

メール又はFAX

総務課総務係
http://www.okinawa-ct.ac.jp/

8月19日

9:00～15:00
（予定）

沖縄高専

中学３年生優先

学科を体験する授業を実施する。申込み期間は未定。

メール又はFAX

総務課総務係
http://www.okinawa-ct.ac.jp/

http://www.kumamoto-nct.ac.jp
学生募集室096-242-6197

熊本高等専門学校

学生課教務係
ＴＥＬ:０９９５-４２-９０１４
http://www.kagoshima-ct.ac.jp/

沖縄工業高等専門学校
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